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17‑18/24‑25 おおいたみのりフェスタ

土‑日/土‑日

■水産(亀川漁港)10/17(土)9:30〜、10/18(日)9:00〜 / TEL 097‑506‑3914 (県 漁業管理課)
■農林(別府公園)10/24(土)9:30〜、10/25(日)9:30〜 / TEL 097‑506‑3544 (県 農地農振室)
＊産地直売コーナー、ふるさと産直・地域とれたて市、他

１‑ 佐伯なぜ旅漫遊記『蒲江(後編)』CTSﾃﾞｼﾞﾀﾙ12ch、001ch 11 佐伯みなとお魚フェスタ
木‑ ＊毎日 6:30〜、8:30〜、12:30〜、20:30〜 10/1(木)〜10/31(土) TEL 22‑9811
■時間 9:00〜14:00 ■場所 佐伯魚市場(葛港)
■ TEL 22‑4203(まちづくり推進課) 22‑0361(実.委.)
1‑16 中川如泉 水墨・ メガネの三城 (県総合庁舎近く)10:00〜18:00 日 ■主催 実行委員会
＊魚のつかみ取り、ブリの解体ショー、模擬競り、水中宝探し、餅まき、他
木‑金 墨彩画・書道 展示会 10/1(木)〜10/16(金) TEL 22‑5196(中川)

1‑18 第51回 県 美 展
■(日洋工彫) 9/29(火)〜10/4(日)
木‑日 ■(写真)
10/13(火)〜10/18(日)

第21回 浦の市 蒲江まるかじりフェア
■時間 9:00〜15:00
■場所 蒲江グラウンド
■主催 浦の市実行委員会 ■TEL 42‑0050(蒲江振興局)

(書道) 10/6(火)〜10/11(日)

＊10:00〜19:00、金・土：20:00まで 、各展の最終日は20:00まで / 休館：10/5(月)・10/19(月)

２
金

＊さかな＆伊勢えびつかみ取り¥1000、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、鮮魚・特産品販売、抽選会、等

安全衛生講演会「ストレスチェック制度を活用して働きやすい職場を」

■時間 18:00〜
■料金 無料

海んし山んし青山んし・ふれあいサミット

■場所 和楽 大研修室
■TEL 22‑3755

■時間 15:00〜
■場所 青山小グラウンド
■主催 自治委員会、他 ■TEL 26‑1300(青山地区公民館)

＊講師：神奈川労災職業センター専務理事 川本浩之氏 / 主催：佐伯地区労働者福祉協議会

３ シンデレラパーティー
土 in 佐伯 食とお酒と、巡り会い
ふれあい運動会

４
日

＊佐伯の方言大全集１部・２部、ジャンケン大会、花火20:00〜、抽選会21:00〜、他

飲み上げバル実行委員会、佐伯男子・延岡女子 19:00〜
TEL 28‑7121(さいきりーふ) 男¥6000、女¥4000
総合体育館
10:00〜15:00
TEL 22‑4514(障がい福祉課)

第24回

＊個人：幼児・小学生各学年 団体：低学年・高学年 / 男女無関係 / 主催：佐伯市相撲連盟

15:00市内散策、18:00金水苑「夕食」 TEL 23‑6565(水沼) 男¥5000女¥3000
11/18 佐伯四国巡り⑥
集合：櫓門前駐車場 9:00〜15:30
日/日 ＊39番正覚庵(土井ノ内)〜
＊主催：(株)佐伯富士甚 / 内容：Ａ級・B級・復活戦
TEL 22‑6895(佐伯お遍路の会 鶴羽) ¥500(相乗)
11‑12 番匠アユやな観光まつり 雨天決行
かみうら食と文化のふれあいフェスタ Ⅷ
■時間 9:00〜15:00 ■場所 しおさいの里・海鮮丸周辺 日‑月■時間 10:00〜15:00 ■場所 本匠宮ノ越公園駐車場(大水車)
■ｽﾃｰｼﾞｶﾗｵｹ大会、他
■先着100名にちりめんﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ ■TEL 46‑1701(番匠川漁業協同組合)

TEL:22‑4062(スポーツ振興課)
平成27年度 佐伯市民体育祭
■10/4(日) 米水津、10/11 灘、10/11〜10/13 宇目 10/17〜10/25
直川 10/18 鶴見・佐伯・佐伯東・渡町台・上堅田・下堅田・八幡・
西上浦・木立 10/25 弥生 9/26〜11/8 上浦

