心おどる“さいこう”の 2日間

秋の 佐賀城公園イベント

入場
無料

S A I K O の 音 楽 と ア ート を 通 し て
佐 賀 の 文 化 的 な 魅 力 を 再 発 見！
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ART
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佐賀さいこうフェス Vol.5
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路靴
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中島美紀

2020. 10/24 (sat)・25(sun)

©浅井企画

どぶろっく

カノエラナ

高島みほ

徳丸英器

ASTERISM

千綿偉功

佐賀県立博物館・美術館前

お申込み方法は 2 通り
スマホ

●来場日時
●住所
●氏名
●電話番号
●同行者の住所、
氏名、電話番号

wacci

10/1（thu）受付開始予定

先 人 た ち の 志を今 に 活 かし、
未 来 へと繋ぐまつり

3

第 回

往復はがき

10/16（fri）必着

［はがき送付先］
〒840-0023
佐賀市本庄町大字袋286番地5号
サガンスクエアビル2階
株式会社エンターアイ内 城内イベント受付係

タイ舞踊や
美 味し いタイ料 理 を
楽しもう
タイフェスティバ ル

事前申込をお願いします
事前申込済の方を優先的に御案内します。事前申込がない
場合、混雑状況によっては御入場できない場合があります。
新型コロナウイルス感染症拡大の状況によってはイベントを中止
する場合があります。
その際は佐賀県のHPでお知らせします。

2020. 10/24 (sat)

タイフ
ェス
来てね
！

佐賀県立博物館・美術館前 ほか

2020. 10/24 (sat)・25(sun)
こころざしのもり
（佐賀県立図書館南側広場）

ステージMC ブンシリ

http://www.pref.saga.lg.jp

心おどる“さいこう”の 2日間

秋の 佐賀城公園イベント
2020. 10/24 (sat)・25(sun)
10/31（土）まで ※日曜日休館

元禄の殿様 - 文人大名

鍋島綱茂

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
開 催を契 機に、佐 賀 県がホストタウンとなっている
タイとの文化交流を図るイベントです。

佐賀駅
徴古館
佐賀中央郵便局

タイのグルメ、ワークショップ、舞踊やムエタイ等の
文化発信ステージはもちろん、佐賀県の伝承芸能
ステージなど、盛りだくさんの内容でお届けします。

有料

◎開催日／10/24（土）
・10/25（日）
◎時 間／10:00〜17:00
片田江
◎場 所／こころざしのもり

（佐賀県立図書館南側広場／佐賀市城内2-1-11）

県立図書館
佐賀県庁

有料

■ 受付

こころざしのもり

タイフェスティバル

（佐賀県文化プログラム）

https://www.saga-bunpro.jp/
市村記念体育館

佐賀さいこうフェス Vol.5
本丸通り

無料

「 佐 賀の“ 再 興 ” 」と「 “ 最 高 ”の佐 賀 」をテーマとした
アートと音楽の祭典。

県庁南側駐車場 徒歩約5分

第一線で活躍するミュージシャンのライブステージや
アートパフォーマンス、アーティストと参加者が一緒に
作品を作るワークショップなどが盛りだくさん！

◎開催日／10/24（土）
・10/25（日）
◎時 間／10:00〜18:00
◎場 所／佐賀県立博物館・美術館前

サガテレビ

身体障がい者用駐車場
さがレトロ館
無料
城内通り

（佐賀市城内1-15-23）

受付 ■

佐賀さいこうフェス
https://www.sagatv.co.jp/nx/art-project/fes/

鍋島直正公銅像

佐賀城鯱の門
ステージ

佐賀城本丸歴史館

県立美術館

県立博物館

〜11/3（火・祝）まで
県立博物館50周年
特別展関連企画
美術館コレクション展

海がいざなう物語

〜11/3（火・祝）まで
佐賀県立博物館50周年特別展

THIS IS SAGA

10/23（金）〜12/6（日）まで
テーマ展

佐賀の異才を追う
維新博メモリアル展示

周辺の有料駐車場を御利用ください。

御来場の皆様へ
●来場前に厚生労働省の接触確認アプリ
（ COCOA ）のダウンロードをお願いいたします。●イベ
ント当日、発熱や体調不良がある場合は来場をお控えください。●会場受付での検温で37.5 度を
超える発熱が見られる場合は御入場いただけません。●新型コロナウイルス感染症陽性と診断さ

尽力されている医療従事者の皆様へ感謝と敬意

会場周辺の駐車場は有料です。
を表そうと、佐賀から日本の医療に新たな風を吹き
込んだ偉人たちにスポットを当てたプログラムを

3×3Basketball
SAGA Super Games 2020

※県立博物館・美術館の駐車場は御利用いただけません。

繋いでいくまつりです。今回は規模を縮小し、佐賀
さいこうフェスのプログラムの中で実施します。
今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に

九州佐賀国際空港

2つの海が世界とつなぎ、佐賀をつくった

※無料駐車場には限りがありますので、満車の際は

佐賀の偉業・偉人を顕彰し、未来へとその「志」を

3×3バスケ

◎開催日／10/25（日）
◎時 間／HPでお知らせします
◎場 所／県立博物館東側駐車場

予定しています。

◎開催日／10/24（土）
◎時 間／15:00〜16:00
◎場 所／ 佐賀県立博物館・美術館前ほか
（佐賀市城内1-15-23）

さが維新まつり
https://saga-ishinmatsuri.jp/

れた方との濃厚接触がある場合等は御入場いただけません。●会場ではマスクの着用をお願いい
たします。●ご入場時に、手指の消毒をお願いいたします。●会場内では大きな声を出したり、他の
参加者に密接することがないよう御注意ください。●イベント参加中に発熱や体調不良を感じられ
た場合、状況によっては御帰宅をお願いする場合があります。●参加者の新型コロナウイルス感染
症が確認された場合は、管轄保健所へ来場者情報の提供を行う場合があります。●会場内の様子
を写真や映像で撮影し、今後の広報事業に使用させていただく場合があります。

お問合せ

佐賀さいこうフェスに関すること

さが維新まつりに関すること

3x3バスケに関すること

サガテレビ事業企画部

佐賀県文化課

佐賀県文化課

佐賀県スポーツ課

Tel.0952-23-9112

Tel.0952-25-7236

Tel.0952-25-7253

Tel.0952-25-7334

（平日10:00〜17:00）

タイフェスティバルに関すること

（平日8:30〜17:15）

（平日8:30〜17:15）

culture_art@pref.saga.lg.jp（佐賀県文化課/上記3イベント共通）

（平日8:30〜17:15）

sports@pref.saga.lg.jp

