
佐久市民の日について
市民の皆さんに、佐久市の魅力を再発見し、ふるさとへの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。
今年は、市と市民の皆さんが一丸となり、「新型コロナウイルス感染症による影響を受けた
社会経済活動の活性化」を図るため、記念事業を実施します。
 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。各事業、新型コロナウイルス感染防止対策を
徹底して実施しますので、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
・公共施設等の無料開放・割引
・市の関連事業

●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。
●39プレミアム2021（佐久市プレミアム付商品券）やさく割電子クーポン（冬ハレタ）を
　利用できる店舗が含まれていますので、ご利用ください。
●新型コロナウイルス感染症の状況により、事業内容が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。

記念事業の
お知らせ

佐久市民の日

ホームページQRコード

別冊
 広報佐久
令和４年３月
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※新型コロナウイルス感染症の状況により、事業内容が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。

■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）

協賛業者 事業内容 開催日・開催時間 問合せ
●飲食

浅
　
間

コスモスカフェ 
佐久平駅店

３月９日佐久市民の日限定
コスモスカフェ４周年記念感謝イベント
そば・うどんメニュー通常630～670円を、
３月９日限定で390円（税込）

３/９㈬
午前11時～午後５時 78−5853

JWTジャパン
ウインズツアー
株式会社

３月９日佐久市民の日記念
飲んでも安心！タクシー送迎プラン
お食事＋飲み放題＋往復タクシー（片道30分以内）で、
お一人様￥5,000ポッキリ！　2名様から出発保証。

～３/27㈰
佐久市内　限定飲食店 66−1268

デニーズ　佐久平店
佐久市民の日を家族で祝おう！
子育てパスポートご提示で、お食事代５%（多子世帯プレミ
アムは７％）の割引き実施中です。
お子様同伴でなくてもご利用いただけます。

３/１㈫～３/31㈭
営業時間内 65−7587

中
　
込

インドカレー
ミラマハル

佐久市民の日39・テイクアウトナン　全て50円引き
ナンをテイクアウトの方、全てのナンを50円引きとします
（プレーンナン270円→220円、お好みナン520円→470円）。

３/９㈬～３/31㈭
午前11時30分～
午後９時30分

64−8744

株式会社　大鷲
佐久市民の日　さくら咲く佐久平でリフレッシュでサンキュー
とり唐揚・サラダのハーフサイズを、それぞれ390円で
ご提供します。

３/９㈬～３/16㈬
午前11時30分～午後２時
（ラストオーダー）
午後5時～午後9時 
（ラストオーダー）

63−0118

季節料理　升
３月９日限定　佐久市民の日特別メニュー
馬刺し（赤身、タン、ハツ、タテガミ）各390円で提供します。
※先着39名様限り、なくなり次第終了。

３/９㈬
午後５時～午後11時 63−5526

高原カフェ 
ツリーハウス

３月９日「佐久市民の日」限定メニュー
手作りのケーキやワッフルを、飲物（コーヒー、紅茶）と
セットにして、¥390で提供します。

３/９㈬
午前10時～午後３時 65−2816

食彩かのん
３月９日は佐久市民の日です
先着39杯
生ビール中ジョッキ　￥390！！

３/９㈬
午後５時～午後８時 63−5333

中華照龍

３月９日佐久市民の日
中華照龍自慢の餃子１皿390円
人気の餃子を、店内でお食事メニューご注文のお客様に390
円でご提供。テイクアウトは、餃子以外のご注文1,000円以
上ご利用のお客様が対象です。

３/９㈬
午後５時～午後8時30分
（店内飲食）
午後５時～午後７時
（テイクアウト）

62−6222

ホテル　ナカジマ 佐久市民の日サービスデイ
生ビールとお酒、通常650円を390円でご提供します。

３/６㈰～３/12㈯
午後５時～午後９時 62−6200

麺匠　佐蔵 佐久市民の日　390円ら～めん
３月９日限定ら～めん　390円

３/９㈬
午前11時30分～午後２時30分
午後５時30分～午後９時

63−7274

よこちょう　本店
３月９日佐久市民の日　お寿司特価セール
３月９日ご利用限定。寿司メニュー39％OFF。
※お持ち帰り限定。　※2日前までに要予約。
※品切れの際は、ご容赦下さい。

