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17
土

西上浦 健康まつり
■時間 13:00〜16:00 ■場所 西上浦公民館
■料金 無料
■TEL 27‑7001

24 独歩が聴いた音 演奏会・口演会 無料 和楽 14:00〜
土 ① 大正琴(琴傳流ひまわり会)・中国楽器(天響)

② 口演「出版する喜び」(矢野大和講師)
■TEL 090‑7453‑1271(事務局) ■主催 佐伯独歩会
10:00〜
仙床寺 阿多古地蔵尊開扉法要 (ｶｲﾋﾎｳﾖｳ) 床木
TEL 46‑0490
＊年１度の開催、ぜんざい振る舞い、餅まき
ながとオレンジカフェ ケアタウンながと 1Fラウンジ 10:00〜12:00

＊健康講話 池田直道院長、運動実践 住江早苗先生、ステージ(踊り・カラオケ・詩吟、他)、作品展示

１〜 さいきまちゼミ 申込：各店へ、定員：3〜7名程度中心、88コース 料金：無料〜
木〜 ＊開催：2/1(木)〜2/28(水) TEL 22‑1550(商工会議所) / 主催：佐伯市商店街連合会
佐伯深堀り漫遊記『蒲江浦々』CTSﾃﾞｼﾞﾀﾙ12ch、001ch
＊毎日 6:30〜、8:30〜、11:30〜、20:30〜

2/1(木)〜2/28(水)

TEL 22‑9811

番匠おさかな館 特別展

10:00〜17:00
弥生 番匠おさかな館
「アマゾンの肉食魚」 〜2/12(月祝)TEL 46‑5922 ¥300、小¥200
9:20〜15:00
１ 佐伯豊南高校 第３回
佐伯文化会館
無料
木
４学科合同学修成果発表会 TEL 22‑2361
2〜3/1 佐伯市美術協会2018
まな美 市民ギャラリー 8:30〜17:00
金〜木 「新春作品展」(後期) TEL 22‑4234(文化振興課) 2/2(金)〜3/1(木)
３ 第３回 さいき食のスター誕生 決勝大会 TEL 0972‑23‑1101 主催：佐伯市・佐伯市観光協会

土

10
土

11 木浦すみつけ祭り
9:45〜
■場所
日 ■神事
すみつけ11:30〜
■TEL

＊支援学校手前を左折、すぐ 、最終14:00到着予定、振る舞い：ぜんざい・豚汁

＊先着200名に、お買い上げ時の引換券で、牡丹鍋無料配布

9:00〜15:00
市役所駐車場
佐伯四国巡り⑩
＊86番〜奥の院 大日寺 結願(けちがん)報告 TEL 22‑6895 (佐伯お遍路の会 鶴羽)
総合体育館
9:30〜17:00
ＣＴＳ杯
県南地区小学生バレーボール交流大会 佐伯市バレーボール協会

＊「大分県よろず支援拠点」は、国のサービス、プロが徹底サポート。予約優先。

19:00〜20:30
14 じんけん講座 ①
佐伯東地区公民館
水 「インターネットと子どもの人権」 TEL 22‑3245(生涯学習推進係)

10 MINEHAHA バレンタイン台風18号復興支援チャリティーコンサート 愛
■時間 13:30〜
■場所 弥生文化会館
土 ■¥2000(当日+¥500)
■TEL 042‑686‑0815(事務所)
＊Opening Act：中島晴香、しんいち(ステレオ少年)

提内(ひさぎうち)地区

(六柱むばしら神社)春祈祷

13:00〜21:00
46‑10191(五十川 区長) 主催：提内地区
18:30〜19:00
まな美 3F
TEL 22‑4062(体育保健課)

＊岩戸神楽・蛇切り、柴引きなど TEL

県内一周駅伝大会
結団式

■締切 当日2/15(木) ■申先 観光課
■詳細 市報1/15号
■TEL 22‑3942

菊姫行列「菊姫」ボランティアスタッフ＜募集＞
■締切 2/15(木)当日 ■行列 3/3１(土)夜
■一次 書類審査
■TEL 090‑6636‑5850(染矢)

