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こちらに掲載の事業の他にも、たくさんの事業を企画しています。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

佐久市民の日とは？
　市民の皆さんと佐久市とが一体となって、佐久市の魅力を再発見し、愛着と誇りを抱いていただく
ため、毎年３月９日を「サンとキュウ」で「サク」の語呂に合わせて、「佐久市民の日」としています。

佐久市民の日記念事業
　佐久市民の日を記念して、次の３つの事業を実施します。大勢の皆さんの参加をお待ちしています。
・民間事業者、各種団体の皆さんによる協賛事業
・公共施設等の割引き・無料開放
・市の関連事業

お
得
な
企
画
が
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ん

記
念
事
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知
ら
せ



協賛事業者 事業内容 開催日・開催時間 問合せ
●飲食

浅
　
　
間

かりん亭　佐久店 佐久市民の日生ビール（中）390円セール！
　先着、限定なし！　期間中は390円

3/1㈮～9㈯
11：00～21：30 65−9555

㈱こうべ高麗
佐久市民の日3.9（サンキュー）ランチ
　�（シオタン、和牛カルビ、石焼ピビンバ、サラダ、キムチ、スープ）
￥3,900

3/9㈯～22㈮
11：30～14：00 66−7234

四川中華料理　佐介
佐久鯉のヒレ酒を提供
　鯉の新しい楽しみを作りました。
　鯉ヒレ酒！新しい佐久の名産を佐久の日本酒とともにお楽しみください。

3/9㈯～10㈰ 67−8070

南米カフェ
カサリブレ

佐久市民の日　ドリンク390円フェア
　ドリンク全品390円でご提供

3/8㈮～10㈰
18：00～22：00 85−2884

野
　
沢

そば処　佐山庵
３月９日佐久市民の日限定
先着15名もりそば390円　地元佐久産の佐山（佐久平）そば
　ご贈答用に佐久平そばをご予約にて承ります。
　（化粧箱入りで地方発送もできます。）

3/9㈯
11：30～ 62−3811

旅館　野澤館
３月９日佐久市民の日記念vol.4

「午後のひととき・お抹茶＆手作り和菓子セット」390円（税込み）
　お庭の見える食堂や客室でお抹茶と和菓子でお寛ぎください。
　３月６日㈬電話予約受付開始（予約制）

3/9㈯～24㈰
13：00～15：30 62−0152

中
　
　
込
　

大鷲
３月９日佐久市民の日限定　相撲グッズプレゼント
　�お食事をされたお客様１グループにつき、番付・浴衣地・手ぬぐい
等のいずれかを１つプレゼント

3/9㈯
11：30～14：00（L.O）
17：00～21：00（L.O）

63−0118

コスモスカフェ
（佐久医療センター1Ｆ）

３月９日佐久市民の日限定　コスモスカフェ４周年感謝イベント
　�３月９日限定で、サンドイッチなど軽食をご注文のお客様に、
　ブレンドコーヒーorストレートティーをサービス　※物販は対象外

3/9㈯
10：00～18：30 64−5088

中華照龍
佐久市民の日3月９日限定　中華照龍自慢の餃子１皿390円
　�人気の餃子（通常500円）をお食事御注文のお客様に390円で
ご提供。お持ち帰りは対象外

3/9㈯
11：00～14：00
17：00～21：00

62−6222

七代目　助屋
佐久市民の日　390円　安養寺らーめん
　お陰様で安養寺らーめん11周年を迎える事が出来ました。
　日頃の感謝を込めて年に1度の安養寺らーめん390円です！

3/9㈯
11：30～14：30
17：30～22：00

63−7274

ホテル　ナカジマ 3月9日佐久市民の日
　生ビール390円（通常600円）

3/7(木)～9㈯
17：00～21：00 62−6200

よこちょう本店
3月9日佐久市民の日限定　お寿司メニュー全品39％OFF
　・お持ち帰りでのご利用に限ります。
　・ネタに限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
　・前日正午までにご予約ください。

