2018年

４月の

さいきん紙

■時間：10:00～16:00
31 まちなかユース文化祭
■場所：大手前西側ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ周辺
土 12:00～書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ（豊南・書道部）12:20～さわやか青春ﾛｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ(みけ猫ﾌｧｲｱｰﾊﾞｰﾄﾞ)
12:40～こどもﾐｭｰｼﾞｶﾙ12:55～食のｽﾀｰ誕生13：15～二胡演奏13：30～ﾀﾞﾝｽ(Team welfare)
14:00～ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞﾋｰﾛｰ(Jelly Beans)14:05～Breamen dance studio14:20～ｺﾐｯｸ相撲

ステージ初日

Tel:0972-22-9900 責任者 山口

145

着物で歩く城下町実行委員会
1 着物で歩く城下町
戸高 090-6290-0737
日 ■時間：9:00～15:00
■場所：三余館
■料金：\3800(入館料＋写真代＋弁当付) \1500(入館料＋写真代のみ)

20ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、40観光ＰＲ、55創作ﾀﾞﾝｽ、15:15ｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ、30ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ、40ﾊｰﾓﾆｶ演奏、45ｷｯｽﾞｺｰﾗｽ
55みけ猫ﾌｧｲｱｰﾊﾞｰﾄﾞ、16：25臼坪杖踊り、17:00佐伯の根付歌、30網切り神楽、18:00宇目神楽

※風船でかわいい動物や花を作って、お子様にプレゼント！

40ﾀﾞｲﾉｼﾞﾗｲﾌﾞ、13:10ｽｺｯﾌﾟ三味線、25ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ(ｴﾝﾄﾞﾚｽ)、45ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ(ｴｺｱ)、14:00ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ(ﾙﾈｷｯｽﾞ)

佐伯藩

No.

※内容、変更については主催者側へお問い合わせください

ﾏｼﾞｯｸﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
■場所：トキハ2Ｆｷｯｽﾞﾗﾝﾄﾞ横 ■ＴＥＬ：25-0011
■時間：11:00～、13:00～、15:00～

10:00～開会式

11:00ﾘｽﾞﾑ体操、30ﾐﾙｸﾑﾅﾘ、35ﾋﾛｲﾝ、40踊り、50少林寺拳法、12:10五十川ゆき歌謡ｼｮｰ

佐伯なぜ旅漫遊記「佐伯の春の巻」

灯りの祭典「竹灯物語2018」

■時間：17:30～21:00 ■ＴＥＬ：090-8839-9103（工藤）
■場所：山際通り一帯/汲心亭：お茶～21:00
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平成29年度佐伯市協働推進事業

発行 彩木の会

■準備：着物、足袋、帯など(一式レンタル\2000有) 無料着付け有

15:10～ｱｺｰｽﾃｨｯｸｷﾞﾀｰﾗｲﾌﾞ15：40～佐伯市ご当地ｸｲｽﾞ選手権

さいき春まつり

イベントＩＮＦＯ

佐伯藩 弁財天様祭り「菊姫物語」 090-6636-5850
(染矢)
■時間：17:30～21:00 ■順路：大日寺～大手前～新町～
うまいもん通り～つつみ泌尿器科横～歴史と文学の道～櫓門

■時間：初回6:30～、8:30～、12:30～、20:30～
CTSﾃﾞｼﾞﾀﾙ12ch、001ch
■ＴEＬ：22‐9811 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ佐伯

1～ 狩生の日曜朝市
日 ■場所：狩生駅舎

■時間：9:00～12:00
■TEL：27-7227（戸高）

つるみ浜の市

(毎日曜)