4/18 オレンジカフェ佐伯 ＳＧＫ 仲町プラザ
10:00〜12:00
日/日
「もの忘れ」相談室 TEL 33‑0750(介護事業所ひだまり)
三浦造船所 船台
13:30〜
５ 進水式
月 ＊749トン型石炭灰兼炭酸カルシウム運搬船 TEL 22‑2033
６ 郷土の歴史教室
渡町台公民館
13:30〜15:30
火 ＊講師 吉田勝重氏「佐伯と太平洋戦争」 TEL 22‑3245 対象 登録会員
市営弓道場(野岡) 火・金 19:30〜21:00
６‑ 弓道教室
火‑ ＊用具は、会が準備 / 主催：佐伯弓友会 TEL 090‑7382‑1420(金碇) /対象：中学以上 ¥3000
絵画教室 「絵の会」まな美 1F 10/6(火)〜11/6(金) 8:30〜17:00

無料
小品展〜水彩・油彩〜 TEL 23‑4212(絵の会・大島)
13:10〜16:00
７ １日合同行政相談 和楽 大研修室
水 ＊年に１度の企画、色んな機関の方に直接相談できます TEL 097‑532‑3715
無料
クリニック横体育館
７‑ 長門健康増進教室
毎週水15:00〜16:00
無料
水‑ 「肩こり50肩予防教室(10月)」TEL 24‑1001(前田)
９ 人権市民講座
本庁舎 6F大会議室 13:30〜15:00
金 望郷の歌声〜ハンセン病回復者との交流〜 講師：渡辺明子氏 TEL 22‑3971(人権・社会係)
家族の集い 佐伯家族の会 佐伯市老人福祉センター 11:00〜13:00
＊認知症の人と家族の会大分県支部 TEL 22‑7708(山本)
無料
10 「海辺のカップリングパーティー 釣っちゃ王、マリカル 13:00〜21:00
土 in さいき」 TEL 22‑0394(南部振 中里) 10名、20〜40代までの独身女性 、 ¥3000
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
＊「まち・ひと・しごと創生」アイデア、他 TEL 23‑8901(田原) ¥1000(ﾗﾝﾁ&ｺｰﾋｰ)
10‑11 第８回つるおか町歩き 鶴岡町、鶴小グラウンド 12:00〜21:00
土‑日 ひとよこいマルシェ
TEL 22‑1085(河野) ＊手作りランタン18:00〜21:00(星宮神社〜若宮神社)

10‑12 鶴岡商工祭/若宮八幡宮秋季大祭
土‑月

■場所 総合運動公園 相撲場
■TEL 35‑6712(小川)

お浜御殿での出会い in さいき 西浜海岸清掃活動11:00〜、ヤキソバパーティー

第16回 佐伯富士甚杯 将棋王将戦
■時間 9:30〜16:20 ■場所 三余館 2f 大会議室
■料金 ¥500(昼食付き) ■TEL 22‑3535

＊魚のつかみ取り、宝探し大会、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、おせったい、大抽選会、 他

4‑
日‑

佐伯市少年相撲大会

■時間 8:30〜15:00
■応援 歓迎

■神幸13:00〜若宮神社発 / 若宮〜鶴岡小学校Ｇ(お旅所)
稚児・子ども御輿・舞踊隊等 ■TEL 23‑0601(鶴岡公民館)

＊炭火焼きアユ2匹・アユのかんじょう・アユ飯：¥1200(前売り) 当日+¥200 / 佐伯の特産物販売開催！

12 青山繁晴 講演会
14:00〜15:40
月 ■時間
■料金 無料(670名)

＊講師：独立総合研究所代表取締役社長 / 主催：佐伯青年会議所

13 進水式
火 ＊貨物船
14 図書館上映会 「みすゞ」
水 ＊詩人金子みすゞの人生

14/21 佐伯
水/水

15
木

■TEL 0982‑32‑3058(のべおか彩の会)

＊講師：加嶋良雄氏(佐伯喜の会代表)「崖っぷちのソコジカラ」/ 工藤裕司氏(バンブープロジェクト)「灯りに集う若者たち」

6:45〜
本田重工業 船台
TEL 20‑0111
16,500総㌧
13:30〜
視聴覚センター シアター
TEL 24‑1010
飲み上げバル５th 19:00〜/ TEL:22‑9900 、TEL:23‑5558

ピッツァサヴォイ、榧(かや)の木、ひょうたん小路、大鳳閣、居酒屋○えん、玉井、
居酒屋一九、ぱぶ茶屋、回転寿司ﾏﾙﾏﾝ、ちゃんきー、松の花、ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰボルドー、
バッファロー、花桐、ﾍﾞﾗﾍﾞｰﾗ、めだかの学校、kotobuki、甲丙、富杵荘(優待割引)、
セントラルﾎﾃﾙ(優割)、ﾎﾃﾙサンセイ(優割)
前売り：¥2400 (3枚綴り、当日¥2700)