3/9㈯
9：00～19：00 62−2635

レストラン　ペペ パスタとステーキの店　肉工房レストラン　ペペ
　３月９日　１日中100円引き（全品食事代）

3/9㈯
11：00～13：30
17：00～19：30

090−
4738−
9029

レストラン　ラテール
（佐久医療センター4Ｆ）

３月９日佐久市民の日
レストランラテール４周年記念ドリンクサービスデー
　�お食事お召し上がりのお客様に、コーヒーまたは紅茶を１杯サービス
※単品・喫茶メニューは対象外

3/9㈯
10：00～19：45 64−6007

東

猪料理　やまおく 3月9日　デザート390円
　3月9日は御食事後のデザートセットを390円でご用意します。

3/9㈯
12：00～14：00
17：00～22：00

68−0676

ぐりーんろーど
佐久市民の日3.9（サンキュー）祭り
　�3月8日、9日、10日の3日間、
　通常750円の日替わりランチを390円で提供（１日限定10食）

3/8㈮～10㈰
11：00～14：00 68−1456

臼
田

健康カフェ・ベルフラワー
（うすだ健康館内）

3月9日はうすだ健康館「サンキューの日」
　�ありがとうの気持ちを込めて「ちょこっとスイーツ＆珈琲or紅茶
セット」を390円でご提供します！

3/9㈯～10㈰
10：00～17：00 81−5541

佐久しあわせ教室
3月9日佐久市民の日佐久鯉を食べよう　鯉料理提供　先着25名様
　佐久に住んだら「佐久鯉」食べよう
　高い空、澄んだ水、やさしい風土の温もり、育った佐久鯉、恋の味

3/9㈯
11：30～ 82−4893

■民間事業者、各種団体の皆さんによる協賛事業 （地区別・50音順）

※各事業内容については、一部変更となる場合がありますので、該当事業者等へ直接お問い合わせください。
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協賛事業者 事業内容 開催日・開催時間 問合せ
浅
科 川魚料理のむら 今年も来ました 3月9日　佐久市民の日

　・はやから揚�3本390円　・のむらのうどん�1杯390円
3/9㈯～10㈰
11：00～18：30 58−2701

望
　
　
月

味処　こまがた
３月９日佐久市民の日協賛　知事賞受賞食の提供
　�Ｈ30年度信州味のコンクールで最優秀賞（知事賞）を受賞した
「長者原キャベツの肉巻きフライ・雁食い味噌のソース添え」を
定食に仕立て、39％引きの500円で提供

3/9㈯
11：00～14：00 53−5811

（福）望月悠玄福祉会
カフェひまわり畑

佐久市民の日　地域の皆様いつもサンキュー
　�３月９日にスパゲティーご注文のお客様は、通常500円のところ
390円でご提供します。

3/9㈯
10：00～16：00 78−5167

㈲木村屋 佐久市民の日記念
　喫茶室にて390円セットを用意しています。 3月中全日 53−2110

布施温泉
３月９日佐久市民の日　佐久しおラーメン390円
　熊笹米粉麺の「佐久しおラーメン」を1杯390円で提供
　（先着39名様）

3/9㈯
11：00～
（食券販売10：00～）

53−0181

春日温泉
国民宿舎もちづき荘

3月9日佐久市民の日　佐久鯉あら汁振舞い　鯉来いバイキング
　・佐久鯉あら汁振舞い（無料）
　・鯉来いバイキング　お１人様550円

3/9㈯
11：30～13：00 52−2515

春日温泉　ゆざわ荘
3月9日佐久市民の日　佐久鯉御膳の割引
　佐久鯉御膳を通常1,500円→1,000円でご提供
　（限定20食：電話予約可）

3/9㈯
12：00～13：00 52−0022

●お買い物

浅
　
間

㈱つばさ公益社
つばさホール

「佐久市民の日」位牌全品39％OFF
　�位牌全品39％OFF!黒檀勝美5.5寸位牌なら、11,529円にて
　（彫刻費も含む）先着39名様まで

3/1㈮～31㈰
9：00～17：00

0120−
123−300

ホームバザー佐久店
3月9日佐久市民の日　サンキューポイント3倍セール！
　�ホームバザーポイントカード通常500円で1ポイントの所、
　期間中は3倍の3ポイントお付けします！

3/9㈯～10日㈰
10：00～20：00 66−3330

rodcontrol
ロッドコントロール

佐久市民の日3月9日特別セール　全品15％off！
　店内全品お買い上げ金額合計から15％off!!

