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KIRAKIRA FESTIVAL in SASEBO
The 25th Anniversary

2525

［イルミネーションは2021年1月11日（祝）まで点灯］   ※ハウステンボス・九十九島パールシーリゾートでも独自イベントを開催中

主　催 きらきらフェスティバル実行委員会 さるくシティ4○3（させぼ四ヶ町商店街協同組合・佐世保玉屋・佐世保三ヶ町商店街振興組合）　 
後　援 長崎県・佐世保市・佐世保商工会議所・佐世保市教育委員会・（公財）佐世保観光コンベンション協会・佐世保ホテル旅館協同組合   

インフォメーション  TEL 0956-24-4411  FAX 24-4412   https://yonkacho.com/kirafes/
※イベントは天候等の都合により変更になる場合があります。
　予めご了承ください。

島瀬公園・さるくシティ4○3アーケード等で開催！ 
《佐世保市街地》



今年もやります！きらフェスの名物メイン
イベント・アーケードで冬の大パーティ！
新しい生活様式でも、笑顔で元気に！
万全の感染対策のもと、楽しい時間を
お過ごしください。
パーティ参加は要予約。
例年と異なる部分もありますので、
詳しくはチラシやHPをご確認ください。

パーティ参加者事前説明会のお知らせ
11月25日（水）
1回目14:00より  2回目19:00より
場所 させぼ四ヶ町商店街協同組合会館4F 0956-24-4411

（朝10時～夕方5時まで受付）

212 水曜日 おなじみの、名物メインイベント！
新しい生活様式のもとで開催！

きらきらチャリティ
大パーティ
19:00～19:45
さるくシティ4○3アーケード

KIRAKIRA FESTIVAL in SASEBO vol.25

1911 木曜日

2311 月・祝日

スターライトきらきらダンスショー
12:00～,15:00～ 島瀬公園

2111 土曜日・22日曜日
雑貨市

島瀬公園のステージ上で自由にパフォーマンス！
市民の皆様へ島瀬公園のステージを提供します。
日頃の練習成果の発表や友達との趣味の発表、
親子やご家族でステージ発表など、年齢、性別、国籍を問わず、
どしどし応募ください。お待ちしています！
（詳しくはチラシやHPをご確認ください。）

11:00～16:00 
四ヶ町アーケード（下京町）

（ワイヤーマルシェ）

あなたのステージ 
14:00～20:00 島瀬公園

1312 日曜日

クリスマスイブの公園をロマンチックに飾ろう。

キャンドルを灯そう
18:00～ 島瀬公園

2412 木曜日

2811 土曜日

問い合わせ先
きらきらフェスティバル実行委員会事務局
TEL 0956-24-4411  FAX 24-4412  
長崎県佐世保市本島町4-15　E-mail  office@yonkacho.com
https://yonkacho.com/kirafes

きらきらフェスティバル実行委員会事務局
TEL 0956-24-4411  FAX 24-4412  
長崎県佐世保市本島町4-15　E-mail  office@yonkacho.com
https://yonkacho.com/kirafes
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島瀬町バス停

ニミッツパーク

させぼ五番街

えきマチ1丁目

アルバカーキ橋●佐世保市
  総合医療センター

●佐世保中央IC

●佐世保市温水プール

至九十九島パールシーリゾート

●鯨瀬
ターミナル

●新みなとターミナル

西九州自動車道

四ヶ町アーケード

きらきらフェスティバル期間中は、させぼは光のファンタジーに
包まれます。この期間だけのファンタジースポットをお見逃しなく！！

ミュージックフェア
（チャレンジステージ）
14:00～20:00 島瀬公園

▼期間中のレギュラーイベント

ミュージックライブ
13:00～20:00 島瀬公園

1912 土曜日

えん卓プロジェクト
feat.佐世保西高校
「ふるさと創生大作戦」
17:00～20:00 島瀬公園

2511 水曜日

異国気分でロマンチック旅行
きらフェス満喫2泊3日コース

福岡→佐世保中央IC→九十九島パールシーリゾート→きらフェス会場→市内またはハウステンボス（宿泊）　
午後２時頃までに九十九島パールシーリゾートに到着。西海国立公園九十九島を観光遊覧船パールクィーンで。 
旬のカキも美味しいよ。その後まちなか観光（中心商店街・セイルタワーも必見）、暗くなってからきらフェ
ス会場へ。 島瀬公園、 アーケードを探索。 外人バー街や夜の街を満喫。

市内→ハウステンボス→東彼杵IC→長崎IC→長崎市（宿泊）
2日目はハウステンボス観光をほぼ終日かけて楽しもう。夕方一路長崎へ。中華街でおいしい
中華を食べた後は、世界新三大夜景に選ばれたロマンチックな稲佐山の夜景を見に行こう。

