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イベント情報

令和元年 月 日土 15日日 16日月

内野歯科診療所／うめもと美容室／（医）昭和会長崎あじさい病院／大浦諏訪神社／大浦青年会／大浦保育園／大浦天主堂／（有）海産工房梅元／活水学院／カワサキ会計事務所／京呉服桐野／キリンビールマーケティング株式会社九州統括本部長崎支社／
（医）坂本整形外科／（株）四海樓／島原手延べ素麺連絡協議会青年部／（株）十八銀行大浦支店／（株）松翁軒／（株）親和銀行大浦支店／玉木建設（株）／チョーコー醤油株式会社／長崎新社会人ネットワーク／長崎新聞大浦支店／ANAクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル／長崎造船（株）／南山手グラバーパートナーズ共同事業体（グラバー園）／東山手「地球館」／（有）ベルカラー／南山手地区観光推進協議会／妙行寺／ランジェリーショップキリノ／苓北町商工会青年部／ホテルモントレ長崎／NPO法人
長崎市美術振興会／NPO法人長崎コンプラドール／ホテルニュータンダ／カステラ本家福砂屋／（株）ヒラモト広告制作所／桐ノ木保育園／居留地バー大井呑／三菱重工業（株）長崎造船所／カステラの長崎堂／長崎みなとメディカルセンター／みらく苑／ホテル
セトレグラバーズハウス長崎／川口印刷（株）／清風堂／（株）信和／（株）文明堂総本店／MESSEGE CAFÉ 5CLOVERS／長崎船舶装備（株）／(有)エーエムイー企画／(株)ウエストフィールド／(株)アルス／大浦三丁目自治会／出口外科医院／江崎鼈甲店／
道津耳鼻咽喉科医院／(株)浜松建設／(株)丸金佐藤造船鉄工所／(有)鳴滝／南大浦連合自治会／安田産業汽船(株)／長崎自動車(株)／南長崎クリニック／カフェレストランLekker／雑貨＆カフェママン／葉山珈琲　長崎オランダ通り店／椿屋／Carpe Diem Café／
盈進／飲み処よ　東山手／三菱日立パワーシステムズ(株)／ふんどしセレクトショップ　ＴｅＲＡＹＡ／てがみ屋／（株）メモリード／ペプシコーラ長崎販売（株）／KIZUNAカフェ＆レストラン／(有)アクロス／EIGHT FLAG／ベーカリーF.Labo.／長崎歴史文化博物館／
瑠璃庵／御菓子処　まえだ／プレスアート （順不同）

居留地クイズ＆スタンプラリー

大浦居留地のまち並み（ベーカリー　F，laboの前）
居留地で発行された、日刊英字新聞の名前は

①グラバー・プレス　②オオウラ・プレス　③ナガサキ・プレス

ウィリアム・ジョン・オルト（旧英国領事館横の領事館の小径）
オルトがお茶の取引をしたのは誰ですか。

①小曽根乾堂　②大浦慶　③坂本龍馬

湊会所跡（オランダ坂の途中）
湊会所は文久３年に改称されました。何と呼ばれましたか。

①税関所　②運上所　③長崎会所

オランダ坂・活水女学校（ポケットパーク）
活水女学校が開校したのは、明治１２年の何月何日ですか。

①４月１日　②９月１日　③１２月１日

東山手のイギリス領事館（海星裏門）
ここに領事館が来る前は、どこにありましたか。

①大浦天主堂　②大浦諏訪神社　③妙行寺
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スタート・ゴール（四海楼前広場本部）
答え合わせをしましょう。