■場所：吹浦 県道沿い
■時間：7:00～
■TEL:33-1111

1・15 「もの忘れ」相談室
日
オレンジカフェ佐伯ＳＧＫ
※17:30～顔見せ、18:30～大日寺法要、19:00～お立ち 京町通りで振る舞い有り
2 海上自衛隊潜水艦一般公開
■場所：よろうや仲町 ■ＴＥＬ：介護事業所33-0750
■場所：女島埠頭
■時間：10:00～12:00
海上自衛隊佐伯基地分遣隊総務課
1回目9:00～11:00
■時間：2回目13:00～15:00
■ＴＥＬ：0972-22-0370 2～13 佐伯市美術協会作品展 ※土日除く
月 ～金
佐伯基地分遣隊ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞから無料ｼｬﾄﾙﾊﾞｽをご利用ください。
■場所：市役所1Ｆ展示ホール
■：中学生以上\500、小学生以下\200
31・1 人力車 乗車体験
■時間：8:30～17:00
■ＴＥＬ：佐伯市美術協会 奈須野
土・日 ■31日：10:00～15:00 ■1日：10:00～11:00
090-9595--6507
桜が咲き誇る中、優雅な時間を過ごしてみませんか？
3 本田重工業 進水式
※運行回数には限りがあります、ご注意ください。
火
■時間：8:00～
■ＴＥＬ：本田重工業20-0111
31・1 さいき春まつりメイン会場
土・日 ・各種出店…31日9:40～21:00 1日10:00～17:00
6 さいき認知症の人と家族の会 〈毎月第1～4金曜〉
13:00～15:00 無料
・歴史資料館…無料開放(両日)
金 ①個人相談 第1・3・4金
11:00～13:00 \100 ■主催：
②語り合い 第2金
・夜神楽…31日17:30～19:00網切り神楽・宇目神楽
ＴＥＬ:22-7708
認知症の人と家族の会
老人福祉センター内にて
さいき春まつり三余館内
8～
第24回日豊海岸少年サッカー大会
31日11:00～12:00
髙藤会演奏会
31日12:00～16:00、1日10:30～14:00
春の踊り発表会
日 ■場所：蒲江・楠本ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
荒武久美子バレエ研究所 1日14:00～15:00
土曜：9:15～16:30
■ＴＥＬ：42-1112
押し花「つくしの会」押し花展示
31日10:00～20:00、1日10:00～16:00
■時間
日曜：8:30～15:30
蒲江振興局
さいき春まつり三余館駐車場
8 佐伯四国八十八ヵ所めぐり ■集合：市役所駐車場
31日11:00～
苗木の無料配布
親子ふれあい木工教室 1日10:00～
日 ■時間：10:00～14:20 ■ＴＥＬ：お遍路の会
31日10:00～17:00、1日10:00～16:00
ふわふわ遊具
■料金：\2000(年会費)
22-6895(鶴羽)
※4～7月、9月～2月の第2,3日曜日開催
五所明神祭 御神幸祭、御還幸祭
2018年度日本ﾏｽﾀｰｽﾞ 水泳短水路大会 大分会場
御神幸祭 お立ち 3/31 13:00～16:00五所明神→住吉御殿
＜19:00～20:00佐伯神楽（網切り神楽）（住吉御殿）＞
■場所：市民総合ﾌﾟｰﾙ ■ＴＥＬ：0972-63-8555
御還幸祭 お帰り 4/1 13:00～16:00 住吉御殿→五所明神（臼坪）
■時間：9:40～15:30
臼杵スイミングスクール
ＴＥＬ：22-1256（橋左古）
1 さいき春まつり ｽﾃｰｼﾞ2日目 10:00吹奏楽演奏、25和太鼓演奏
第12回宇目柳瀬チューリップ祭り
55大名出発、11:05太極拳演武、25太鼓
日 50ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、12:05ものまねｼｮｰ、15ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、30ﾀﾞﾝｽﾒﾄﾞﾚｰ(Jelly Beans)、45太極拳、55魅惑のﾍﾞﾘｰﾀﾞﾝｽ
■場所：柳瀬陶芸工房前
■ＴＥＬ：52-4111
13:15観光ＰＲ、30studio SEED、45ﾊﾉﾊﾉﾌﾗ、14:00ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞ、30bremen dance studio、55ﾀﾞﾝｽﾒﾄﾞﾚｰ
■時間：10:00～15:00
宇目振興局
15:10ｽﾏｲﾙｶﾞｰﾙｽﾞﾗｲﾌﾞ、20ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ(HipHop Garage)、30ﾀﾞﾝｽﾒﾄﾞﾚｰ(Garam)

第34回仙崎公園つつじ祭り

50ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ(MONKEY DANSTAR)、16:00YOSAKOI、16:30閉会式

さいき春まつり 市中大パレード
■時間：13:30～16:00 ■佐伯駅前～217号線～大手前
最後尾 13:40出発 ■ＴＥＬ：22-3942
※踊る場所：税務署前、南海交差点、常盤歩道橋、宮崎太銀、鶴城高校、仲町駐車場、大分銀行前