3/9㈯
12：00～18：00 78−3173

野
　
　
沢

池田楽器店
佐久市民の日 3・9（サンキュー）セール♪
　�感謝（サンキュー）の気持ちを込め、ギターの弦交換とメンテナ
ンスを390円にて行います、（弦代は別）

3/1㈮～20㈬
10：00～17：30 62−0046

㈱魚甲商店
魚甲製品オール２割引
　�保存料、着色料は使用しておりません。昔ながらの製法で、安心
してお食べいただけます。

3/9㈯～17㈰
9：00～18：00 62−0304

おそうじ本舗
佐久中込店

佐久市民の日　３.9サンキューセールおそうじサービス企画
　普段手の行き届かないお家のお掃除をお手伝い！
　3,900円で１時間サービス提供致します。

3/1㈮～31㈰
8：30～17：30 85−1033

清水時計店 佐久市民の日記念セール
　パールネックレス（８ｍｍ玉）39,000円　３本限定

3/9㈯～29㈮
9：00～18：30 62−0962

臼
田

滝りんご直売所
地域活性の会
おいでなんし

滝りんご直売所おいでなんし　佐久市民の日
　�おいでなんしでは、地元の新鮮野菜、おいしい滝のくだもの等の
販売をしております。

3/9㈯
9：30～

080−
5145−
4165

望
月

しらかば店
望月の里

佐久市民の日（3月9日）サンキュープレゼント
　当店で買い物された方に、通常の他に5ポイントプレゼント
　（サンキュープレゼント）します。

3/9㈯
8：30～17：30 51−1177

佐久市望月商工会
佐久市民の日　協賛商業部会・工業部会合同売り出し事業
　佐久市民の日にちなみ、390円、3,900円等の価格帯を設定、
　合同売り出し事業を実施し、佐久市民の日を盛り上げます。

3/5㈫～１ヶ月程度
参加店の営業時間内

53−5442
佐久市望月
商工会

●金融

上田信用金庫
　岩村田支店
　野沢支店
　中込原支店
　臼田支店

３月９日は「佐久市民の日」
健康長寿応援「特別金利定期積金」
　特典１　お預入れ金利　店頭表示の２倍
　　　　　（期間３年・４年・５年　毎月１万円以上）
　特典２　ご契約者様全員に、記念品プレゼント
　特典３　「しんきんふれあい講演会」へご招待

3/1㈮～29㈮
営業時間内

岩村田支店
67−3345
野沢支店
62−1127
中込原支店
63−1080
臼田支店
82−7070

※各事業内容については、一部変更となる場合がありますので、該当事業者等へ直接お問い合わせください。
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協賛事業者 事業内容 開催日・開催時間 問合せ

●体験

浅
間

ぼろ織りを伝えていこう
岩村田宿の会

この地方で江戸時代から行われたといわれる、裂いて織り込む『佐
久織り（？）』を体験してみよう（うち織り着物の展示もあります）
　昔佐久地方で使われていた機織り（高機）で機織り体験
　機織り体験をした独身のお嬢様には織姫さんの初級認定書プレゼント

3/9㈯
10：00～16：00の
お好きな時間におい
でください。30分位　

090−
8328−
0587

（予約制）

中
込

佐久平ロッククライ
ミングセンター

3月9日限定　ワンコイン子供ボルダリング体験
　�3月9日佐久の日限定で4才～小学生対象のボルダリング体験会を
開催します。500円で1時間登りほうだい!!　みんな来てね！

