バルーン会場駐車場の
ご利用は1,000円！！

さがんまち恵比須巡り
その数日本一を誇る佐賀の街のえびす巡りを楽しんでみませんか。参加
者には恵比須グッズのプレゼントがあります。
■日時／10月31日（土）13時〜15時
■コース／スタート：JR佐賀駅→街なか→ゴール：松原神社（骨董市会場）
■定員／先着３０人（事前申込、当日申込）
■料金／中学生以上1,000円、小学生500円、小学生未満無料

ザ・サンヤマチナイト

ザ・サンヤマチナイト実行委員会
☎２２-２１００

バルーン協賛フェスティバル

☎24-1151

佐賀デイトス商店会
☎24-5335

■日時／10月31日（土）、11月1日（日）
11時、13時、15時
■場所／白山サンプラザ
■参加料／1,000円 ■定員／各20人

バ ル ーン 期 間 中
は、アーケードがバ
ルーン一色となり、
お
しるこのふ るまい
（10／31、11／1、
1 3 時 〜 1 5 時 ）など
もあります。
◎申し込み

徴古館
「御城下絵図に見る佐賀のまち」

◎問い合わせ 徴古館

どん3の森

国相寺
唐人
城雲院

唐人町

勧興小

龍造寺八幡宮

八幡小路

白山

中の小路

オープニングパレードに参加ください

高寺

地方裁判所

佐賀
玉屋

護国神社

エスプラッツ

P

P

■１回最大

400円

※各協賛駐車場により設定時間は異なり
ますのでご注意ください。

佐賀城下

中の
小路

P

商工会館

秋の骨董市

◎問い合わせ バルーンフェスタ・サテライト実行委員会

本庁
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商業振興課内

☎40-7100

柳町

徴古館

県立図書館

市村記念体育館

県立病院

NHK

２００９キッズ・ベースｉｎ６５６広場

昔ながらの遊びなどを体験してもらうさまざまなイベントを開催します。
会場には臨時屋台村もオープンします。
■期間／10月31日（土）、11月1日（日）、3日（火・祝）
佐賀城
■時間／11時〜16時
本丸歴史館
■場所／６５６
（ムツゴロウ）広場
◎問い合わせ バルーンフェスタ・サテライト実行委員会

☎40-7100

ゆっつら〜と館会場
大隈記念館
大隈重信旧宅

佐賀県庁

商業振興課内

バルーンフェスタ・サテライト実行委員会
本庁 商業振興課内 ☎40-7100

片田江

P

本庁

◎問い合わせ

松原
神社東

佐嘉神社

P

音楽と絵本のコラボイベントを開催します。
■日時／11月1日（日）
①11時〜 ②14時〜
■場所／エスプラッツ２階
■出演者／
モトアナママブ、江頭玲衣（ピアニスト：クルム）

旧福田家

松原神社

松原川

県庁前 中央郵便局

６５６広場会場

松原神社境内で開催される九州を代表する骨董市。
約50店の古美術商が軒を連ね古民具や陶磁器、古布
など和・洋骨董の数々がところ狭しと並びます。
■期間／10月30日（金）〜11月1日（日）
■時間／10時〜17時

呉服
元町

656広場

4号
26
国道

P

旧牛島家

エスプラッツ前

みずほ銀行

★ライトファンタジーは、企業、市民の協力により行
なっています。ライトファンタジーの光を消さないた
め、一球（ひとたま）募金運動にご協力ください。

松原神社会場

旧三省銀行

願正寺

白山

◎問い合わせ サガ・ライトファンタジー実行委員会事務局 本庁 商業振興課内 ☎40-7100 FAX26-6244

街なかへお越しの際は
サテライト協賛駐車場
もご利用できます。

（旧古賀銀行）

り

道
旧長崎 街

P

ブックマルシェさが（11/13〜11/15）
プレイベント｢音楽と絵本｣

旧古賀家

成章中

佐賀市
歴史民俗館

通

■期間／１０月２９日(木)〜平成２2年1月10日（日）
■場所／唐人町商店街各会場
◎ショーウインドウギャラリー:商店街のショーウイ
ンドウに絵画を展示します。
◎ランタンアートプラネット:イルミネーションの下で
作家、学校、団体などの作品をライトアップします。
参加していただける企業・団体・グループ・個人を
募集しています。また、着物で参加していただけるグ
ループ・個人も募集しています。

■日時／10月29日（木） １８時〜２２時
点灯式に始まり、バルーンフェスタの前
夜祭をかねて中央大通りをパレードしま
す。
ストリートパーティーやパフォーマンス、
イベントをお楽しみください。

佐賀銀行

バルーンフェスタ会場へ

佐賀現代アーテイスト展

市内で活躍中の若手作家の合同個展を開
催します
。
公演の写真やパネル等を展示します。
■期間／10月30日
（金）〜11月3日（火・祝）
■期間／10月30日（金）〜11月3日（火・祝）
■場所／エスプラッツ
２階
■場所／エスプラッツ ２階
■出展者／大串亮平（日本画）、立石覚（書画、
ポストカード）、森安奈（陶芸）

