2017年

１２月の

さいきん紙

１〜「感謝一貫」佐伯寿司・佐伯ごまだし、食べに来てⅡ
金〜 ＊〜12/25(月) /佐伯寿司海道12店舗 /佐伯ごまだし暖簾会29 / TEL 0972‑23‑3400(佐伯市観光案内所)
日豊海岸 ぶんご丼街道

佐伯市・臼杵市・津久見市の食事処 9/2(土)〜1/8(月)

＊あつめし・うに丼・海鮮丼・独歩丼やら、ひゅうが丼やら

TEL 0972‑23‑1101(佐伯市観光協会)

佐伯深堀り漫遊記『さいき川物語 ２』CTSﾃﾞｼﾞﾀﾙ12ch
＊毎日 6:30〜、8:30〜、11:30〜、20:30〜 12/1(金)〜12/31(日) TEL 22‑9811
さいき家族の会 12/1 佐伯市老人福祉センター 11:00〜13:00

TEL 22‑7708(佐伯家族の会 山本)
市民ギャラリー まな美 12/1(金)〜12/26(火) 8:30〜17:00(最終日は〜12:00)
佐伯市文化協会合同作品展 写真・絵画、工芸等 TEL 22‑4234
県美展巡回展(絵画・工芸) 三余館 ロビー 12/1(金)〜12/3(日)
＊(金)12:00〜17:00、(土)9:00〜17:00、(日)9:00〜15:00TEL 23‑2833(後藤) 無料
19:00〜22:00
端山龍麿 LIVE at Coffee 5 (池田)
＊出演：端山龍麿、どりばん TEL 0972‑22‑5001 ADV/¥2500 w/1drink(当+¥500)
9:00〜18:00
第８回佐伯市近郊
総合体育館
ラージボール卓球大会 TEL 090‑9586‑3483(福田) 申込：終了
第７回鶴岡地区公民館まつり＆作品展 鶴岡地区公民館(TEL:23‑0601)
＊作品展：(土)10:00〜17:00 (日)10:00〜15:00 ＊まつり：12/3(日)10:00〜14:00 無料(綿菓子・ポプコーン)、販売、ステージ
第12回宇目芸術文化祭 ふれあいセンター宇目(うめタウン326近く)
＊作品展：(土)13:00〜 (日)15:30 ＊ステージ：12/3(日)9:30〜15:30 無料、ゲスト：変面ショー・狭間玉代ショー、演目色々
＊相談会：12/8(金)・15(金)・22(金)

２
土
２‑3
土‑日

３
日

上堅田芸能文化祭「音楽と踊りの祭典」

■時間 13:30〜16:00 ■場所 上堅田小学校 体育館
■TEL 22‑1968(木許)
■料金 無料
＊①コンサート(中山唄の会・恒松ハーモニカ・上尾ピアノ・南中吹奏・他) ②踊りの祭典 ③荒城の月 全体合唱

141

※内容、変更については主催者側へお問い合わせ下さい

県美展巡回展(書道)

三余館 ロビー

＊(金)12:00〜17:00、(土)9:00〜17:00、(日)9:00〜15:00 TEL
平成29年度人権啓発講演会 和楽 大研修室

12/8(金)〜12/10(日)

46‑1356(五十川) 無料
14:00〜16:20

９
＊講師 道志真弓氏、①表彰式14:00〜 ②講演会14:50〜16:20
土 「笑顔の戦士 生きてるって幸福」 TEL:22‑3085 主催：佐伯市
無料

13 第14回「歴史ロマン探検隊」 三の丸下駐車場
8:00〜 22 人権啓発講座 〜笑顔で元気〜 市役所 6F 大会議室 13:30〜15:00
水
梓峠(北浦方面) TEL 24‑8275(佐伯史談会 伊東)
金 ＊講師：マックビーン光子氏「ちがっているのがあたりまえ」 TEL 22‑3085(人権・同和対策課藤原) 無料
14/28 福祉のしごと相談会 ハローワーク佐伯 2F 10:00〜12:00
ＴＥＳこども英会話 発表会 和楽 大研修室 19:00〜20:30
無料
木 ＊就職相談、情報提供 /お気軽に！TEL 097‑552‑7000
無料
＊紙芝居、歌…小・幼、落語…中・高
TEL 23‑4619(藤原)