3/9㈯
10：00～17：00 64−9789

●美容・健康

浅
間

腰・背中の痛み専門
整体　爽−SOU−

佐久市民の日　3.9セール!!
　腰痛専門の整体院が行う「腰痛専門整体」
　通常5,400円のところ、佐久市民の日（3月9日）にちなんで
　3,900円でご提供　※先着10名様限り

3/1㈮～29㈮
9：00～15：00
(月・木・土・日を除く)

73−9068

Little Duck,d FOXY
リトル ダック ディ 
フォクシー

佐久市民の日サンキューキャンペーン！
　フェイシャル＋頭皮ケア
　通常5,000円を3,900円にてサービス！
　ベッドに寝ながら、お顔・頭皮もスッキリ

3/9㈯～31㈰
10：00～20：00 68−7539

中
込 POLA　中込原店

春に花咲くメークレッスン
　�春は出会いの季節！新しいメークで新しい自分に出会ってみませ
んか。お茶とお化粧サンプルのお土産つき

3/8㈮
10：30～12：00 88−6113

●温泉

浅
間

天然温泉
佐久ホテル

「佐久市民の日」温泉390円入浴
　天然温泉に390円で入泉OK！　※10名様まで

3/9㈯
11：30～15：00 67−2016

●学習塾

浅
間

個太郎塾
佐久平教室

佐久市民の日3.9（サクサク）解ける！入試解説
　�屋代付属中、県立高校、センター試験の体験＆解説を個別に実施。
受験をお考えの方におすすめです。（無料）

3/9㈯
14：00～20：00の中
で2時間

88−7861

●スキー

浅
間

佐久スキーガーデン
「パラダ」

佐久市民の日記念「佐久市民特別割引デー」
　�広報佐久3月号をチケット売場に持参された方、おひとり様1回
のみ有効で、1日リフト券を通常料金の半額にて購入いただけます。

3/9㈯～10㈰
8：30～16：30 68−5116

●イベント

浅
間

イオンモール佐久平

佐久市民の日協賛セール
　8日から10日の3日間
　イオン佐久平店食品売場では佐久市で作られたものが大集合！
　�期間中はコージーコーナー前に「ちゃたまや」の特別売場ができ
るよ♪

　イベントのご案内：3月9日、10日「健康増進イベント」を開催
　モールウォーキングのイベントも実施するよ♪

3/8㈮～10㈰ 65−8711

こども体験！
ワークショップフェ
スティバル in 佐久
実行委員会

佐久市民の日特別イベント
こども体験！ワークショップフェスティバル in 佐久2019
　�昨年大好評だった、こども対象のワークショップの祭典を佐久平
交流センターで開催（入場無料）

3/9㈯
10：00～15：00
（予定）

実行委員会
090−
2203−
7903

●講演会

浅
間

佐久市市民活動
サポートセンター

佐久市民の日講演会
「わたしにもできるボランティア」～市民活動と社会参加～
　�みんなで楽しくできるボランティアと市民活動について一緒に考
えてみませんか。

　〔入場無料〕大勢の皆さんのご参加をお待ちしています。
　・市民ボランティアグループによるコラボ「ソーラン踊り」
　・栁田清二佐久市長の講演
　・�日本ボランティアコーディネーター協会理事��筒井のり子氏の講演

3/19(火)
12：50～16：20
（開場�12：00～）

64−6362

■民間事業者、各種団体の皆さんによる協賛事業 つづき

※各事業内容については、一部変更となる場合がありますので、該当事業者等へ直接お問い合わせください。
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●岩村田料飲組合　無
タ

料
ダ

まつり　３月９日㈯～３月17日㈰ 開催
①　２月中に参加店をご利用いただきGETした、スタンプラリーカードを参加店に提出してください。
②　「無料サービス＆ポイントGET！」
　　各店舗でお食事をご注文いただいたお客様に以下の「無