＊主催：仲町商店街振興組合

19〜20
月〜 火

＊「竹灯物語」( 3/31(土) 9:00〜21:00 ) の準備作業
①竹とうろう制作
②紙コップとうろう制作 ③設置・点火(当日) / 主催：バンブープロジェクト実行委員会

17
土

歴史資料館講座 「郷土の歴史教室」三余館 2F 大会議室
13:30〜15:30
第７回 「歴史ロマン探検隊について」TEL 22‑0700 講師 佐伯史談会 林寛氏
和楽 大研修室 13:30〜15:30
シルバー人材センター
無料
安全講習会 TEL 23‑3001

■無料 (先着50名 要申込) ■TEL 22‑9811

25
日

■時間 10:00〜11:00 ■場所 三余館 ホール
■TEL 23‑5280(高原)
■料金 無料

Special Guest :Eric Miyashiro、Collaborators 伊澤隆嗣 木村英夫 黒田清隆、
Starring Members 21名
無料 TEL 090‑4482‑0331(T‑FOUR 薬師寺)

本匠癒しの休日 日帰り体験ツアー「ヒーリングホリデー」

■別府交通センター(8:00) 別府ﾀﾜｰ前(8:10) 大分駅旧時計台前(8:30) 本匠水車(9:30) 椎茸駒打ち体験(10:00)
昼食(12:00) 手作り味噌体験(13:00) 産物直売所(14:30) 本匠発(15:00) 大分駅 別府ﾀﾜｰ 別府交通センター(16:30)
■¥5000(小¥3000)

■TEL 0972‑56‑5111(夢産地ほんじょうむら)

14:00〜
TEL 46‑5951 先着70名へﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
ペーパークラフト おひなさまをつくろう!! ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 10:00〜15:00
＊小学６年生まで、先着150名様限定 TEL 25‑0011
無料
和楽
大ホール
9:00〜16:00
大分県県南詩道会 吟詠大会
無料
TEL 46‑2160(河野)
＊臼杵・津久見・野津・佐伯
総運公園 陸上競技場
大分県シニアサッカー
冬季フェスティバル 佐伯市サッカー協会 シニア委員会
西浜(エコセンターの近く) 8:00〜9:00
西浜海岸清掃
＊ご参加お願いいたします！
TEL 080‑1731‑7960(水沼)
市役所 6F 庁議室 10:00〜10:30
平成29年度佐伯市環境美化大賞
表彰式 TEL 22‑3995(環境対策課環境企画係)

道の駅やよい「午後の市」 弥生ぴかいち
＊先着70名(¥500以上買い上げ)に卵１パック

26
月

27 Ａ列車で行こう！ 佐伯満喫のたび ＊「海幸山幸」号、嘉風関(金水苑で)とご対面
火 ■時間 11:00〜16:00 ■Ａ列車(大分〜佐伯)・にちりん(佐伯ー大分)

■大人¥9200(小人¥8300)■TEL 097‑538‑2957(月〜金9:00〜17:30)
＊大分駅‑佐伯駅‑金水苑(食事・マグロ解体)‑歴史と文学の道‑観光交流館‑海の市場○‑佐伯駅‑大分駅

佐伯市の食材で「鍋婚」
■時間 11:00〜16:00 ■場所 申込後のお知らせ
■男性¥4000 女性¥3000 ■TEL 22‑1550(商工会議所 青年部)
＊男性15名：佐伯市在住者(独身20〜45) 女性15名：市外在住者(独身20〜40)

佐伯招魂所のボランティア清掃 佐伯岡の谷招魂所 10:00〜11:00 27〜3/18 城下佐伯ひなめぐり
TEL 29‑2610(林)
19:00〜20:30
じんけん講座 ②「子どもの人権」 佐伯東地区公民館
＊須藤里美氏(大分県人権問題講師) TEL 22‑3245(生涯学習推進係)
＊城山裏、養賢寺横の道を直進、日豊線越え

21
水

22 認知症のお話「今からの時を楽しく過ごすには」
木 ■時間 13:00〜14:30 ■場所 善教寺 門徒会館
■料金 無料

■TEL 33‑0013(てらともの会代表 清家テル子)

■TEL 22‑3245(社会教育課)

「本の宅配サービス」<平成29年度分 申込締切>

■集合 8:00
■参加 無料

■対象 高齢または身障手帳保持者で来館困難者 ■申込方法 来館か電話で
■無料 月１回10冊迄 ■TEL 24‑1010(佐伯図書館)