佐伯藩

大名行列明神太鼓

少年若武者

少女若姫行列

■時間：11:00～12:00
■ＴＥＬ：22-3942
※櫓門～養賢寺～ドコモショップ佐伯店
第１回ｽｳｨﾝｸﾞ・ｼﾙﾊﾞｰｽﾞ演奏会 ～ﾊﾞﾝﾄﾞ演奏と歌、大正琴の演奏～

■時間：開場13:00 開演13:30 ■ＴＥＬ：24-0097
■ﾁｹｯﾄ：前売\500 当日\800 ■場所：和楽

■場所：仙崎公園
■時間：10:00～

道の駅やよい

■ＴＥL：42-1112
蒲江振興局

朝市

■場所：弥生ぴかいち
■ＴＥＬ：46-5951
■時間：8:00～10:00
道の駅やよい
チャレンジ！スポーツ皿回し
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ ■ＴＥＬ：25-0011
■時間：15:00～
ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ

伝統的な皿回しを体験して頂こうと、誕生した「ｽﾎﾟｰﾂ皿回し」。この機会に是非！

LPガス・住設機器販売、リフォーム
株式会社 佐伯富士甚

佐伯市中の島2丁目21-4
TEL:22-3535

http://qt.quu.cc/pdf/yoronakaｆ.pdf 左記をコピーして貼り付けて検索← (裏面：「佐伯を犬の先進都市へby 大津隼人氏)

8 「犬との絆を深めるしつけ教室」 主催：佐伯海犬隊
日 ■場所：池船スポーツ公園
■料金：\3500
■時間：15:00～
指導：警察犬訓練士
井東警察訓練所 （延岡）
■ＴＥＬ：090-1515-4907（大津）
12・26 福祉のしごと相談会 ■時間10:00～12:00 ■料金:無料
■場所:ﾊﾛｰﾜｰｸ 2F(佐伯) ■ＴＥＬ:097-552-7000
木 ※就職相談、情報提供/お気軽に！
14 「エンディングノート」の書き方セミナー
土 ■場所：和楽3Ｆ栄養指導室
■時間：13:00～15:00
■ＴＥＬ：23-0135 山野内行政書士
■料金:無料\1000

間越

来だんせへ市

■場所：海辺の村交流館
■ＴＥＬ：35-6111
■時間：8：30～魚が無くなるまで
米水津振興局
15 第4回復興ﾁｬﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ(九州)ﾊﾜｲｱﾝﾌﾗ&ﾀﾋﾁｱﾝﾀﾞﾝｽｼｮｰ
日 ■場所：弥生文化会館
■ﾁｹｯﾄ前売\1000
■時間：開場12:00 開演12:30
当日\1500
■問合：ALOHA実行委員会090－2515－2651(白江)

観桜お茶会
※事前申込
■場所：直川ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ内ﾚｽﾄﾗﾝ ■料金：\1000(弁当付)
■時間：10:00～14:00
\300(弁当なし)
■問合：茶道表千家官社中 090-2515-3781(戸高)
元越山春の登山会
■場所：米水津色利浦（色利登山道駐車場）
■ＴＥＬ：35-6111 米水津振興局

16 ｳｫｰﾀｰｱｰﾄ®堀川玄太ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ ■ＴＥＬ：25-0011 ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞ
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
■時間：11:00～
月 ほうきや霧吹きを使って、水で絵を描くｵﾘｼﾞﾅﾙﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽです。
発達障害ＡＤＨＤを抱えながら多くのﾒﾃﾞｨｱに出演している「堀川玄太」の
愉快なﾘｽﾞﾑで描かれる作品に触れてみてください！

柳家わさび

爆笑元気寄席

■主催:ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ佐伯
■料金:\500(先着70名)
■ＴＥＬ:22-9811

17 佐伯手をつなぐ育成会
■場所:三余館 和室
■ＴＥＬ:22-3943(雨宮)
火 ■時間:13:30～17:00
20～ 星野憲一写真展「山峰独歩」
金～ ■期間:6/22(日)迄 ■場所:仲町ｱｰｹｰﾄﾞ街20か所 ■主催：
■料金:無料

■TEL:23-8610(事務所)