15 共生社会の実現のため「私たち」にできること〜支え合う地域づくり〜 23 よろなか10周年祭 「おもしろ食育体験」〜風土・食物(Food)フェスタ in よろうや仲町〜
10:00〜14:00 ■場所 よろうや仲町
金 ■時間 13:00〜15:00 ■場所 佐伯市 三余館
土祝 ■時間
■講師 山内勇人先生 ■TEL 0972‑22‑1169(佐伯あけぼの会)
■料金 無料

■TEL 22‑9900(k.k.まちづくり佐伯)

＊主催：公益社団法人 大分県精神保健福祉会

16
土

■時間 10:00〜
■料金 無料

/ 0972‑82‑8442(臼津あけぼの会)

9〜
土〜

第２回「ほおずきツリー・ほおずきランタン」
■ツリー点灯式17:30〜 ■「うめキャンプ村」芝生広場
■ほおずきランタン 12/9(土)、12/16(土) ■TEL 0972‑25‑4111(宇目振興局)

■時間 17:00〜18:30 ■場所 三余館 ホール ２００名
■主催 大分商工会議所 ■TEL 097‑536‑3248(中小企業相談部 和田)

９
土

第６回佐伯人創造塾

経営講演会「最近の金融経済情勢について」

/ 主催：佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会

■場所 総合体育館
■時間 両日 9:00〜
■定員 25名 12/6(水)迄 ■TEL 23‑2277(石松堂 安部)

第23回日本一

■時間 13:00〜15:00 ■弥生文化会館
■料金 ¥1000(前売・当日) ■TEL 22‑3601(日赤佐伯市地区(市社会福祉課内))
＊台風18号佐伯市被害復興支援、踊り・太鼓・カラオケラ・「日本赤十字創設物語」

青山 minimini 農業祭
■場所 青山河川公園河川敷
■TEL 26‑1300(青山地区公民館 河野)

＊農業祭・ノルディックウォーク・ドッグラン広場・他 / どなたでも歓迎！

佐伯市ファーマーズスクール現地説明会

12
火
13
水

間越海辺の村交流館 8:30〜売り切れ
TEL 0972‑35‑6111(米水津振興局地域振興課)
アフリカ村祭 Vol.11 グリーンピア大越、¥1000(中以下無料) 10:00〜18:00
＊見て、聞いて、食べて、踊って、楽しもう！ TEL 090‑9478‑1903(吉田) 主催：実行委員会 協力：大越地区
18:00〜
わがままおやじのひとり語りライブ 上浦 しおさいの里
＊昭和の歌の弾き語り。出身：別府 博報堂！ TEL 25‑9111 ¥1000(飲食実費)
西浜(エコセンターの近く) 8:00〜9:00
西浜海岸清掃
TEL 080‑1731‑7960(水沼)
＊ご参加お願いいたします！
10:00〜12:00
親子探検隊 城山で冬を探す 集合 三の丸
TEL 22‑3245(生涯学習課)
森林体験学習会
草陶庵(さつき園小島そば) 9:00〜13:00
クリスマスツリーづくりと正月飾りづくり TEL 090‑8390‑2929(やまもりの会 山田) 申込：終了(¥500)
９:30〜21:00
大分県フットサルリーグ 総合体育館
＊大分県サッカー協会フットサル委員会
TEL 097‑573‑2288
ＪＲ日豊線 運転開始 臼杵‑佐伯間、急行列車なら、２、3０分。普通列車で、３、４０分。
＊活魚の競り、鮮魚販売、加工品販売

＊併催：竹田市荻町交流事業「餅つき&しめ縄張替体験教室」10:00〜15:10 (上浦地区公民館)