タ
料
ダ
」をご提供します。

　　（注）スタンプラリーカードを提出してください。
③　「ダブルチャンスで利用券をGET！」
　　３ポイントで1,000円分、9ポイントで10,000円分の利用券が抽選で当たります。
※詳しくは、岩村田料飲組合のホームページをご覧ください。

協賛事業者 事業内容 開催時間 問合せ

Artical-Lion　黒獅子 食後　ラ・フランスアイス 18：00～ 68−4277

居酒屋　でっぱり 店主おすすめ日本酒１杯 18：00～

猪料理　やまおく コーヒーまたはアイス 17：00～ 68−0676

ヴィーナスコート佐久平 ランチorディナーをご利用のお客様全員に
プルーンアイスクリームプレゼント

11：30～ランチ
18：00～ディナー 67−6000

御料理処　かつ栄 人気メニューの串カツ（１本） 11：30～13：30
17：00～21：00 67−3858

海鮮割烹　八風 お店で確認してください。 17：00～ 66−0082

海鮮屋　黒船　佐久平店 ドリンク１杯 17：00～ 66−0133

Casa Libre　カサ　リブレ お食事の方にドリンク１杯 12：00～ 85−2884

カジュアルダイニング　ろっそ デザート 18：00～ 78−3775

割烹あさや おまかせ料理注文のお客様に
日本酒１合かソフトドリンク１杯 11：30～20：30 67−2050

CAFÉ ＆ BAR　FABRICA 食後のアイスクリーム 19：00～ 68−7160

Café ＆ Wine　kfスタイル アルコールを注文したお客様に　お通し２点盛 18：00～ 77−7735

カフェレストラン　マロニエ 季節のサラダとドリンク 11：30～ 68−1330

くつろぎイタリアン　ほのBuono デザート盛合わせ
※おひとり様あたり、1,000円以上の御飲食された方 11：30～ 65−7566

ぐりーんろーど 厳選小鉢（ニシン煮付など） 11：30～ 68−1456

げんこつ屋 味玉１ケ（ラーメン付セット限定） 12：00～ 67−1500

小料理　与作 お通し１皿 18：00～ 68−0346

酒肴や　151　いこい お通し１品 18：00～

佐久平プラザ21 お子様入浴無料券 AM6：00～AM1：00 65−8811

三月九日青春食堂 お通し１皿 12：00～ 68−1139

寿司割烹　八風 お店で確認してください。 17：00～ 66−7830

スナック　I
イラカ

RAKA 生ビール１杯 20：00～ 67−1197

泰平 お通し１品 18：00～ 67−5508

中華料理　昊シン お店で確認してください。 12：00～ 66−6477

手打処　そば十
と　も

百 そば大盛分サービス 12：00～

頂
ディンタン

湯　sora 塩味玉 11：30～ 050−
3697−2612

鉄板ダイニング　t
タオ
ao ドリンク１杯 18：00～ 050−

3697−2612

鉄板ステーキダイニング　美実 ドリンク１杯 11：30～14：00
17：30～20：30 77−7410

鳥蔵　黒船 ドリンク１杯 18：00～ 78−5170

日本海寿司　海鮮　ひろ喜 生ビール（小） 12：00～ 68−5800

鶏バル　ワインのぐっさん お通し１皿 18：00～ 88−6117

BAR  LANTAN 自家製レーズンバター 19：30～ 65−7739

※各事業内容については、一部変更となる場合がありますので、該当事業者等へ直接お問い合わせください。
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パスタ＆バル　ヒロッシーニ ピンチョス（プチおつまみ） 18：00～ 67−7767