３/９㈬
午前10時～午後５時 62−2635

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「チョコっとスイーツ＆珈琲
or紅茶セット」を390円でご提供します！

３/４㈮～３/10㈭
午前10時～午後４時
※８㈫は定休日

81−5541

浅
　
科

居酒屋　でん
佐久市民の日　390円特別セール！
期間中、毎日先着10名様に、
①生ビール及びハイボール1杯390円、
②手づくり餃子1個おまけ6個で390円

３/１㈫～３/９㈬
午後６時～午後８時 58−4009

川魚料理　のむら
佐久市民の日 サービスデイ
はやのカラ揚　   3本390円
のむらのうどん　1杯390円
必ず予約してください。

３/９㈬
午前11時～午後７時 58−2701
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※新型コロナウイルス感染症の状況により、事業内容が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。

広報佐久 別冊 令和４年３月

協賛業者 事業内容 開催日・開催時間 問合せ
●飲食 つづき

浅
科

道の駅ほっとぱーく
浅科 
レストランあさしな亭

佐久市民の日限定100食！カレー390円
あさしな亭オリジナルの人気のチキンカレーを、390円で
ご提供します。
※限定100食

３/９㈬
午前11時～午後２時30分 58−0585

望
　
月

味処　こまがた
３月９日佐久市民の日協賛郷土食「お煮かけうどん」の日
食の洋風化などから忘れかけている、佐久地方を代表する郷
土食「お煮かけうどん」を、３月９日佐久市民の日限定390
円でご提供します。

３/９㈬
午前11時～午後2時 53−5811

食材工房　光志亭
佐久市民の日
「サクサクチョコタイヤキ」・「安養寺ぎょうざ」390円
〇サクサク（3939）チョコタイヤキ（５個入）…390円＜数量限定＞
〇安養寺ぎょうざ（６個入）…390円

３/１㈫～３/13㈰
午前11時～午後２時30分
午後５時30分～午後８時

78−5415

有限会社　天船 
（寿司・十割そば天船）

３月９日佐久市民の日限定セール
地元、望月観音寺産の石臼挽き十割そばを390円、天ぷらを
390円でご提供します。

３/９㈬
午前11時～午後２時
午後５時～午後８時

53−3055

ふじた食堂
佐久市民の日「春のワンコインスパゲッティー」
ナポリタン１人前　通常800円を、税込500円で
ご提供します。

３/５㈯～３/13㈰
午前11時30分～午後１時30分 
※ランチのみ

53−3726

（福）望月悠玄福祉会　
Café ひまわり畑

サンキュー佐久市民の日
飲み物又は軽食を注文された方へ、アイスクリームを
サービスします。

３/９㈬
午前10時～午後４時 78−5167

●お買い物

浅
　
間

株式会社シナノ
３月９日佐久市民の日を含む１ヶ月間ご来社の皆様に
心を込めてプレゼント
佐久市民の日を含む3月いっぱい、シナノでお買い物の
お客様に「ありがとう」のお茶をお配りします。