■場所 佐伯文化会館駐車場
■TEL 24‑8275(事務局 伊東)

■料金 無料

＊申込期間：2/1(木)〜2/28(水)

■TEL 23‑8440(大隈)

＊会員16名の同好会、月１回の例会、年度末１年間の成果発表です

第41回

青楓書道展

ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞ ひまわりホール 10:00〜18:00(日〜16:00)
TEL 22‑1437(林) 無料
佐伯球場、弥生球場 9:00〜夕刻
TEL 23‑4486(スポーツ振興係)

＊石飛博光先生、(故)臼井龍峰先生 / 併催：児童・生徒作品展

23〜3/5 杏林大学硬式野球部キャンプ
金〜月

■料金 無料

「歴史ロマン探検隊」佩楯山(はいたてさん)(本匠)

29年度 作品展
金〜日 ■時間 10:00〜17:00 ■場所 ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ横

さいき立志塾 市役所 6F 大会議室 14:00〜17:00

28 じんけん講座 ③「同和問題」
水 ■時間 19:00〜20:30 ■場所 佐伯東地区公民館
＊講師：足立完治氏(大分県人権教育推進協議会)

23〜25 佐伯市写真教室

＊講師：宮崎大学地域資源創成学部長吉田氏「地方創成について」 TEL

火 〜日

TEL 23‑1101(市観光協会)・22‑3942(観光課)
1.観光交流館 9:00〜18:00 ・・・スイートピー花雛・手織り紙雛
2.汲心亭
9:00〜17:00 月休 ・ひな人形
3.片岡邸
11:00〜17:00 ・・・木目込み人形 (喫茶 second)
4.歴史資料館 9:00〜17:00 月休 ・ひな人形

＊講師：浜野清子さん(善教寺門徒 60代の保健師さん)

＊主催：佐伯史談会

＊講師：生命の貯蓄体操普及会 矢野順子理事長 / 11:00〜体操：見学できます / 主催：生命の貯蓄体操普及会佐伯支部

22‑3943(商工振興課) 対象：塾生
13:30〜15:30
観光交流館
2F
しゃべり場何でもトーク
＊テーマ「佐伯検定を作るなら？」 TEL 23‑8901
¥200

13:30〜
ＴーＦＯＵＲ チャリティーコンサート 弥生文化会館

① Trumpet Ensemble ② Brass Ensemble ③ Big Band

＊主催：ケーブルテレビ佐伯

＊南部振興局からは(バス)8:15出発 、必要：水筒・手袋・タオル・雨具、昼食用具(箸スプーン皿お椀)

生命の貯蓄体操無料講演会

第60回 県内一周駅伝大会 初日・2日目
■通過 2/19(月) 上浦B&G…佐伯市役所 2/20(火) 市役所…マルキウ…弥生焼き肉園
先頭 13:43 14:21
10:00 10:20
10:52

20 特別公演 柳家さん生 爆笑落語会
■場所 ＣＴＳホール
火 ■時間 14:00〜

参加 歓迎
平成29年度第２回 森林ボランティア活動
■時間 9:00〜13:30 ■集合 米水津振興局 申込 2/16迄
■無料 スギ裸苗植付 ■TEL 54‑3326(広域森林組合)

第９回

＊県内一巡フラッグ展示：大分県 ・・ 2/6（県庁) 〜 3/1（大分市役所)

熊本・大分地震
復興支援

＊大会期間：2/19(月)〜2/23(金) / TEL：22‑4062 (スポーツ振興係)

竹灯ボランティア (さいき春まつり)＜募集＞
■申込先 観光課 (TEL 22‑3942) 随時受付

■TEL 23‑8610(事務所)

■料金 無料

＊菊姫(１人)…15歳以上(中学生を除く)、行列出演者…18歳以上の女性3名、小学5・６年女子、18歳以上の男性10名

16
金

東京オリンピック・パラリンピック フラッグツアー
■両日 9:00〜17:00 ■場所 総合体育館
■料金 無料
■TEL 22‑4062(体育保健課)

