
※9月1日現在の情報です。開演時刻など変更になる場合があります。 詳細は各主催者までお問合せください。 

　休館日10/12（水）、10/26（水) 主催者の都合により掲載していない催しがあります。予めご了承ください。

大：大ホール 中：中ホール イ：イベントホールでの催し、色がついている催しはアルカスSASEBOでのチケット取扱いがあります。

日 曜日 ホール 催し 開演 料金(前売料金で記載しています) 主催 問い合せ先

1 　土　 イ
細坪基佳コンサート2022　Ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ～七色の虹を越えて～
※発売中

16:00 【全席自由】一般6,600円 BEA
BEA　092-712-4221
（平日12-17時）

大 第44回 佐世保市民芸術祭 9:50 入場料1,000円 佐世保文化協会                                                                         0956-33-3160        

中 上野裕介+犬塚英夫ギター＆ヴァイオリンコンサート　※発売中 14:00 【全席自由】大人2,000円、学生（高校生以下）1,000円 クラシックギター教室・静奏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
080-9144-9071
shizkana_guitar@yahoo.co.jp

7  金 大
輝け！ながさきのアーティストたち～オーケストラといっしょに
～長崎OMURA室内合奏団＆ピアノコンチェルトコンサート　※発売中

19:00 【全席自由】大人2,000円、学生1.000円（ 小～大学生 ） 認定NPO法人長崎OMURA室内合奏団                                                             
0957-47-6537
（平日9時～16時 ）

8 　土　 イ
ドレミであそうぼう！0才からのクラシック関連企画
「ハロウィン飾りでアルカスSASEBOをデコレーション」

14:00 申込者のみ アルカスSASEBO 0956-42-1111　　

大
佐世保市制施行120周年記念　中川英二郎＆エリック・ミヤシロ
スペシャルＪＡＺＺライブ　　※発売中

18:00
【全席自由】一般1,000円、
学生（小～大学生）無料※要入場整理券

アルカスSASEBO 0956-42-1111        

イ シャンソン発表会 14:00 無料 荒木陽一シャンソン教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　080-5278-6361(浦）

 金 大 リトアニア・ヴィリニュス市合唱団「ヤウナ・ムジカ」　　※発売中 18:30 【全席指定】Ａ席：6,500円、B席5,500円 ＭＩＮ－ＯＮ佐世保 0956-22-3139

　金　 中
令和4年度　成年後見制度利用促進事業
市民講演会「暮らしに活かす成年後見制度」
～ご家族やご本人が最後までその人らしく地域で暮らせるように～

18:30 無料 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議会 0956-22-1020

大
市制120周年　佐世保徳育推進会議10周年記念式典・特別記念講演
（第13回　徳育推進フォーラム）

13:00 無料 佐世保徳育推進会議                                                                       0956-23-2856        

イ
佐世保市制施行120周年記念　第11回させぼ文化マンス関連企画
「アルカスＳＡＳＥＢＯアマチュアミュージシャンコンテスト」

14:00 無料（要入場整理券） アルカスSASEBO 0956-42-1111

16 　日　 イ 北島・山口音楽教室発表会 14:00 無料 山口音楽教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0956-24-7592

17  月 大 俳優座劇場　音楽劇 「人形の家」 18:30 会員制 佐世保市民劇場                                                                         0956-22-5294        

20  木 大 吉田兄弟　～トーク＆コンサート～ 18:30 会員制 公益社団法人 させぼ夢大学                                                                   0956-25-9555        

第40回　聖和音楽のつどい　第一部　桜の聖母幼稚園 13:30 桜の聖母幼稚園 0956-22-8718

第40回　聖和音楽のつどい　第二部　聖和女子学院 14:30 聖和女子学院                                                                          
0956-22-7380
(事務室）

23  日 大
パブリックビューイング  「2022明治安田生命Ｊ2リーグ第42節
大宮アルディージャ  vs  V・ファーレン長崎」

株式会社Ｖ・ファーレン長崎
0957-43-2095
（平日9：00～18：00）

28 　金　 中 Ｐｅａｃｅ　＆　Ｐｉｅｃｅ　クラシックコンサート    ※発売中 19:00 【全席自由】2,500円、学生1,500円 合同会社リーブルミュージック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0956-31-6790

29 　土　 中
「Ｅオケ」佐世保公演　Vol.3
～有村純親＆「Ｅオケ」愉快な仲間たち～　※発売中

17:30 【全席指定】2,000円、小学生以下500円 音楽集団「Ｅオケ」実行委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　090-4517-3408（蒲池）

大 第37回長崎県立大学佐世保校吹奏楽部定期演奏会 14:00 無料 長崎県立大学佐世保校吹奏楽部                                                                  070-4781-8060（林田）

中
宮﨑千枝子シャンソンコンサート
～シャンソンに　ときめいて～　※発売中

14:00 【全席自由】2,500円 宮﨑千枝子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0956-24-5010　