日

9:17/東公民館9:21/ 重工9:25 ■TEL 22‑4062(ｽﾎﾟｰﾂ振興係) 28ﾁｰﾑ
青果9:30/旧ﾚｲﾝﾎﾞｰﾀｲﾎｰ9:35/川原入り口先堤防9:42/陸上競技場9:54 / 19地区対抗

来だんせへ市

佐伯市赤十字奉仕団 チャリティーショー

10/17

第11回 佐伯市地区対抗駅伝大会 開会式12/16(土)まな美3F18:00〜
■時間 9:00〜11:30
■先頭 久部ﾛｰｿﾝ9:10/市役所 ■場所 陸上競技場〜 / 15.9km

第３回 祖母・傾・大崩山系ユネスコエコパーク講座

10 豊後二見ヶ浦大しめ縄張り替え
8:00〜16:00 ■場所 東雲中学校裏
日 ■時間
■主催 豊.〜実行委員会 ■TEL 32‑3111(谷川)

8:00〜
道の駅やよい「朝市」やよいぴかいち
TEL 46‑5951 先着70名様へﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
クリスマスツリーを飾ろう！ ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 11:00〜15:00
無料
TEL 25‑0011
＊楽しい時間を過ごそう！
9:00〜15:30
集合：市役所
駐車場
佐伯四国巡り⑧
TEL 22‑6895(佐伯お遍路の会 鶴羽) ¥500(相乗)
＊海崎方面〜
中小企業・小規模事業者のための 佐伯市役所 203 会議室 10:00〜17:00
出張経営相談会 in 佐伯 TEL 097‑537‑2837(大分県よろず支援拠点) 無料
佐伯東地区公民館
子育てセミナー
＊「長所を伸ばす子育て」
TEL 23‑5870(家庭倫理の会佐伯市) ¥200
13:30〜
視聴覚センター
図書館上映会
無料
＊「市民ケーン」
TEL 24‑1010

＊小１〜一般 / 1㌔〜5㌔20種目 / 締切：12/16(土)必着 / 昼食・参加賞抽選付き

杵餅つき in 京町通り
■場所 船頭町京町通り やつか整形外科駐車場
■時間 9:00〜
■振舞 餅を！餅つき体験 ■TEL 090‑6636‑5850(染矢)

46‑5922

＊ 「綾町に学ぶ自然と共生の営み」 講師：綾町から３名(1.綾町エコパーク推進室専門監 2.綾町公民館長 3.てるはの森の会)

＊新規就農を考えてみたい人、興味関心のある人、そのニーズに合わせて説明、１８〜４５歳で。

■開式 9:20 ｽﾀｰﾄ10:00 ■ｽﾀｰﾄｺﾞｰﾙ ﾏﾘﾝｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ前
■小〜高¥1100 一般¥1700 ■TEL 42‑1311

＊南米に生息するピラニアの仲間たちが集合！ / 12/16(土)〜2/12(月祝) / 休館：第２火曜

17
日

18
月

■時間 14:30〜16:00 ■場所 和楽 大ホール
■料金 無料
■TEL 090‑1088‑3012(尾崎)

第33回 蒲江ブリロードレース大会

＊対象：高校・大学生・若手社員歓迎 / 地域の魅力発掘と課題解決ができる社会人を目指す！

■場所 市役所301及び現地
■TEL 22‑3239(農林課園芸振興係)

日

＊ミミ(ピアノ)＆溝口伸一(ギター、別府で教室)、曲：月の光、アラベスク、華麗なる大円舞曲、他

■時間 13:30〜16:30 ■場所 八幡地区公民館
■¥500(60人、全４回) ■TEL 48‑9293(あまべ文化研究所 岩佐)

■時間 9:00〜16:00
■料金 無料

佐伯市スポーツ少年団駅伝交流大会
24 クリスマス・イヴ ギターとピアノの調べ

佐伯市少年少女発明クラブ 鶴谷中学校 技術室 9:00〜12:00
TEL 22‑3943(商工振興課) 参加：登録会員
しゃべり場何でもトーク 喰いまくり会館グリコ 13:00〜15:00
＊テーマ「今年を振り返って」
TEL 23‑8901 ¥1000(ﾗﾝﾁ&ｺｰﾋｰ)