3/1㈫～３/31㈭の
営業日
午前８時～午後５時

67−3324

㈱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㈫～３/31㈭
午前９時～午後５時

0120−
123−300

ホームバザー佐久店
３月９日佐久市民の日記念　入浴剤プレゼント！
税込2,000円以上お買い上げの方、先着50名様に、入浴剤を
プレゼント。

３/９㈬～
なくなり次第終了

午前10時～午後８時
66−3330

野
　
沢

池田楽器店
佐久市民の日 3・9セール！！
バッカスエレキ弦とヘットウェイアコギ弦を1セット390円
で販売します。

３/１㈫～３/13㈰
午前10時～午後５時 62−0046

㈱魚甲商店
佐久市民の日　甘露煮3本セット特別セール！！
虹ます甘露煮・千曲あゆ甘露煮・いわな甘露煮の３本セット
で税込1,390円。

３/９㈬～３/13㈰
午前９時～午後６時 62−0304

おそうじ本舗 
佐久中込店

佐久市民の日 ３月９日は「シンク磨きコーティング」3,900円！
3,900円（税込）でキッチンシンク、洗面ボウル、トイレ
手洗器等、磨き上げコーティングします。

３/９㈬～３/31㈭
午前８時30分

～午後５時30分
※時間帯はお客様
　と都度調整

85−1033

清水時計店

佐久市民の日にパールネックレス¥39,000販売・腕時計
¥390電池交換
パールネックレス（８ｍｍ玉）￥200,000の商品を、
限定３本のみ、１本¥39,000で販売します。また、腕時計の
純正電池交換800円を１個390円で実施します。

３/９㈬～３/31㈭
午前９時

～午後６時30分
62−0962

株式会社　タク技研
佐久市民の日×北斗の拳×佐久市×タク技研
令和４年３月９日“北斗の拳デザインマンホールピンバッジ”
のシークレットVer.が販売開始となります。

３/９㈬～販売終了まで
タク技研：
午前８時30分

～午後５時30分
（各販売店様で異なる）

62−8898

道の駅 
ヘルシーテラス
佐久南

佐久市民の日記念「人気の桜商品　390円セール！！」
当店で人気の桜商品を390円（税込）のお楽しみ袋にして、
数量限定で販売します。

３/２㈬～３/９㈬
午前９時～午後６時 78−3383

■民間事業者、各種団体の皆さんによる協賛事業 つづき （地区別・50音順）
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※新型コロナウイルス感染症の状況により、事業内容が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。

■民間事業者、各種団体の皆さんによる協賛事業 つづき （地区別・50音順）

協賛業者 事業内容 開催日・開催時間 問合せ
●お買い物 つづき

中
　
込

㈱モンドウル田村屋
３月９日佐久市民の日　銘菓「信濃日記」を差し上げます。
商品をお買い上げ頂いたお客様（先着39名様）に、銘菓
「信濃日記（杏、ブルーベリー）」を２本差し上げます。

３/９㈬
午前９時30分

～午後４時
62−2909

六川商店
３月９日佐久市民の日　390円セール
500円の手づくりお弁当を390円（税込）で販売します。
※２日前までのご注文に限ります。

３/９㈬
午前11時～午後１時 62−0708

臼
　
田

スーパーしまや
佐久市民の日協賛サービスセール
店頭チラシにて、39円、139円、239円、390円等、39に
こだわった価格設定で大特価セールを行います。

３/７㈪～３/14㈪
午前８時

～午後６時15分
82−2223

浅
　
科

あさしな温泉 
穂の香乃湯

穂の香乃湯　佐久市民の日　福袋販売
佐久市民の日福袋（500円、1,000円）を販売します。
※限定各39個。お１人様１個限り。※なくなり次第、終了。

３/９㈬
午前10時～
※開催時間は変更になる場合
　がありますので、施設へお
　問い合わせください。

58−0033

望
　
月

春日温泉 
国民宿舎もちづき荘

もちづき荘　佐久市民の日「39福袋」販売
「39福袋」（500円、1,000円）を販売します。
※限定各39個。お１人様１個限り。※なくなり次第、終了。

３/９㈬
午前11時
※開催時間は変更になる場合
　がありますので、施設へお
　問い合わせください。

52−2515

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。

３/６㈰～１ヶ月程度
参加店の営業時間内

佐久市
望月商工会
53−5442

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
３月９日に当店でお買い物をされた方に、当店ポイントを
通常の５倍サンキュープレゼントします。