八風　別館 お店で確認してください。 17：00～ 77−7782

Hill Rd,Café 食後のアイスクリーム（１スクープ） 11：00～ 88−8377

ベーカリーテラス　ポアン コーヒー１杯（パン購入の方） 11：00～ 67−6777

ベリーベリースープ＆紅屋 ドリンク・バー 12：00～ 88−7975

味旬　花
は　な

菜 きまぐれランチ 11：30～ランチのみ 67−5587

焼肉食堂　彩華 韓国のり　１パック 営業時間中
AM11：30～AM2：00 67−0039

らーめん竹広 味玉またはバター 12：00～ 68−1985

リストランティーノ
マグリット プチフール（小菓子） 11：30～ 77−7197

レストラン　きくや ホットコーヒー、アイスコーヒー、りんごジュースの
いずれか１杯 12：00～ 67−2088

レストラン　ブランカン 健康美容ドリンク１杯 12：00～ 65−8883

和処　あずき 生ビールまたは日本酒 17：00～23：00 85−1040

●岩村田料飲組合　無
タ

料
ダ

まつり つづき　　３月９日㈯～３月17日㈰ 開催
①　２月中に参加店をご利用いただきGETした、スタンプラリーカードを参加店に提出してください。
②　「無料サービス＆ポイントGET！」
　　各店舗でお食事をご注文いただいたお客様に以下の「無

タ
料
ダ
」をご提供します。

　　（注）スタンプラリーカードを提出してください。
③　「ダブルチャンスで利用券をGET！」
　　３ポイントで1,000円分、9ポイントで10,000円分の利用券が抽選で当たります。
※詳しくは、岩村田料飲組合のホームページをご覧ください。

協賛事業者 事業内容 開催時間 問合せ

※各事業内容については、一部変更となる場合がありますので、該当事業者等へ直接お問い合わせください。

■公共施設等の割引・無料開放
対象施設等 開放方法 開放日・開放時間 問合せ

市内循環バス・路線バス・
デマンドタクシー 無料

3/8㈮～10㈰　終日
対象路線：
・市内循環バス（北循環線、南循環線）
・�廃止代替バス（山手線、香坂線、志賀線、
内山線、大沢線、布施線、春日線）

・デマンドタクシー
　�（御牧原線、畳石線、布施線、観音寺線、
長者原線、合の沢線、春日線、湯原新田
線、十二新田線、田口線、岩水線、平根
エリア、東エリア、中佐都エリア、平賀
エリア、野沢エリア、浅科エリア）

生活環境課
62−3094

sakumo
佐久市子ども未来館

入館券
大　人：500円→400円
子ども：250円→200円
プラネタリウム観覧券
大　人：700円→560円
子ども：350円→280円
入館観覧セット券
大　人：1,000円→800円
子ども：500円→400円

3/9㈯～10㈰　9：30～17：00
※他の割引との併用はできません

子ども未来館
67−2001

駒場公園プール

プール１回入場券
大　人：500円→250円
中学生：300円→150円
小学生、３歳以上：
　　　　100円→50円

3/9㈯　11：00～19：00
専用は除く
※他の割引との併用はできません

駒場公園
68−1399

布施温泉
入浴料
大人：500円→390円
小人：250円→200円

3/9㈯　10：00～22：00（最終受付21：30）
※他の割引との併用はできません

布施温泉
53−0181
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※各事業内容については、一部変更となる場合がありますので、該当事業者等へ直接お問い合わせください。