（正解の番号に○印をつけましょう）問　題
大浦橋（シマダフルーツの前）
写真の石橋に架け替えられたのは、いつですか。

①明治９年　②明治１９年　③明治２９年

東山手のまち並み（南山手レストハウス）
明治３１年に出来た、海星学園の新校舎は

何階建てですか。

①１階建て　②２階建て　③３階建て

ロシア領事館（小曽根町公民館の前）
敷地内にあったロシア正教の礼拝堂は

通称何と呼ばれていましたか。

①ニコライ堂　②ロマノフ堂　③キエフ堂

ロバート・ネール・ウォーカー（宝製綱の横）
いつ頃長崎に来ましたか。

①明治５年　②明治７年　③明治９年

国際電信発祥の地跡（ホテル長崎グラバーヒルの入口）
明治４年に海底電信線が長崎から開通しました。
一つは上海、もう一つはどこですか。

①ウラジオストク　②シンガポール　③ホノルル
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記念スタンプ

A

東山手甲十三番館

記念スタンプ

B

東山手十二番館

記念スタンプ

E

南山手乙二十七番館（南山手レストハウス）

記念スタンプ

D

東山手洋風住宅群C棟（地球館）

記念スタンプ

C

東山手甲12番館（長崎居留地12A）

記念スタンプ

F

南山手八番館（南山手地区町並み保存センター）

記念スタンプ

H

南山手つくる邸

記念スタンプ

G

南山手乙九番館（須加五々道美術館）

「長崎さるく説明板」を見つ
けて、答えよう！！

◇出島内外クラブレストラン〈トルコライスの販売・缶ビール、缶ジュースの販売〉 ◇居留地ＬＯＶＥキャラメル〈キャラメルの販売〉 ◇パットちゃん〈手作りアクセサリー・雑貨・おもちゃの販売〉 ◇ソニー生命保険〈バルーンアート、子ども向け手形の作成〉 ◇大浦十三番館〈雑貨販売・バザー〉 
◇福田果樹園〈苓北町特産品（みかん・ジュース・米・野菜等の販売〉 ◇ＮＰＯながさき〈ＮＰＯ活動のＰＲ〉 ◇ガラス工房 Amber〈ステンドグラス・ガラスのアクセサリーの販売、耳つぼマッサージ＆ジュエリー〉 ◇大浦三丁目女子会〈バザー品の販売〉 ◇梅香崎中学校区青少年育成協議会〈ヨー
ヨー、射的、くじ引き、バザー、ジュース販売〉 ◇Cafe MALGOT〈手作りカフェ弁当、スイーツ、フライドポテト等販売〉 ◇島原手延べ素麺連絡協議会青年部〈素麺試食、乾麺販売〉 ◇長崎建設業組合大浦支部〈包丁研ぎ〉 ◇ふぐ問屋 中﨑〈ふぐ団子、ふぐ団子のスープ、ふぐダシロングポテトの販
売〉 ◇雑貨Karenina〈雑貨、アクセサリーの販売〉 ◇お好み焼き 勝星〈お好み焼きの販売、子供向けくじ〉 ◇絵描き人の似顔絵屋さん〈似顔絵描きサービス（有料）※写真でも可〉 ◇Book with Sofa Butterfly Effect〈雑貨、書籍、植木、消しゴムのあたるクジ〉 ◇ＴｅＲＡＹＡ〈手ぬぐい他の販売〉

居留地大バザール
出店一覧

洋館を巡るスタンプラリー：6つ以上スタンプを集めると粗品と抽選券をプレゼント。
さらに８つすべて集めると居留地オリジナルバッジのプレゼントも！
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アリアの夕べ～聖堂に響く声楽と弦楽の調べ～
14日（土） 開場18：30　開演19：00～20：30

大浦天主堂
グラバー坂かけ上がり大会
15日（日） 10：00～11：00

大浦天主堂前 グラバー坂
孔子祭
14日（土） 14：00～16：00

孔子廟
居留地赤ちゃんはいはい＆よちよちレースin孔子廟
15日（日） 11：00～12：00（受付10：00）

居留地合唱祭
16日（月・祝） 10：30～14：00

日本キリスト教団長崎教会（出口外科医院横）

東山手甲十三番館東山手甲十三番館

東山手甲12番館（12A）東山手甲12番館（12A）
つくる邸つくる邸

ピックアップイベント
長崎居留地BAR-GAI ライトアップ呑み歩きラリー
14日（土）・15日（日）18：00～22：00

会場一帯
居留地シンポジウム～文化財活用とこれからのまちづくり～
14日（土） 14:00～16：00

長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館/長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム
版画家 田川憲と居留地「大浦BUND」
15日（日） ①10：00～11：30　②14：00～15：30