３/９㈬
午前８時30分

～午後５時30分
51−1177

布施温泉
布施温泉　佐久市民の日　福袋販売
佐久市民の日福袋（500円、1,000円）を販売します。
※限定各39個。お１人様１個限り。※なくなり次第、終了。

３/８㈫
午前10時～
※開催時間は変更になる場合
　がありますので、施設へお
　問い合わせください。

53−0181

浅
間
・
野
沢
・
中
込

ソーマ　佐久平
薬局・野沢薬局・
中込薬局

３月９日佐久市民の日　キャンペーン
３月９日に当店でお買い物をしていただいたお客様（先着39
名様）へ、ボックスティッシュを１箱プレゼントします。

３/９㈬
午前９時～午後６時

佐久平 
88−5130 
野沢 
64−6307 
中込 
63−2568

中
込
・
浅
間

ヤンキー本店・
佐久平店

佐久市民の日３・９（サンキュー）割引
日頃の感謝を込めて佐久市民の日（３月９日）に
割引サービスをさせていただきます。

３/９㈬～３/31㈭
午前11時～午後７時
※定休日、時間の　
　変更あり

本店 
62−4034
佐久平店 
67−7644

●美容・健康

浅
　
間

アクネス佐久平
「佐久市民の日」健康への第一歩をアクネス佐久平で！ 
① プール利用及び水中運動教室への参加を、期間中390円で
　 ご利用いただけます（炭酸浴も利用可）。
② ３月中に入会された方は、３月分会費無料。

３/９㈬～3/31㈭
※開催時間は、
　お問合せ下さい。

68−6800

Beauty Salon 
Remiha 

（ビューティー サロン レミハ）

佐久市民の日記念　人気のオプション39％OFF
超音波、微弱電流　39％OFF
各2,200円→各1,220円

３/１㈫～３/31㈭
午前９時～午後７時

070−3773
−2345

プリータ佐久平店
佐久市民の日　特別企画
「佐久市民の日」にちなんで、半身マッサージ（20分）を
通常¥6,050→¥3,939の特別価格でご案内！

３/１㈫～３/31㈭
予約制 67−8641

MY-BODY　 
佐久インターウェーブ

３月９日佐久市民の日「マイボディ24Hジム・初回体験無料」
ジムの初回体験550円（税込）無料
※先着10名様限り

３/９㈬
午前11時～午後８時 88−6506

Little Duck,d FOXY
（リトル　ダック

ディー　フォクシー）

佐久市民の日　フェイシャル3.9（サンキュー）キャンペーン 
通常5,000円のフェイシャルコース（首、肩、デコルテ含む）
を3,900円にてサービス致します。

３/１㈫～３/31㈭
午前10時～午後８時 68−7539
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※新型コロナウイルス感染症の状況により、事業内容が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。

広報佐久 別冊 令和４年３月

■民間事業者、各種団体の皆さんによる協賛事業 つづき

■岩村田料飲組合の皆さんによる協賛事業

（地区別・50音順）

（順不同）

協賛業者 事業内容 開催日・開催時間 問合せ
●美容・健康 つづき

野
　
沢

Passer Toujours
（パセ・トゥジュール）
川村美容室

【佐久市民の日 39フォトプラン】
～素敵にお仕度して、お気に入りの写真を残そう～
39,000円（税込42,900円）で出来る特別フォトプラン
（プロカメラマン＋ヘア＆メイク＋着付＋着物レンタル＋
サロン貸切１時間）

３/１㈫～３/31㈭
午前10時～午後４時 63−7338

中
　
込

POLA　中込原店 ３月９日佐久市民の日記念　花サクメイクレッスン
明日から使えるメイクテクニックをプロが教えます。

３/９㈬
午前10時～午前11時30分
午後１時30分～午後３時

63−6866

リラクゼーション
サロン
Rest（レスト）

佐久市民の日記念　お得なリンパマッサージ
体の老廃物を流して、スッキリ元気に春を迎えましょう。体
（首～足まで、足湯、頭皮マッサージ）60分、通常4,400円
→3,900円（女性限定）。