対象施設等 開放方法 開放日・開放時間 問合せ

あさしな温泉
穂の香乃湯

入浴料
大人：500円→390円
小人：250円→200円

3/9㈯　10：00～22：00（最終受付21：30）
※他の割引との併用はできません

穂の香乃湯
58−0033

春日温泉
国民宿舎　もちづき荘

入浴料
大人：500円→390円
小人：250円→200円
宿泊料：20%引き

3/9㈯　8：00～21：00（最終受付20：15）
※他の割引との併用はできません

もちづき荘
52−2515

春日温泉　ゆざわ荘
入浴料
大人：500円→390円
小人：250円→200円
宿泊料：20%引き

3/9㈯　8：30～21：00（最終受付20：15）
※他の割引との併用はできません

ゆざわ荘
52−0022

平尾温泉　みはらしの湯

入浴料
高校生以上：

800円→600円
中学生：800円→600円
小学生：400円→300円

3/9㈯　10：00～22：00（最終受付21：30）
※入浴200円割引券を当日利用者に配布

みはらしの湯
68−0261

あいとぴあ臼田（風呂） 無料 3/8㈮・11㈪・12㈫・13㈬・14㈭
10：00～16：00

あいとぴあ臼田
82−4332

臼田老人福祉センター（風呂） 無料
3/8㈮　10：00～15：00
3/11㈪　13:00～16:00
3/12㈫・13㈬・14㈭　10:00～16:00

臼田老人福祉センター
81−5061

望月老人福祉センター（風呂） 無料 3/8㈮・11㈪・12㈫・13㈬・14㈭
10：00～16：00

望月老人福祉センター
53−4033

佐久市老人福祉センター
「長寿閣」（風呂） 無料 3/8㈮・11㈪・12㈫・13㈬・14㈭

10：00～15：00
老人福祉センター「長寿閣」

67−5575

佐久市川村吾蔵記念館 無料 3/9㈯～10㈰・24日㈰　9：00～17：00 川村吾蔵記念館
81−5353

佐久市天体観測施設
うすだスタードーム 無料 3/9㈯～10㈰　10：00～22：00 うすだスタードーム

82−0200

佐久市立天来記念館 無料 3/9㈯～10㈰　9：00～17：00 天来記念館
53−4158

佐久市立
望月歴史民俗資料館 無料 3/9㈯～10㈰　9：00～17：00 望月歴史民俗資料館

54−2112

旧中込学校 無料 3/9㈯～10㈰　9：00～16：00 旧中込学校
62−7845

佐久市立近代美術館 無料 3/9㈯～10㈰　9：30～17：00 近代美術館
67−1055

平尾山公園
昆虫体験学習館 無料 3/9㈯～10㈰　10：00～16：30 昆虫体験学習館

68−1111

佐久総合運動公園
陸上競技場 無料

3/8㈮～10㈰　8：30～21：30
※トラックのみ利用可
　(ただし、専用はできません) 陸上競技場

63−7101佐久総合運動公園
補助競技場 無料 3/8㈮��8：30～17：00

※全面利用可（ただし、専用はできません）

事業名 事業内容 実施日・実施時間 問合せ

シルバーランドみつい
施設見学会

施設職員が案内する施設見学
（１日２回）

3/8㈮～10㈰
10：00～
14：00～ シルバーランド

みつい
66−6800シルバーランドみつい

いきやしょみつい世代
交流会

施設が開催している地域交流会「いきやしょみつい」にて
お年寄りと子ども達によるおやつ作り

3/9㈯
9：00～11：30

シルバーランドきしの
施設見学とお餅の振る舞い

施設見学と、施設内地域交流室にてお餅つきを行い、限定
39食を提供
施設見学にお越しいただいた方、地域の方等との交流も兼ねて開催

3/9㈯
9：00～12：00

シルバーランド
きしの
64−6635

■市の関連事業
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資源保護のため
植物油インキ／再生紙を使用しています。

■市の関連事業 つづき

※各事業内容については、一部変更となる場合がありますので、該当事業者等へ直接お問い合わせください。

■問合せ　総務課　☎62−3002

事業名 事業内容 実施日・実施時間 問合せ
文化振興基金活用事業
劇団四季ファミリー
ミュージカル

「魔法をすてたマジョリン」

コスモホールに今年は「マジョリン」がやってきます。
魔女と人間たちとの心と心の交流を描いたオリジナル
ミュージカルをお楽しみください。
※チケットは完売しました

3/21(木・祝日)
開演15：00
（開場14：30）

文化振興課
62−5535

川村吾蔵記念館企画展
「郷土の作家展」
大工原昌子絵画展

佐久市中小田切在住、鉛筆画・水彩画講師として活躍されて
いる大工原昌子さんが制作した、アクリル画、鉛筆画、水彩
画を展示します。
※3/9㈯、3/10㈰、3/24㈰は全館観覧無料