シニア婚「みんなでパン作りに挑戦！」<募集>
■募切 締切10/15(木) ■開催 10/30(金)13:00〜17:00 場所 直川パン工房
■料金 ¥500
■TEL 22‑2150(地域福祉課)
＊対象：(概ね)55歳〜75歳の単身男女 各９名

15‑16 「動けば雷電の如く」劇団はぐるま座公演
18:30〜
■10/15(木)和楽、10/16(金)弥生文化会館
木‑金 ■時間
■¥3000(+¥500) 中高¥1500(+¥300) ■TEL 090‑2505‑3067(内田)
＊小学生¥800(+¥200) / 券販売：根木青紅堂、他 / 高杉晋作と明治維新革命

16‑「歴武の伝統 〜佐伯藩毛利家の武芸と武具〜」佐伯市歴史資料館開館記念特別展
9:00〜17:00 ■場所 佐伯市歴史資料館
金‑ ■時間
■期間中 小中高：無料
■TEL 22‑0700(佐伯市歴史資料館)

＊一般：初日、無料 / 開催期間：10/16(金)〜11/29(日) 主催：佐伯市教育委員会

特別展「キリスト教王国を夢見た大友宗麟」
■時間 9:00〜17:00 ■場所 宇佐市高森京塚(県立歴史博物館)
■休館 10/19・10/26(月) ■TEL 0978‑37‑2100(宇佐風土記の丘)
＊一般¥510、高校大学¥310、小中・土曜高校生無料 / 期間：10/16(金)〜11/23(月)

17 映画「みんなの学校」上映会
■場所 弥生文化会館
土 ■10:00〜、13:00〜、16:00〜、19:00〜
■料金 無料(子育て１人で悩まずに!) ■TEL 090‑9076‑8989
＊12:00〜13:00ころころHappyと交流会(文館研修室) 託児：090‑8408‑2412(10:00〜13:00平日)１人¥200

＊演芸(土・日) 18:30〜21:00 / 剣道大会(鶴小体育館) /10/12(月祝)還幸祭

１１ 天下一あかりの祭り 講演会 九州あかりサミット in のべおか
10:00〜11:30 ■場所 カルチャープラザのべおか 3F
日 ■時間
■料金 無料

■場所 弥生文化会館
■TEL 080‑2753‑6581(鍛治屋)

Saikiｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
バレーボール
17‑18 蒲江芸術文化祭

土‑日

9:00〜17:00
総合体育館
TEL:090‑9796‑1902(佐伯市バレーボール協会 伊達)
蒲江地区公民館 ｽﾃｰｼﾞ：(日)11:00〜16:00

＊展示：(土)9:00〜20:00 (日)9:00〜17:00 /蒲江文化協会/

TEL 42‑1113(公民館)

18
日

平成27年度 きちょくれ大手前〜高校生出張まつり〜
■時間 10:00〜15:30 ■場所 大手前(寿屋跡地)
■併催 カレー・プロジェクト ■TEL 22‑2361(新豊南高校 堂脇)