３/９㈬～３/13㈰
午前９時～午後７時

090−5824
−7729

●温泉

浅
　
間

佐久平プラザ21
３月９日佐久市民の日　お子様無料（３歳～小学生まで） 
当日の入館料を無料とさせていただきます。
（当日の限りはありません。）

３/９㈬
午前６時～午前１時 65−8811

天然温泉　佐久ホテル
３月９日佐久市民の日　天然温泉390円！（通常600円） 
地下１mから湧出する天然温泉は、七色に変化する湯です。
お楽しみください。　※先着３名様

３/９㈬
午前11時30分

～午後２時
67−3003

望
　
月

春日温泉　かすがの森
３月９日佐久市民の日　日帰り入浴390円
2022年３月９日
通常日帰り入浴料金：大人700円を390円にします。

３/９㈬
午前10時～午後２時
（受付時間）

52−2111

●学習塾

浅
　
間

個太郎塾
佐久平教室

佐久市民の日3.9（サンキュー）春期講習
春期講習４回分の授業を、佐久市民の日にちなんで、
サンキュープライス（3,900円）で受けつけます。

３/１㈫～３/31㈭
午後３時30分～午後４時50分
午後５時～午後６時20分
午後６時30分～午後７時50分
午後８時～午後９時

88−7861

●イベント

浅
　
間

イオンモール佐久平
・佐久大学

佐久市民の日特別イベント
「コロナ禍でも楽しもう！佐久市民の日」
イオンモール佐久平のセントラルコートにおいて、
イオン・佐久大学・佐久市が特別イベントを開催予定。

３/６㈰
午前11時～午後４時

イオンモール
佐久平
65−8711

野
　
沢

れちとび

「つみきであそぼう」
３月９日・佐久市民の日特別ワークショップ
3,000個の積木でダイナミックな作品を。
特別価格1,610円（390円引き）
場所：佐久平交流センター２階　第２会議室

３/13㈰
午前10時～午前11時

https://
letitobe.
site/

●結婚式

浅
　
間

ヴィーナスコート 
佐久平

『３月９日佐久市民の日』特別企画
39Wedding
３月中のお日にち限定！先着３組様！結婚式費用が39%OFF！
完全貸し切りの空間で思い出に残る結婚式を

３月中の
お日にち限定 67−6000

協賛事業者 事業内容 開催日・開催時間 問合せ

泰平 豚しゃぶ通常1,500円のところ、39％引きの915円
（10食限定）で提供いたします。 ３/９㈬　 67−5508

平尾温泉みはらしの湯 
食事処　ひらね

ランチタイム時、先着50名様に限り、そば普通盛りを大盛り
に追加料金なしで変更可能とします。

３/９㈬
正午～午後２時 68−0261

『佐久市民の日応援ありがとう！岩村田料飲組合から感謝をこめて！！』
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■岩村田料飲組合の皆さんによる協賛事業 つづき （順不同）