■場所 三余館 2F 大会議室
■時間 両日 9:30〜
■定員 25名 12/6(水)迄 ■TEL 097‑524‑2611(日本文理大学COC事業)

■時間 9:30〜14:00
■料金 無料

第39回

TEL 090‑4777‑0359(グリーン・シンガーズ・ミュージック)
佐伯文化会館 大ホール 14:00〜16:30
¥500(当日+¥200)
TEL 22‑2361
総運公園陸上競技場 9:00〜13:00
TEL 22‑4062(体育保健課)

＊講師：日銀大分支店長 濱田秀夫氏/申込：大分商議所ＨＰから、FAX 097‑536‑3143 / セミナー当日：TEL 090‑4770‑3346

■料金 ¥300 小¥200 ■TEL

おおいた地域創生 リーダー養成講座

５ SAIKI 40 二回目の成人式＜募集＞ 締切：当日12/5(火)
火 ＊実施：1/3(水)15:00〜 金水苑 TEL 22‑4203(まちづくり推進課)
10:00〜
5〜7 市議会 一般質問 市役所 6F 議場
火〜木 ＊12/5(火)〜12/7(木) TEL 22‑4958 傍聴：どなたでも可
６ 大手前開発事業説明会 和楽 大ホール 19:00〜21:00
水 ＊直川12/1、鶴見4、米水津5、蒲江7 TEL 22‑4623(大手前開発推進室)

吹奏楽部定期演奏会

16〜 番匠おさかな館 特別展「アマゾンの肉食魚」
土〜 ■時間 10:00〜17:00 ■場所 弥生 番匠おさかな館

＊(土)9:00〜12:00中学錬成会 13:00〜16:30一般 / (日)9:00〜16:30小中 / 参加：340チーム、1,360人 /

水車マラソン in 本匠

＊生バンドとバーベキューで、ハッピークリスマス！

■時間 14:00〜17:30 ■場所 市役所 6F 大会議室
テーマ「都会から見た佐伯の可能性を探る」■TEL 22‑3943(商工振興課)
＊講師：①兵頭真治氏(サンライズジャパン代表取締役) ②吉野孝行氏(カメラのキタムラ マーケティング総括)

直心館 創立50周年記念 剣道大会

バンド！クリスマス・パーティー しおさいの里 ¥2000(料理込み、飲み物実費) 18:00〜
佐伯豊南高等学校

＊出演：『トイレの神様』植村花菜、他、その他の出演者も豪華なバライエティ 、緑豊中「唄げんか」他

遊志庵 海崎(戸穴) 14:00〜16:00
講師：岩佐礼子氏「遊志庵のこれから」 TEL 22‑4529(まちづくり推進課) 無料(塾生・一般)
13:00〜15:30
弥生児童館 クリスマスコンサート 弥生文化会館
展示：12/6(水)〜12/9(土) TEL 46‑5951 主催：弥生児童館・弥生地域子育て支援センター
つるおか子どもの家
鶴岡コミュニティーホール
19:00〜
クリスマスコンサート・クリスマス会 TEL 20‑0726 市民吹奏楽団、子どもたちの発表
11:00〜売り切れ
道の駅やよい
9‑10 道の駅やよい
土‑日
¥300
北の鍋「芋煮会」 TEL 46‑5951

セミナー「薬物依存からの回復」 三余館 ホール 無料(申込不要) 10:00〜14:00
＊講師：谷口病院医師 比江島誠人医師 / TEL 097‑574‑5106(NPO法人 ＤＡＲＣ) 共催：佐伯保護区保護司会

大江戸人形劇「弥次さん喜多さんトンちんカン珍道中」
■場所 佐伯文化会館 中ホール
■時間 14:00〜
■¥500(3歳以下膝上無料、当日+¥300)■TEL 28‑5544(NPO法人さいき劇場)
第７回 さいき立志塾