http:www.yappa.saiki.sakura.ne.jp/saiki-kankou/saikinshi/eventnews-saikinshi.pdf

24 県病健康教室「高血圧の重病化予防」
土

■時間 14:00〜16:00 ■場所 和楽 大研修室
■TEL 23‑4500(健康増進課)
■料金 無料

＊田﨑雄一医師「心臓血管外科の新しい治療法」、村松浩平部長「高血圧について」、コピーライター吉田寛氏

風の子まつり

県立佐伯支援学校(木立) 9:30〜14:40
TEL 28‑3144
見学：歓迎
エコリサイクルフェアー 佐伯地区公民館(図書館隣) 10:00〜15:00
＊主催：佐伯豊南高校ｓｈａプロジェクト / 高校生フリマ、ちゃぶ台返し絶叫大会、まち歩きスタンプラリー、書道パフォーマンス、作品展示(仲町)、他
＊ものの命を活かすリサイクル活動 TEL 23‑0212(工藤) 主催：向島６区
野岡体育館
10:00〜11:30
「かかし祭り」上津川ふれあいサロン
集いの場
＊障がい者余暇活動
22‑4524 無料、体育館シューズ持参
■時間 9:00〜16:00 ■本匠上津川竹ノ下地区
■設置 10/18(日)〜11/29(日) ■TEL 57‑6200(髙橋)
24‑25 花展「花のおしゃべり」ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 10:00〜11:30
＊栂牟礼陣太鼓、ポッコン菓子無料配布、かずらで籠作り9:00〜、出店
土‑日 ＊(土)10:00〜20:00 (日)10:00〜16:00 TEL33‑0726(桑原)
無料
10:00〜、12:00〜、14:00〜
全国高校サッカー大分県大会大分県予選 総合運動公園
鉱泉センター直川「かぶとむしの湯」20周年記念祭
＊勝ち残り第３戦16チーム / 決勝11/15(日) 14:05〜大銀ドーム / TEL 097‑573‑2288
■時間 10:00〜雨天決行 ■場所 鉱泉センター直川駐車場
■TEL 58‑3311(かぶとむしの湯)
■料金 入浴¥300
9:00〜22:00
全日本フットサル選手権大分県大会 総合体育館
＊演芸・舞踊・歌謡(12:50五十川美空 15:10五十川ゆき)、15:50餅まき など
＊主催：大分県フットサル連盟 / PUMA CUP TEL 097‑573‑2288(大分県サッカー協会)
２０１5 上浦トライアスロン大会
■開会 9:00〜 ｽﾀｰﾄ 9:30 ■場所 瀬会海水浴場〜蒲戸
■申込 終了
■TEL 090‑2390‑8446(志賀)
＊参加：100人 / スイム1km・バイク28km・ラン5km / 主催：佐伯市ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合

来だんせへ市

間越海辺の村交流館 8:30〜売り切れ
TEL 35‑6111(米水津振興局地域振興課)
佐伯市番匠体育館
開場 10:00
佐伯市合同公売会
TEL 22‑3182(収納課)
無料
9:00〜15:00
総合体育館
佐伯市近郊卓球大会
＊申込締切：10/9(金)17:00
TEL 090‑4347‑3835(池田) 参加：ﾁｰﾑ¥3000
佐伯詩道会秋季吟詠大会 佐伯文化会館 中ﾎｰﾙ 10:00〜16:00
無料
＊淡窓伝光霊流佐伯詩道会
TEL 46‑0086(市野瀬)
カラオケ健唱会チャリティ発表会 佐伯文化会館 大ﾎｰﾙ 12:00〜16:00
無料
＊11:30〜最新曲ﾚｯｽﾝ /全額佐伯市へ TEL 090‑7385‑3833(岩崎)
子育てセミナー
佐伯東地区公民館
10:00〜11:30
「親子の絆を深めよう」 TEL 23‑5780/講師：新名弘子家庭倫理の会育成講師
10:00〜12:00
どんぐりクラブ
城山
「城山で秋探し」 TEL 22‑3245(生涯学習推進係)
WAYNO フォルクローレ ナイトラウンジ シーク 19:00〜
コンサート TEL 090‑2505‑3067(内田) ¥3000(1 drink、当日+¥500)
19:00〜21:00
よろうや仲町
iPad/iPhone
＊50歳以上の方対象
TEL 23‑4786(彩木の会 気ままネット勉強会) ¥300
手編み講習会 "ニットパーティー" 三余館 2F大会議室 10:00〜15:00
＊講師：森悦子先生(ハマナカ専属) TEL 22‑9630(夢工房おおと 高橋) ¥1000(ﾃｷｽﾄ昼食代)

＊午前：劇中心、ﾊﾞｻﾞｰ、販売、他

25 米水津おさかなまつり
日 ■時間 9:30〜14:30 ■場所
9:30餅まき、9:50日心太鼓

■TEL

雨天決行

米水津ｽﾎﾟｰﾂ公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
・
35‑6111 ﾌﾞﾘｯｺﾚｰｽ、子ども相撲

10:10ﾀﾞﾝｽｺﾝﾃｽﾄ、30ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、50鶴城書道、11:10ﾌﾗ、30ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ、50ﾀｯｸｽ○×
12:25ｴｱﾛﾋﾞ13:00市原利香ｼｮｰ、13:30五十川ゆき、14:00抽選、花苗無料、他

26 さいき交通安全フェスタ２０１5
10:00〜15:00 ■場所 新女島 佐伯自動車学校
土 ■時間
■県警音楽隊、中学・高校吹奏、 ■TEL 22‑2581(佐伯自動車学校)
太鼓連盟 / 農海産物、お茶会