『佐久市民の日応援ありがとう！岩村田料飲組合から感謝をこめて！！』

協賛事業者 事業内容 開催日・開催時間 問合せ

居酒屋こんどう
岩村田店

「佐久の地酒３種飲み比べ」通常1,100円のところ、半額の
550円で提供いたします。※お一人様、１日１回限り。

３/１㈫～３/31㈭
午後５時～午後８時 68−7300

酔い処　ひろ 広島焼を390円で提供いたします。 ３/８㈫～３/10㈭
午後６時～午後８時

080−1366
−0333

うまいもん　さっさん 時間限定！ジムビームハイボール39円！
※お一人様１杯まで。

３/１㈫～３/31㈭
午後６時～午後８時 78−3329

Café ＆ Bar 
Fａｂｒｉｃａ ボトルワイン最初の１本390円引き。 ３/９㈬

午後７時～午前０時
090−5343

−9719

和飲酒場
L'ａｕｂｅ

グラスワイン（赤もしくは白）650円を390円で提供いたし
ます。※お一人様２杯まで。

３/９㈬
午後５時～午前２時 73−9114

ベリーベリースープ
×紅屋

佐久市民の日　３月10日限定　先着５名様
お食事代より39％引き！

３/10㈭
午前11時～Lo午後１時45分 
午後6時～Lo午後８時45分

88−7975

猪料理　やまおく ３月９日、サワー・カクテルALL390円
３/９㈬
正午～午後２時
午後５時～午後９時

68−0676

リストランティーノ 
マグリット

ランチタイム全てのお客様に、食後のプティフール
（サクサク小菓子）をサービスで提供いたします。

３/１㈫～３/31㈭
午前11時30分～午後２時
※定休水曜日は除く

77−7197

げんこつ屋 セットメニューに限り、味付玉子サービス。
各種ラーメン、セットメニュー、チャーハン、餃子等あります。

３/９㈬・３/10㈭
午前11時30分

～閉店まで
67−1500

Hill Rd. Café 
（ヒルロード カフェ）

ランチメニューにお付けできる「サラダセット」又は「ヒルロー
ドセット」ご注文で、食後のアイスクリームを進呈いたします。

３/１㈫～３/15㈫
午前11時～午後４時 88−8377

小料理　与作 ３月９日限定、おつまみ１品サービスします！ ３/９㈬
午後６時～午後10時 68−0346

くつろぎイタリアン 
ほのBuono

「ブラックアンガス牛のグリリアータ」200g　¥1,760（税込）　
39%OFF　39枚限定

３/９㈬
午後６時～午後９時 65−7566

味旬　花菜 限定10食　花菜特製3,900円ランチ ３/９㈬
午前11時30分～午後２時 67−5587

スナック　IRAKA 生ビール１杯無料！ ３/９㈬
午後８時～午後11時

090−
1865−
3602

¿Casa　Libre？
39の日限定バーガーセット　500円
キッズバーガーセット　300円
「39の日限定バーガー」と注文お願いいたします。

３/７㈪～３/９㈬
午前11時30分

～午後３時
85−2884

ＢＡＲ　LANTAN サッポロ生ビール黒ラベル＜樽生＞
390円にてご提供（お一人様３杯まで）

３/１㈫～３/９㈬
午後７時30分～午前２時 65−7739

レストランきくや とんかつ定食ご注文のお客様に、えびフライ（大）を
１本サービスします。

３/９㈬
正午～午後２時
※ランチのみ

67−2088

磊庵はぎわら 鯉かまぼこ（佐久鯉のすり身で造る）をトッピングした
温かい「鯉そば」を390円値引きの990円でご提供します。

３/１㈫～３/16㈬
午前11時30分～午後２時30分
午後５時～午後８時30分

67−6661

居酒屋　おかん お一人様１杯のみ、生ビール又はチューハイのいずれかを
390円にて、ご提供します！！

３/９㈬
午後５時～午後12時 67−2070

カフェ　ティノ 先着５名様に「焼き立てパン３つを¥390」でご提供します
（パンは選んでいただきます。）。

３/11㈮
午前11時～５名様終了まで 78−5510

御料理処　かつ栄 ３月９日ランチタイム限定！「ロースかつ重・定価980円（税込）」
を、先着39名様に500円（税込）でご提供します。

３/９㈬
午前11時～午後１時 67−3858
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広報佐久 別冊 令和４年３月

■公共施設等の無料開放・割引
対象施設等 利用料 開放日・開放時間 問合せ

平尾温泉 
みはらしの湯

入浴料
大人：800円→600円
小人：400円→300円

３/９㈬　午前11時～午後９時
（最終受付　午後８時30分）
※他の割引との併用はできません

みはらしの湯 
68−0261

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㈬　午前10時～午後９時
（最終受付　午後８時30分）
※他の割引との併用はできません
※開放時間は変更になる場合がありますので、
　施設へお問い合わせください。