イ
ドレミであそぼう！0才からのクラシック
～親子で楽しむハロウィンコンサート～　   【完売】

11:00 【全席自由】大人1,000円、子ども500円（0才～高校生） アルカスSASEBO 0956-42-1111　　

　休館日　11/9（水）、11/24（木）

日 曜日 ホール 催し 開演 料金(前売料金で記載しています) 主催 問い合せ先

大 梅沢富美男劇団 特別公演       　　　　　　　　　※発売中
14:00
18:00

【全席指定】S席6,800円 ソワード株式会社 0956-22-2036

イ
劇団とんぼ座佐世保公演
～西日本を中心に席巻している人気劇団が佐世保に上陸～  ※発売中

13:00 【全席自由】3,000円 株式会社LINKFOR 050-3395-7188

中 定期演奏会 14:30 無料 佐世保シティ音楽連盟 0956-49-2285

イ ＳＡＸＧＹＭ　ＬＩＶＥVol.8　～大人のサックス発表会～ 14:40 無料 ＳＡＸＧＹＭ 080-7004-6450（福田）

6 日 大 坂東玉三郎　お話と素踊り　　　　　　　　　　　　　※発売中 15:00
【全席指定】ＳＳ席6,500円、Ｓ席5,500円、Ａ席4,800円、学生（小～
大学生）各席3,000円

アルカスＳＡＳＥＢＯ 0956-42-1111

8 火 大 第55回佐世保市老人福祉大会・第43回佐世保市老人演芸大会 10:00 無料 佐世保市老人クラブ連合会 0956-22-5788

大
おおたわ史絵氏講演会
～病気になる人　ならない人～

18:30 会員制 公益社団法人させぼ夢大学 0956-25-9555

大 第6回ジョイントコンサートYo-koの会 14:00 入場料800円 ジョイントコンサートYo‐koの会 0956-23-8958

22 火 大 年末調整説明会 13:30 無料 公益社団法人佐世保法人会 0956-22-3036

23 水・祝 イ こどもと大人の音楽発表会 13:30 無料 ミュージックラブ 0956-28-1104

中
佐世保市制施行120周年記念　第11回させぼ文化マンス関連企画
「ファーストステージコンサート」

13:00 無料 アルカスＳＡＳＥＢＯ 0956-42-1111

27 日

29 火 中 山ヶ城陽子打楽器ミュージアム  ～オータムコンサート～　　　※発売中 19:00 【全席自由】一般2,500円、学生1,500円 合同会社リーブルミュージック 0956-31-6790

30 水 大 島津亜矢　歌怪獣襲来ツアー2022-2023　　※発売中 14:00 【全席指定】Ｓ席7,500円、Ａ席6,000円 株式会社鈴木企画 092-406-5960

交流スクエアの催し 休館日　10/12（水）、10/26（水）、11/9（水）、11/24（木）

10/2（日）　第44回佐世保市民芸術祭　生花展/問：佐世保文化協会 /0956-33-3160

10/5（水）～10/10(月・祝）リレイトアート教室　絵画展/問：リレイトアート教室 /090-4563-2917 （合志）

10/15（土）～10/16（日）草月流　いけばな展/問：草月会長崎県支部佐世保ブロック/0956-25-7963

10/20（木）～10/23（日）第23回　美術クラブ　あゆみ展/問：美術クラブあゆみ/080-5214-4070（恒石）

10/24（月）～10/31（月）第28回　光葉会絵画展/問：光葉会 /090-2850-0340 （吉浦）

11/5（土）～11/6（日）小原流　花の輪・人の輪・みんなの花展/問：一般財団法人小原流佐世保支部/0956-23-4080

11/20（日）　東茶古典セミナー茶花展/問：四季の茶花教室/0956-31-5737

11/21（月）～11/23（水・祝）　尚朴書道会競書大会展覧会/問：尚朴書道会/0956-39-4688（池田）

11/26（土）～11/27（日）　佐世保市制施行120周年記念　第11回させぼ文化マンス/問：アルカスＳＡＳＥＢＯ/0956-42-1111

11/26（土）～11/30（水） 長崎ヴェルカと長崎スタジアムシティの展望/問：株式会社ジャパネットホールディングス　広報室/03-6634-6042 

キックオフ14：00（開場時間等は決まり次第HP・SNSでお知らせ）、入場無料

入場料500円（第一部は前売りのみ、当日券なし）

10月の催し

2  日 

9  日 

14

15  土 

22  土 大

30  日 

11月の催し
※9月1日現在の情報です。開演時刻など変更になる場合があります。 詳細は各主催者までお問合せください。 

　　主催者の都合により掲載していない催しがあります。予めご了承ください。

　　大：大ホール 中：中ホール イ：イベントホールでの催し、色がついている催しはアルカスSASEBOでのチケット取扱いがあります。

3 木・祝

5 土

19 土

詳細はチラシをご覧ください アルカスＳＡＳＥＢＯ 0956-42-1111

20 日

26 土

全館 佐世保市制施行120周年記念　第11回させぼ文化マンス

イ アルカスＳＡＳＥＢＯ四季の映画祭　秋　　　　　　※発売中
詳細はチラシを

ご覧ください

【全席自由】アルカスクラブ会員：1作品鑑賞券500円（全4作品セッ
ト券1,500円）、一般料金：1作品鑑賞券1,000円（全4作品セット券
3,000円）

アルカスＳＡＳＥＢＯ 0956-42-1111