仲町商店街振興組合

21 佐伯少年少女発明クラブ開講式
■ＴＥＬ：22-3943(商工観光課)
土 ■場所：三余館ホール
■時間：9:00～12:00

22 将棋同好会 春季大会
■場所：三余館大会議室
■ＴＥＬ：090-5027-5672(井本)
日 ■時間9:00～17:00
第29回佐伯番匠健康マラソン
■場所：佐伯市陸上競技場 ※受付、開会式は総合体育館にて
■時間：9:00～雨天決行
■ＴＥＬ：20-0555(佐伯市マラソン協会事務局)
道の駅やよい 午後の市
■時間:14:00～
■場所:道の駅やよい ｲﾍﾞﾝﾄ広場 ■ＴＥＬ:46-5951
※\500お買い上げごとに、先着70名迄、たまご1パックサービス

家庭倫理の会講演会
■場所：弥生文化会館多目的ホール
■時間：10:00～12:00 受付：9:00～

■ＴＥＬ：23-5780(家庭倫理の会)

小天真道流剣舞道
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
■時間：11:00～、14:00～

■ＴＥＬ：25-0011
ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞ

古武道の型を尊重した独特の動きは武人としての気迫と格調がみられます。
迫力あふれるステージをお楽しみください。

24 佐伯を愛した男達ＪＡＺＺ in SAIKI
火 ■場所：弥生文化会館大ホール■時間：開場18:00、開演19:00
■ﾁｹｯﾄ：前売\4000、当日\4500、高校以下\500
■ＴＥＬ；090-2505-3067(うっちゃん企画)
ＯＡ機器・文具・事務用品・スチール家具

佐伯事務機 株式会社

28～30 第38回全日本学童軟式野球大会

佐伯支部予選
■時間：9:00～
■ＴＥＬ：090-1162-9400(増井)
29 第4回おひさまマルシェ
■時間：10:00～15:00
日 ■場所：上浦 しおさいの里
■ＴＥＬ：25-9111

土～月 ■場所：佐伯球場

※出展者一覧※
～ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ～

～フード～

～癒し～

お袋、がまクチbee、MANA

UEMURA BREAD、Kitchen Cream

Cruum、Spirit書道＆写真

米沢木工房、Akimaru art shop

Koyomi、さいきりーふ、豊南味来堂

ゆうちゃんのお手て

ｱﾄﾘｴｽｶﾞｺ、toho pottery、匠家

つばくらめ、en-縁-、たこやき屋っちmomo

マヤ暦セッション

ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞnao、Bambino、Ｂｏｂｂｉｎ

福茶縁、こだわり市、おひさまマルシェ

Blossoming

～ｲﾍﾞﾝﾄ～

円ﾌﾞﾘｵ大分、ﾖｶﾞSURYA

ﾖｶﾞで猫助け みなみ

ﾘｳﾞﾚ、ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ･ｵｶﾘﾅ演奏、踊り

ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、米沢木工房、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ

やまびこ塾の絵手紙展示

猫の保護活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ にゃん

KiRaRi

29 傾山山開き
日 ■場所：傾山 九折越(つづらごえ)広場
■時間：9:30～
■ＴＥＬ：52-4111宇目振興局
9:30頃から安全祈願の神事、参加者の中から最高齢者・最年少者に記念品贈呈

第11回おおにゅうじま島まつり
■場所：大入島・ｶﾝｶﾞﾙｰ広場 ■ＴＥＬ：23-2535
■時間：9:30～15:00
大入島食彩館
大分のご当地ｷｬﾗがやってくる!!
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ

■時間：8：30集合

■場所:池船町 ＣＴＳホール
■時間:14:00～

26
木

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

平成30年度歴史資料館春季企画展
「西南戦争と佐伯～のこされた記憶～」
■場所：佐伯歴史資料館
■ＴＥＬ：22-0700(歴史資料館)
■時間：9:00～17:00(入館は16:30まで)

佐伯市東町2番9号
TEL:22-7788

■ＴＥＬ：25-0001 ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞ
■時間：15:00～

大分県内で活躍中のキャラクターがやってくる！
ご当地ｸｲｽﾞやﾀﾞﾝｽで楽しいステージを繰り広げます。
トキハグループのマスコットキャラクター「トキポ」も登場するよ！

第14回佐伯ラグビーフェスティバル ※事前申込
■場所：総合運動公園 陸上競技場
■時間：10:00～12:00
■問合：090-4340-8750 佐伯市ラグビーフットボール協会 山村
さいき春まつり 交通規制図