長崎市内観光→長崎IC→福岡
最終日は長崎市内を車で観光。 お昼は長崎出島ワーフでおしゃれに。 島原・雲仙コースもオススメ。 
冬の長崎を是非満喫してくださいね。

1
日目

2
日目

3
日目

※イベント内容や日時等は都合により変更になる
　場合があります。予めご了承ください。
※イベント内容や日時等は都合により変更になる
　場合があります。予めご了承ください。

一口1,000円
みんなの協力で100万個のイルミネーションを輝かせよう！

あなたもきらフェスサポーター
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612 日曜日 熱いビートに、島瀬公園もヒートアップ！

YOSAKOIさせぼ祭り
Social Distance Event
～祭会～
15:30～ 島瀬公園

ビーフラット
ショーケース
10:00～ 島瀬公園
熱いダンスで、心も体もポッカポカ！！

512 土曜日

佐世保工業高校吹奏楽部、佐世保南高
等学校ダンス部（予定）、FAKE（ヒュ
ーマンビートボックス）、佐世保商業高
校バトン部、西海学園吹奏楽部、聖和
女子学院ダンス部等、高校生の皆さん
が会場を魅了します！

今年、残念ながらコロナ禍で開
催できなかった「YOSAKOIさ
せぼ祭り」が、きらフェスで帰っ
てくる！新生活様式の中での
YOSAKOIを楽しもう！

美味しくてワクワクする、
ケータリングカーがやってくる！
もちもちポテト、たこ焼き、綿菓子、
餃子、花屋、カレー等々。

ケータリングカーデー
10:00～ 島瀬公園

2525

点灯式
みんなで点灯のカウントダウン！
（30分前からカウントダウン練習
もやるよ！）きらきらな37日間の
幕開けを、お見逃しなく！

優しい光が、まちに灯る。
感動の点灯の瞬間に立ち会おう！

ステージでの演奏経験が3回く
らい、まだまだ初心者のグルー
プやバンド、個人の方だったら
年齢、国籍を問わず出演しても
らえるステージです。
初々しい、ドキドキのステージを
お楽しみください。

豪雨災害を受けた人吉球磨地域を支援するため、佐世保
の飲食店が立ち上がった「えん卓プロジェクト」と、佐世保
西高校のコラボが実現！PRと対面販売に挑戦します！

2911 日曜日

佐世保ジャズスタディ
ビッグバンドコンサート
18:00～ 島瀬公園
県北唯一のビッグバンド、『佐世
保ジャズスタディビッグバンド』
がきらフェスに登場！世代を越
えたジャズの魅力を楽しもう。

ベンチャーズナイト
14:00～20:00 島瀬公園

1212 土曜日

フラメンコスタジオ ケレンシア、ATG 
flapダンス、佐世保ベンチャーズ！
大人のお楽しみ時間が、今年も始まり
ます！

佐世保特別支援学校和太鼓演奏・
ダンス披露、佐世保北高等学校・佐
世保北中学校吹奏楽部演奏、掛屋
剛志ピアノ演奏、その他、お楽しみ
ステージがいっぱい！
（写真は昨年の市民交流会の様子
です。）

RemixDanceStudio
ダンスパフォーマンス
16:00～  島瀬公園

2012 日曜日

佐世保 新アニメ始動!?
18:00～ 島瀬公園
地方創生に取り組む長崎国際大学 尾
場ゼミが企画した、佐世保を盛り上げ
る新アニメプロジェクトに
ついて発表！！
佐世保市観光大使（非公
認）の「碧波みなと」も登
場!?

21～11 毎週 土・日・祝日

きらきら高校生
パフォーマンスデー
13:00～20:00 島瀬公園

今年も素敵な音楽が
島瀬公園を彩ります。

きらきらイルミネーションマップ

この冬にしかない、素敵な瞬間がきっとある。“笑顔と心が集うまち、冬のSASEBO。”きらきらフェスティバル、25回目の冬。この冬にしかない、素敵な瞬間がきっとある。“笑顔と心が集うまち、冬のSASEBO。”きらきらフェスティバル、25回目の冬。

今だけの、フレッシュな魅力を感じよう！

佐世保中央ロータリークラブ30周年記念事業

ロータリーデー市民交流会
10:00～15:00 島瀬公園

九十九島パールシーリゾート

ハウステンボス

18:00～ 
島瀬公園

飲食店応援企画として、島瀬公園へ
出店して頂けるお店を募集！
コロナに負けずに、美味しい、楽しい
時間を過ごしましょう！

飲食店応援企画
16:00～ 島瀬公園

27～11 毎週 金・土（12月4日、5日、25日を除く）

和太鼓、ダンス、吹奏楽…。
多彩な催しがステージを飾ります。

この日、佐世保に新たな情熱が爆誕する！？

今年の「きらきらチャリティ
大パーティ」は、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、
中止となりました。
（楽しみにしていた皆様、
  ごめんなさい！）