■ 「うめキャンプ村」芝生広場
■TEL 070‑5270‑8356(リベラフ佐伯)

＊ほおずきツリー点灯：12/9(土)〜12/16(土)

＊

＊チケット：かるがも仲間館(ﾒｰﾙkarugamo@saikigekijyo.jp) / 人形劇団ひとみ座公演

「唄げんかフェスティバル」２０１７ in 宇目

＊干物無料(60分食べ放題)バイキング！ 全品限界特価セール！ 出店！

19:00〜21:00
和楽
セミナー「企業の経営力
強化を目指す会計」 TEL 22‑1550(佐伯商工会議所) 無料 20名
第４回
19:00〜21:00
割烹 名月
佐伯日本酒を楽しむ会 TEL 22‑0220
¥5000 20名先着順
６〜 長門健康増進教室「総集編(12月)」ケアタウン内 コミュニティーホール 毎週水15:00〜16:00
水〜 ＊12/6、13、20、27
無料
TEL 24‑1001(前田)
9:30〜
7 進水式
本田重工業 船台
木 ＊石灰石専用運搬船
TEL 20‑0111 総トン数 7300㌧
歴史資料館講座 「郷土の歴史教室」集合 歴史資料館ロビー 13:30〜15:30
第６回 「潮谷寺見学」 TEL 22‑0700 講師 黒木豊文住職
佐伯市高校生向け
佐伯豊南高校
12:00〜15:30
無料
企業説明会 TEL 22‑3943(商工振興課)
19:00〜19:30
８ 佐伯市民ミュージカル 佐伯文化会館
金
発会式 TEL 22‑3245(社会教育課) 関係者
オトナ女子×オトナ男子 旧保田屋 2F まちづくり推進課 18:30〜
婚活研究部 申込：電話(22‑4059)かFAX(22‑3124) 独身男女各15名 締切：12/6(水)

No.

平成29年度佐伯市協働推進事業 Tel:0972‑23‑8901 責任者 田原

宇目地区公民館
８ ナイトスクール in 宇目
19:00〜21:00 無料
金 「知っておきたい認知症の話」 講師 井上雅公医師(杉谷診療所)他 TEL 23‑1632
8〜10 第42回県本部・第28回佐伯支部
トキハインダストリー ひまわりホール 10:00〜17:00(日〜16:00)
金〜日 全日本写真連盟写真展 TEL 090‑4583‑0235(事務局 後藤) 無料

第18回 よのうず「海ん衆 まんぷく市」
■時間 9:00〜13:00 ■場所 海風館前 漁協魚市場
■開催 年３回
■TEL 35‑6111
本匠小学校前 発着 9:00〜12:00過ぎ
TEL 56‑5115(市体協本匠) 参加賞・しし雑炊・ぜんざい
総合体育館
メイン(男子) サブ(女子) 9:30〜
大分県９人制バレーボール
総合選手権大会 TEL 097‑536‑2303(大分県バレーボール協会市体協本匠)
和楽 大ホール
14:00〜17:30
カネトウ楽器
音楽発表会 TEL 24‑0097 ピアノ・エレクトーン 無料
海風館
9:00〜16:00
お歳暮まつり
＊１０％オフ、宅急便送料割安
TEL 36‑7304
クマジックバルーン パフォーマンス ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 11:00〜、13:00〜、15:00〜
無料
＊風船で、かわいい動物や花を作ってお子様にプレゼント！楽しい時間を過ごそう！ TEL 25‑0011

http://qt.quu.cc/pdf/yoronaka51.pdf 左記をコピーして張り付けて検索 ← ( 裏面 ：「ゴミ拾いは健康の源」 by 佐柳井忠臣氏 ) /インターネット上のアドレス(URL) ： http://qt.quu.cc/pdf/saikinshi.pdf