穂の香乃湯 
58−0033

布施温泉
入浴料
大人：500円→390円
小人：250円→200円

３/８㈫　午前10時～午後９時
（最終受付　午後８時30分）
※他の割引との併用はできません
※開放時間は変更になる場合がありますので、
　施設へお問い合わせください。

布施温泉 
53−0181

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

３/９㈬　午前11時～午後５時
（最終受付　午後４時15分）
※他の割引との併用はできません
※開放時間は変更になる場合がありますので、
　施設へお問い合わせください。

もちづき荘 
52−2515

あいとぴあ臼田 
（風呂）

無料
※密を避けるため、入浴人数
　を制限する場合があります。

３/８㈫～３/10㈭
午前10時～午後４時

あいとぴあ臼田 
81−5555

望月老人福祉センター 
（風呂）

無料
※65歳以上・佐久市内居住者
　のみ利用可能。入浴人数を
　制限する場合があります。

３/８㈫～３/10㈭
午前10時～午後４時

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
※密を避けるため、入浴人数
　を制限する場合があります。

３/８㈫～３/10㈭
午前10時～午後３時

老人福祉センター
「長寿閣」 
67−5575

佐久市天体観測施設 
うすだスタードーム

無料
※密を避けるため、入館人数
　を制限する場合があります。

３/12㈯・３/13㈰
午前10時～午後10時

うすだスタードーム 
82−0200

佐久市川村吾蔵記念館 無料 ３/５㈯・３/６㈰　
午前９時～午後５時

川村吾蔵記念館 
81−5353

佐久市立 
望月歴史民俗資料館 無料 ３/５㈯・３/６㈰　

午前９時～午後５時

望月歴史民俗 
資料館 

54−2112

佐久市立　天来記念館 無料 ３/５㈯・３/６㈰　
午前９時～午後５時

天来記念館 
53−4158

旧中込学校 無料 ３/５㈯・３/６㈰　
午前９時～午後４時

旧中込学校 
62−7845

佐久総合運動公園 
陸上競技場 無料

３/５㈯・３/６㈰ 
午前 8時30分～午後9時30分
※トラックのみ利用可
　(ただし、専用はできません）

佐久総合運動公園 
63−7101

佐久総合運動公園 
補助競技場 無料

３/８㈫・３/９㈬ 
午前 ８時30分～午後９時30分
※全面利用可
　(ただし、専用はできません）

佐久総合運動公園 
クロスカントリーコース 無料

３/５㈯・３/６㈰ 
午前 ８時30分～午後９時30分
※専用はできません
　(走行専用コースにつき、コース内を
　歩くことはできません。）

佐久市総合体育館 
トレーニング室 無料

３/８㈫・３/９㈬ 
午前 ９時～午後９時
※２時間無料（事前に個人の利用登録・　
　利用予約が必要です。一枠あたりの
　定員は、先着20名です。）

佐久市体育協会 
88−6123
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※新型コロナウイルス感染症の状況により、事業内容が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

■市の関連事業
事業名 事業内容 実施日・実施時間 問合せ

佐久市民の日
「バルーンのまち佐久」
で熱気球体験！

第 3 0 回 の 節 目 を 迎 え る 「 佐 久 バ ル ー ン フ ェ ス
テ ィ バ ル 2 0 2 2 」 の 開 催 に 向 け て 、 機 運 の 醸 成
を 目 的 に 、 熱 気 球 の 係 留 体 験 会 を 実 施 し ま す 。 
料金：大人1,000円、小学生500円（保護者要同伴）　　
　　　未就学児無料（保護者要同伴）
場所：市民交流ひろば
※オールマイティパスをお持ちの小学１、2年生は無料