/ ﾊﾞｻﾞｰ、出店 / 新車展示/ 安全教室、体験ｺｰﾅｰ

佐伯市民文化講座 『佐伯なくして独歩なし』〜国木田独歩の生涯をめぐって〜
■時間 10:30〜12:00 ■場所 視聴覚センター 2F
■料金 無料
■TEL 24‑1010
＊講師：国士舘大学教授 中島礼子氏 / 主催：佐伯独歩会

第３回 エジプト屋 ファミリーコンサート & プチ作品展
■時間 13:00〜15:00 ■場所 和楽
■料金 無料
■TEL 28‑3546(矢野)
＊ピアノ・日舞・アルゼンチンタンゴ、他。ダウン症にもめげず、ピアノ・習字・絵を学んできた34歳男性も参加。

9:30〜12:30
TEL 22‑9955 /100区画迄 ¥1000
19
第14回 森崎ゆみカラオケ教室 佐伯文化会館
11:00〜15:30
月
チャリティー発表会 TEL 23‑3862 ｹﾞｽﾄ：山川豊、森山愛子¥2800
21
番匠川左岸河口西浜 8:00〜9:00
番匠川 清掃活動
水
＊主催：つな★ばんプロジェクト TEL 080‑1731‑7960(水沼)
佐伯・宿毛ﾌｪﾘｰ駐車場周辺 7:30〜8:30
環境美化・保全活動
倫理研究所全国一斉清掃 TEL 23‑5780(事務所)
26‑30 丁田(まちだ)キミ子
21‑25 第51回 県美展巡回展＜写真＞
佐伯市役所 1Fロビー 9:00〜17:00
月‑金
■場所
三余館
ホール
■時間
9:00〜17:00
手作り人形展
無料
TEL 23‑9310
水‑日 ■料金 無料
■TEL 24‑2424
28 愛の献血
和楽 ロビー
9:30〜16:30
＊主催：大分県美術協会、他
水 ＊佐伯ロータリークラブ
TEL 097‑547‑1154
23 第23回大分県人権教育 佐伯文化会館 大ﾎｰﾙ 13:00〜16:00
シニアダンスパーティー トキハインダストリー ひまわりホール13:30〜17:00
金
研究大会 TEL 23‑8300(佐伯市人権・同和教育研究会)
＊毎月第４水曜日
TEL 22‑3160(佐野充)
¥500
15:30〜
29 佐伯市戦没者追悼式 佐伯文化会館 10:00〜11:10
三浦造船所 船台
進水式
＊749総トン型貨物船
TEL 22‑2033
TEL 22‑3974(社会福祉課)
木
30
和楽 大研修室 13:30〜15:30
第28回
県南寄席
24
交通安全市民大会
金
＊交通安全講話50分、表彰式、小中学生ポスター作文表彰、最優秀作文朗読等
■時間
19:00〜21:00
TEL 22‑3663(総務課)
■場所 和楽 大研修室
土 ■料金 無料
■TEL 090‑8916‑0359
30‑11/2 全日本写真連盟写真展 ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ひまわりﾎｰﾙ 10:00〜17:00(月〜16:00)
金‑月 ＊県本部展 & 佐伯支部展
TEL 23‑2293(佐伯支部 河田)
無料
生命の貯蓄体操普及会
和樂 生命の貯蓄体操普及会佐伯支部 10:00〜15:00
文化講演会 「佐伯城と豊後の近世城郭 城を生かした町づくりによせて」 31
土
指導者研修会 TEL 26‑1678(下川)
■時間 13:30〜
¥7000
■場所 渡町台地区公民館
■料金 無料(どなたでも可) ■TEL 24‑8275(伊東)
第８回大分県女子タグラグビー 総合体育館
9:00〜13:00
＊講師：別府大学名誉教授 後藤宗俊先生 / 主催：佐伯史談会
選手権大会 佐伯市ラグビーフットボール協会
第２回 佐伯人創造塾
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
■時間 14:00〜16:00 ■場所 佐伯東地区公民館
２番９号
■TEL
22‑4529(地域振興課)
■料金 無料(塾生、一般)
＊人材育成コーチング 仲矢光江氏「佐伯で暮らして佐伯を離れ〜このマチやヒトについて思うこと〜」

地域産業おこしの会 in 佐伯 共催：「さいき立志塾」第８回
■時間 14:00〜17:30 ■場所 ホテル金水苑
■料金 無料(塾生、一般可) ■TEL 22‑3943(商工振興課)

＊「地方経済の持続・発展を目指して」基調講演(経済産業省吉田参事官、市長)・パネルディスカッション

どたばたママのふりーまーけっと 総運公園 駐車場
＊雨天→11/1(日)

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