3/9㈯～24㈰
9：00～17：00
※毎週火曜日は休館

川村吾蔵記念館
81−5353

五郎兵衛記念館
「館蔵古文書から知る

協働共助の佐久の先人達」

館収蔵古文書から近世江戸時代佐久の祖先たちが支配の領
域を越え、社会の発展に尽くしてきた姿を報告
駅伝が一本の襷に全体の命を懸けるように、江戸時代宿場
から宿場への宿次による物資と人の移動は一つの宿場が欠
ければ全体の機能がマヒしてしまいます。中山道を守るこ
とに命を懸けてきた祖先たちの尊い足跡を追います。

3/1㈮～10㈰
9：00～17：00

五郎兵衛記念館
58−3118

望月歴史民俗資料館
企画展「郷土の雛人形展」
～旧家のおひなさま～

地域の方々より寄贈していただいた、江戸時代から現代ま
での雛人形約200点を展示
※3/9㈯、3/10日㈰は全館観覧無料

2/16㈯～3/24㈰
9：00～17：00
※毎週月曜日は休館

望月歴史民俗資料館
54−2112

天来記念館
「第６回地元高校書道部
作品発表会」

地元高校の卒業式に合わせた、書道作品の発表
※観覧無料（ただし常設展は別途観覧料が必要）　
※3/9㈯、3/10日㈰は全館観覧無料

2/23㈯～3/10㈰
9：00～17：00
※毎週月曜日は休館

天来記念館
53−4158

文化財事務所
「考古遺物展示室特別展示」

通常は展示していない佐久市出土の古代印を２日間限定で
特別に展示　　

３/９㈯～10㈰
9：00～17：00

文化財事務所
63−5321

第４回市民交流ひろば
小学生周回駅伝大会

市民交流ひろばの園路を周回する小学生向けの駅伝大会を
開催（参加費無料）
※事前の参加申込が必要です。
※60チーム限定のため申込受付を締め切る場合があります。

3/10㈰
10：00スタート

市民交流ひろば
管理事務所
68−5610

議場コンサート

市民の皆さんに議会をより身近に感じてもらうため、議場で
コンサートを実施。
出演　カンネル�：クリスティ・ミューリング
　　　チェロ�：�アアレ・タンメサル
　　　ハンドベル�：�ガチャベルの皆さん
※�入場無料ですが、50席分は予約席としました。予約期間
は2/25㈪～3/1㈮です。

　�詳細は、議会だより２月号、３月号をご覧ください。

3/8㈮
15：00～16：30（予定）

議会事務局
62−3495

浅間総合病院
スプリングコンサート 佐久古楽合奏団による演奏 3/8㈮

17：00～17：30

浅間総合病院
総務課
67−2295

学校給食
「佐久の日丼」

佐久市民の日の学校給食特別献立として「佐久の日丼」を
児童・生徒に提供
　佐久地域からは　安養寺みそ
　臼田地域からは　プルーンジャム
　浅科地域からは　凍み豆腐
　望月地域からは　雁喰みそ　　　を使用した献立

3/8㈮
昼食時

学校給食課
62−3493

保育園給食
「３月９日は佐久市民の
日特別メニュー」

佐久市内の食材や伝統食を取り入れた、佐久市民の日特別
メニューの給食を保育園児に提供

3/8㈮
昼食時

子育て支援課
62−3149

臼田学園行事食
「３月９日佐久市民の日
献立」

施設内での生活が主となる利用者の皆さんに、食事を通し
て行事を感じていただく為、佐久市民の日に合わせ佐久特
産の鯉料理と地元の食材をたっぷり使った食事を提供

3/9㈯
昼食時

臼田学園
82−2407

市長表彰 政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に
寄与し、その功績が顕著な方を表彰

3/8㈮
13：15～14：30

広報情報課
62−3075

マイナンバーカードの
無料申請出張窓口

イオンモール佐久平の２階イベントホールにて、マイナン
バーカードの申請に必要な顔写真を無料で撮影し、カード
申請のお手伝いを実施

3/9㈯
13：00～16：00

市民課
62−3087
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