３/５㈯
午前７時

～午前９時頃まで
観光課 

62−3285

390ブック
39アンダープレゼント 390円以下の古本を39歳以下限定で１冊プレゼント ３/５㈯～３/13㈰

午前10時～午後４時

道の駅
ほっとぱーく・浅科 

58−0581

川村吾蔵記念館 企画展 
「佐久美術教育研究会

作品展」

佐久地区小・中・特別支援学校教職員制作の平面や 
立体作品を展示します。
観覧無料　常設展は別途観覧料が必要

３/６㈰～３/20㈰
午前９時～午後５時
＊３/８㈫・15㈫
　は休館

川村吾蔵記念館 
81−5353

五郎兵衛記念館　 
企画展 
「古文書の中の佐久
を旅する人」～十返
舎一九から前田慶次
まで～

佐久は本州の最中心、いつの時代も、物流は勿論、
人々の往来も盛んでした。古文書を紐解くと、佐久を
「東海道中膝栗毛」作者の十返舎一九や、戦国ヒーロ
ーの前田慶次、鎌倉幕府を開いた源頼朝まで颯爽と通
り過ぎています。今回は、知られざる佐久の豊かさの
特集です。

３/９㈬～３/27㈰
午前９時～午後５時
＊３/14㈪・22㈫
　は休館

五郎兵衛記念館 
58−3118

望月歴史民俗資料館 
企画展「郷土のひな人形展」 
～望月宿　御本陣脇本陣に

伝わるおひな様～
～女性の髪を飾った

美しい髪飾り～

地域の皆様方より寄贈していただいた、江戸時代か
ら現代までのひな人形約200点を時代ごとに展示。 
３/５（土）、３/６（日）は全館観覧無料。

２/19㈯～３/21㈪
午前９時～午後５時
＊毎週月曜日（3/21㈪　
　は開館）、祝日の翌日
　は休館

望月歴史民俗 
資料館 

54−2112

望月歴史民俗資料館 
「昭和を見る聴く」

ちくおんきや蛙（本名：上原俊和）さんが、懐かしい
レコードをかけ、昭和の思い出を語る。

３/５㈯
午後１時30分

～午後３時

天来記念館 
「第９回　地元高校 
　書道部作品展」

高校の卒業式にあわせた、地元高校書道部の作品展。
観覧無料　常設展は別途観覧料が必要
３/５（土）、３/６（日）は全館観覧無料

２/19㈯～３/６㈰
午前９時～午後５時
＊毎週月曜日、祝日の翌
　日（２/24㈭）は休館

天来記念館 
53−4158

３月９日佐久市民の日
記念ワークショップ 
「墨（すみ）にふれ
てみよう！スミっコ
あそび」

墨流し（マーブリング)など、墨を使った技法を 
楽しみながら体験できるワークショップです。
対象：中学生以下の子ども（未就学児可）と保護者 
定員：各回４組（１組３人まで）
申込方法：２月２日（水）から電話または近代美術館
ホームページ上で受付（申込先着順）

3/19㈯
①午前10時30分

～正午
②午後１時30分

～午後３時

近代美術館 
67−1055

学校給食 
「佐久の日丼」の提供

佐久市民の日の学校給食特別献立を児童・生徒に提供 
佐久地域の「安養寺みそ」
臼田地域の「プルーンジャム」
浅科地域の「凍み豆腐」
望月地域の「雁喰いみそ」
それぞれの地区の食材を使用して、一つにした「佐久
の日丼」献立です。

３/９㈬　昼食時
（北部センターは、
３/７㈪）
（浅科・望月センター
は３/４㈮）

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 ３/９㈬　昼食時 子育て支援課 

62−3149

佐久市民の日 
臼田学園3・9ランチ

施設内での生活が主となる利用者の皆さんに、地元の
食材をたっぷり使った特別献立を提供 ３/９㈬　昼食時 臼田学園 

82−2407

議場コンサート 市民の皆様に議会をより身近に感じてもらうため、 
議場で消防団音楽隊によるコンサートを実施

３/９㈬
午後３時15分

～午後４時15分
議会事務局 
62−3495