来だんせへ市

19〜 第42回 星野憲一仲町写真展「Spring Days in Saiki」
月〜 ■期間 4/19(日)まで ■場所 仲町アーケード街20か所

＊ﾊﾟﾚｰﾄﾞ参加者・ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ出演者・会場内販売出店者(小間数に限り有り)

＜毎月 第１〜４金曜＞

＊講師：大分県 人権問題研修講師 大塚瑞恵氏

13:30〜
無料

「哀愁」 TEL 24‑1010
15 さいき春まつり(3/31・4/1)参加者＜募集＞

＊内容：旭山動物園の人気の理由、恩返しプロジェクトなどについて

佐伯市人権啓発講座 (女性の人権) 「いろで広がる笑顔の和」
■時間 13:30〜15:00
■場所 市役所 6F 大会議室
■料金 無料
■TEL 22‑3085(人権・同和対策課)

日

13 中小企業・小規模事業者のための 出張経営相談会 in 佐伯
10:00〜16:00 ■場所 佐伯市役所 203 会議室
火 ■時間
■TEL 097‑537‑2837(大分県よろず支援拠点)
■料金 無料

木

＊展示(幼児〜シニア)：手芸、工芸、陶芸、書、写真等、軽食(12:00〜)無料接待

＊活魚の競り、鮮魚販売、加工品販売

＊レシート¥500で、1回、マジックハンドでお菓子のつかみ取り

視聴覚センター 2階

24〜25 第13回「三世代ほのぼの作品展」
■場所 佐伯東地区公民館
土〜日 ■土12:00〜16:00、日9:00〜16:00
■料金 無料
■TEL 22‑5288(事務局 植田)

米水津 海辺の村交流館 8:30〜
TEL 35‑6111 TEL 090‑8220‑1892
ソフトボール オープン戦 弥生スポーツ公園野球場 10:00〜、2試合
中央病院×MSH医療専門学校 TEL 090‑5326‑5364(事務局) 無料
第７回 カラオケスタジオ
9:50〜16:30
和楽 ホール
メインステージ チャリティーショー TEL 090‑3072‑4650(後藤) 無料
佐伯市ファーマーズスクール
市役所 301会議室
10:00〜
研修生 現地説明＆面談 TEL 22‑3239(園芸振興係) 無料(要申込)
稲垣橋そば
10:00〜12:00
親子たんけん隊
上岡で野鳥観察 TEL 22‑3245 ¥200(保険料)
ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 11:00〜/13:00〜/15:00〜
マジックバルーン
無料
パフォーマンス TEL 25‑0011
間越

■時間 11:00〜
■場所 ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
■お菓子が無くなり次第終了■TEL 25‑0011

図書館上映会

＊認知症の相談所 / だれでも参加可 / お気軽にどうぞ / お茶・コーヒー・お菓子 無料 / TEL 22‑5833(河野)

＊受付：8‑45〜9:20、 10:00〜：種目別にスタート

バレンタイン『チョコのつかみ取り』

９ 旭山動物園 板東元(げん)園長 大分講演会
■時間 13:10〜15:00 ■場所 文理大附属高校 体育館
金 ■料金
■TEL 090‑4352‑8080(岩切)
無料

＊佐伯市社会福祉センター(旧森林組合) / TEL 22‑7708(認知症の人と家族の会佐伯支部 山本)

第23回 宇目の里健康マラソン大会
■開式 9:30〜 / 閉式12:00〜 ■場所 宇目Ｂ＆Ｇ海洋センター
■申込 終了
■TEL 52‑1793(宇目Ｂ＆Ｇ)

■場所 道の駅やよい イベント広場
■時間 10:30〜
■主催：弥生販売物出荷協議会 ■TEL 46‑5951

/ 主催：彩木の会

さいき認知症の人と家族の会

佐伯球場他 期間中夕刻まで
土〜金
キャンプ TEL 23‑4486(スポーツ振興係)
17〜18 マリンカルチャーカップ ﾏﾘﾝｶﾙﾁｬｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、他 受付9:00〜 試合10:00〜
土〜日
少年サッカー大会 TEL 42‑1311 参加：大分、津久見、臼杵、佐伯
幼稚園の年長児お絵かき展 ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ひまわりホール 10:00〜
無料
＊主催：佐伯マリンロータリークラブ TEL 22‑5840(事務局)
18 「一燈照隅」５人噺(ばなし) at Coffee 5 (池田)/ 8:45 open、9:00〜10:30、11:00 Coffee5 open
日 ＊テーマ「移住論」、阿部邦和副市長、ＩＪＵの若者４人 TEL 0972‑22‑5001 料金：１オーダー制