イベント I N F O 発行 彩木の会

＊代行バスが、各駅に寄って１時間。料金は、通常列車の料金。バスは、普通１台、２台の時もあると。

18〜 第41回 星野憲一仲町写真展「Dreamy」
2/17(土)まで ■場所 仲町アーケード街20か所
月〜 ■期間
■TEL 23‑8610(事務所)
■料金 無料
＊主催：仲町商店街振興組合

19 佐伯招魂所のボランティア清掃
10:00〜11:00 ■岡の谷招魂所(城山裏、養賢寺横の道を直進、日豊線越え)
火 ■時間
■TEL 29‑2610(林)
■参加 歓迎
＊ 西南戦争における梓峠、陸地峠、黒土峠などの戦いで亡くなった官軍兵士、軍夫、警視隊１４８名の埋葬墓地

20 ソフトバレー大会 ＜台風中止分、募集＞
当日12/20(水) ■実施 1/7(日)9:00〜16:30 番匠体育館
水 ■締切
■申先 090‑2513‑6501(田中)
■料金 一人¥500
＊ トリム：男女各２名で１チーム、１６チームまで、一人での参加も可 / 主催：つな★ばんプロジェクト(水沼 TEL 080‑1731‑7960)

＊餅つきﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ歓迎、当日9時に会場に / 主催：京町通りまちづくりの会

おさかな市

鶴見水産基地内 7:00〜12:00
TEL 33‑1111 毎月第４日曜
14:00〜
道の駅やよい「午後の市」やよいぴかいち
＊先着70名(¥500以上買い上げ)に卵１パック TEL 46‑5951 先着70名へﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
"ガラム"クリスマスダンス♪ ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 11:00〜、14:00〜
＊地元チームの元気なステージ！
TEL 25‑0011 無料
24〜 豊後二見ヶ浦 「ライトアップ」上浦浅海井 18:00〜22:30
日〜 ＊12/24(日)〜1/4(木) 、12/31〜1/1朝：オールナイト TEL 32‑3111(谷川)
つるみ

＊歳の市 12/28(木)〜12/31(日)

29 彦岳の里ふれあい市場年末感謝セール
8:00〜12:00 ■場所 ＪＲ狩生駅舎
金 ■時間
■主催 西上浦直販協議会 ■TEL 27‑7227(戸高)
＊年に一度の大安売り、カラオケ大会、正月餅の注文受付

29 ふるさと会員への宅急便
■贈答・会員へ ヤマト便 ■申先 あまべの郷米水津会
〜金
■¥15 000 新規歓迎 年３回 ■TEL 0972‑36‑7304(米水津水産加工組合)

〜

＊5月 干物、10月 伊勢えび干物、12月 ブリ・タイ・干物いずれか /ブリは１本フィーレ(3枚に捌いた真空パック)など

30 「男の港」歳の市 つるみ農水産物直売所 8:00〜12:00
土 ＊新鮮な正月用食材を用意
TEL 33‑1111 市観光協会鶴見
31 神社参道ライトアップ 若宮神社・星宮神社 21:00〜
日 ＊主催：星ん降る街つるおか「ひとよこい」 TEL 22‑1085(事務局 河野)
佐伯直川 正定寺 ふすま絵 一般公開
■時間 12/31(土)23:45〜１時間 ■場所 直川 仁田原4097
(除夜の鐘の鳴る間のみの公開) ■駐車 仁田原公民館前(正定寺の下の道路の対面)
＊ 創建５００年記念に制作 年に一度の公開 / 作者 西本祐貴は、「渾身・繊細・優美・大胆・生・躍動」の若手墨絵アーチスト

☆１月7日 (日) は、成人式(14:00〜)
二十歳の記念写真撮影会に、ボランティアカメラマン募集中！
撮影会係 田原 TEL 23‑8901

OA機器・文具・事務用品・ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ

佐伯市東町
２番９号

佐伯事務機 株式会社

TEL 22‑7788

LPガス・住設機器販売、リフォーム

佐伯市中の島

株式会社 佐伯富士甚

TEL 22‑3535

２丁目21‑4