財

オープニングイベント

｢ティーンズミュージカル
SAGA〜栄光の追憶〜」

佐賀市役所

り
大通
中央

■期間／10月29日（木）〜平成２2年1月10日（日）
■場所／中央大通り、エスプラッツ南、ほか駅前街かど広場等

至鳥栖

JR長崎本線

駅前中央

ストリートギャラリー

今年も、色鮮やかな光で中心街の
街路樹をライトアップします。魅力
的に演出された光の空間の中で、
ま
ち歩きを楽しんでみませんか？

JR佐賀駅

バスセンター

市立図書館

☎23-4200

至佐賀大和IC

武雄の焼き物の歴史は約400年以上、現在も窯元90軒が
佐賀市と姉妹提携都市の韓国・釜山広域市蓮堤区
焼き物を焼成しています。やきもの市では、代表的な窯元を集
の文化芸術人による第８回交流展。それぞれのお国柄
め器と皿などの日用品やツボを中心に展示、販売します。
の作風が現れたユニークな作品展です。
■期間／10月30日（金）〜11月1日（日）
■期間／１１月１日（日）〜7日（土）
■時間／10時〜18時
■時間／10時〜17時
■場所／エスプラッツ２階 イベントスペース
■場所／エスプラッツ 南側テラス
■入場料／無料
◎問い合わせ ㈱ミズ エスプラッツ管理室 ☎40-7593

大

ライトファンタジー

バルーンフェスタ期間中は見どころ満載のイベントを開催します。
佐賀の街なかを散策気分で歩いてみませんか。

絵画、書、写真の力作90点「日・韓文化人作品展」 「武雄焼」やきもの市

白山名店街協同組合 ☎29-2770（平日10時〜17時）

江戸時代の城下町佐賀の屋敷配置などを描いた
御城下絵図が徴古館で初めて一堂に公開されます。
■期間／開催中、11月21日（土）まで 休館日：日・祝
■時間／9時30分〜16時
■入館料／300円（小学生以下無料）

街なか
みどころマップ

エスプラッツ会場

ド
ロー
ボル
シン

◎問い合わせ 佐賀玉屋

◎問い合わせ

ガーデニング教室

国道264号

１１月３日（火・祝）は、連絡通路下道路を
歩行者天国にして
「バルーン協賛フェスティ
バル」
を開催し様々なイベントを行います。
■日時／１１月３日（火・祝） 12時〜17時

JR佐賀駅構内デイトスでは、
1,200円分商品券を1,000
円で限定1,000セット販売し
ます。
■期間／10月30日（金）〜
11月3日（火・祝）

サテライト白山会場

バルーン会場

佐賀玉屋会場

バルーンフェスタ協賛
プレミアム付商品券の販売

サテライトイベント

■運行時間／6時〜17時
（約３０分間隔運行）
11/2・3は20時まで運行します。
■運賃／１回１００円
（小学生以上）
※現金のみ
■バス停／
バルーン会場→エスプラッツ前→
呉服元町→松原神社東→県庁前→
中の小路→白山→唐人町→
バルーン会場
※県立病院東門、佐賀城本丸歴史館前
には運行しませんので、
ご注意ください。

街なかみどころマップ

◎問い合わせ

佐賀デイトス会場

インターナショナル
バルーンフェスタ

ご利用ください。

◎問い合わせ 熱気球大会佐賀運営委員会 ☎29-9000

嘉瀬川

街なかみどころマップ

世界各国、日本各地からのバルーンニスト
を郷土手作り料理とおもてなしで歓迎する
ために、市民でつくる大野外パーティーです。
■日時／１０月31日（土）
19時30分〜21時30分（小雨決行）
■会場／佐賀市民運動広場（兵庫町藤木）
（メイトプラザ横グラウンド）
■料金／前売 1,500円
当日 2,000円
小学生以下無料 １ドリンク付き、食べ放題
（メニューは10品目以上）※飲酒運転厳禁

☎ 40-7106

2009

SAGA

１００円シャトルバスを

バルーンフェスタ会場内にあります嘉瀬川河川敷駐車場
をご利用される人には、駐車場入口にて環境整備協力金
1,000円をいただきます。環境整備協力金は、会場の整備
などのために活用しますので、ご協力をお願いいたします。

◎申し込み 佐賀市観光案内所
（JR佐賀駅構内） ☎23-3975
◎問い合わせ 恵比須ＤＥまちづくりネットワーク

バルーンフェスタ会場と
街なかを巡回する

有田焼の絵付け体験

■期間／11月1日（日）、3日（火・祝） ※各日定員30人
■時間／11時〜15時 ■場所／ゆっつら〜と館
■参加費／
大人1,000円（1枚）
子ども500円（1枚）
＊送料別途（自己負担）
◎問い合わせ

バルーンフェスタ・サテライト実行委員会
本庁 商業振興課内 ☎40-7100
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