鍋物祭り

3〜4 第12回 二十歳の記念写真展示会
10:00〜18:00 ■場所 ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 1階 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
土〜日 ■時間
■観覧 無料
■TEL 23‑8901(田原)

①個別相談 第1・3・4金 13:00〜15:00 無料
②語り合い 第2金
11:00〜13:00 ¥100

宇目木浦鉱山山神社
52‑1111(宇目地域振興局)

第28回 元越山に登る会
■集合 木立地区公民館
■出発 8:30〜
■TEL 29‑2221(公民館)
■料金 無料

13:20〜15:00
佐伯市総合体育館
マーチング ・バトンカーニバル TEL 0979‑22‑0244(中津北高校 三宅) 無料
切畑 八坂神社 疫神塚(やくしんづか)づくり 10号線直川方面、右側鳥居あり、駐車場あり 9:00頃〜11:00頃
＊3/18(日)12:30〜 疫神齋(やくしんさい) TEL 46‑1111(市観光協会弥生支部)

佐伯文化会館 中ﾎｰﾙ (土)9:00〜16:30
TEL 22‑3245 (日)8:30〜14:30
佐伯文化会館 大ホール 9:20〜14:30
TEL 22‑3245(生涯学習課) 無料
11:00〜
ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
＊沖縄の伝統芸能「エイサー」をベースにアレンジ TEL 25‑0011
無料
４〜 狩生の日曜朝市(毎日曜) 狩生駅舎 9:00〜12:00
TEL 27‑7227(戸高)
日〜 ＊2/4、11、18、25
吹浦
県道沿い 7:00〜
つるみ 浜の市(毎日曜)
＊2/4、11、18、25
TEL 33‑1111
10:00〜12:00
4/18 オレンジカフェ佐伯 ＳＧＫ よろうや仲町
日
「もの忘れ」相談室 TEL 33‑0750(介護事業所ひだまり)
10:00〜
三浦造船所 船台
６ 進水式
749総トン
火 ＊貨物船兼砂利運搬船船
TEL 22‑2033
７ ナイトスクール in 蒲江
蒲江地区公民館
19:00〜21:00 無料
水 「知っておきたい認知症の話」 講師 御手洗医師・三宮医師、他 TEL 23‑1632
10:00〜12:00
８ 平成29年度SSH成果発表会 三余館
木 ＊県内3校5年間、科学技術系人材育成 TEL 22‑3101(佐伯鶴城高校) 無料
ハローワーク佐伯 2F 10:00〜12:00
8/22 福祉のしごと相談会
木 ＊就職相談、情報提供 /お気軽に！ TEL 097‑552‑7000 無料

17〜23 SMH医療専門学校軟式野球部等

＊雨天→順延2/12(月祝日) / 車は、乗り合わせで / 主催：木浦すみつけ祭り保存会

大分県高文連

高齢者教室合同発表会
作品展
４ 高齢者教室合同発表会
日
ステージ発表
琉球國祭り太鼓 大分支部

＊2/17(土)〜3/17(土)全５回、 / 定員：20人(先着順) /申込：資料館窓口か電話で

＊講師：九州大学大学院 竹内太郎氏

＊「佐伯市ゆかりの食材」を使用した新しい「お土産」/グランプリ賞金¥10万円

＊希望者には、申込みで有料頒布

古文書講座「初めての古文書」
■時間 10:30〜12:00 ■場所 三余館 2F 特別会議室
■料金 ¥200(資料代) ■TEL 22‑0700(歴史資料館)

第8回 佐伯人創造塾「田舎らしさを伝承する力とは」
■時間 14:00〜16:00 ■場所 市役所 6F 大会議室
■対象 塾生、一般可 ■TEL 22‑4529(まちづくり推進課 柴田)

インターネット上のアドレス(URL) ： http://qt.quu.cc/pdf/saikinshi.pdf

/ 9:00〜17:00

/ 月曜休館

OA機器・文具・事務用品・スチール家具

佐伯市東町

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番９号

２丁目21‑4