大浦銀河鉄道の夜
14日（土）・15日（日） 12：00～16：00

東山手甲12番館

※詳しくは裏面をご覧ください。

四海樓前広場（本部）
長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館/
長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム

シマダフルーツシマダフルーツ
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ホテル
モントレ
ホテル
モントレ

須加五々道
美術館
須加五々道
美術館

長崎港松が枝
国際ターミナル
長崎港松が枝
国際ターミナル

ナガサキピース
ミュージアム
ナガサキピース
ミュージアム

作成：斜面地・空き家活用団体つくる（2019年8月）作成：斜面地・空き家活用団体つくる（2019年8月）

※※

※※

ANAクラウンプラザ
ホテル長崎
グラバーヒル

ANAクラウンプラザ
ホテル長崎
グラバーヒル

セトレグラバーズ
ハウス長崎
セトレグラバーズ
ハウス長崎

日本キリスト教団
長崎教会
日本キリスト教団
長崎教会

長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館
長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム
長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館
長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム

南山手地区町並み
保存センター
南山手地区町並み
保存センター

●P

●P●P
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●P

松ヶ枝公園松ヶ枝公園

食事処
※駐車場は、水辺の森駐車場、松が枝国際ターミナル駐車場が広めです。
　 混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関のご利用をお願いします。

トイレ ●P 駐車場
スタンプD

スタンプB

スタンプA

オリジナル
グッズ販売

四海樓四海樓

スタンプC

スタンプE

スタンプF

スタンプG

スタンプH



居留地ブリッジ大会
9/7（土）・8（日）
場所：グラバー園内スチール記念学校
要事前予約
（申込先：東山手「地球館」095-822-7966）

お楽しみスピードくじ
9/7（土）～16（月･祝）
場所：洋風住宅群Ｃ棟（東山手「地球館」）
時間：10：00～17：00
お支払い500円につき1回ハズレなしのくじが引けます

東山手・南山手エリア
ライトアップ点灯式
9/13（金）
場所：大浦天主堂前
時間：19：00～19：30

グラバービアガーデンマルシェ2019
9月末まで毎週金、土、祝前日開催（要予約）
場所：グラバー園（三浦環像前広場）
時間：18：00～21：00（O.S 20：30）

居留地クイズ＆スタンプラリー
時間：12:00～17：00（本部提出締切）

2019長崎居留地スケッチ大会
作品提出:2019年9月13日(金)17時まで　展示:2019年9月14日(土)～9月21日(土)a.m.　作品提出と展示:松ヶ枝公園横2階のNPO法人長崎市美術振興会ギャラリー
（ギャラリーは10時から17時まで・火休館）　参加費:無料　用紙サイズ:自由。　審査:優秀賞などを選考いたします。　審査発表：9月16日(月・祝)14時00分から、大浦町
の大浦教会(大浦公民館前の出口外科横)で開催されるエンディングにて審査発表します。審査員による作品講評と景品の授与がございますので、出品者の方は、ご参加
くださいませ。

居留地クイズ＆スタンプラリー
時間：9：00～17：00（本部提出締切）

ライトアップ恋さるく
時間：18：30～20：00　参加費：2,000円
参加方法：居留地まつりホームページか事務局へ直接
40歳以下の未婚の男女がライトアップされた居留地の
まちあるきを通して交流 

居留地大バザール
時間：10：00～16：00
大浦居留地商店街が1年に１度だけ歩行者天国となり
人気の包丁研ぎや大浦居留地に関連する出店、洋食
や居留地そうめん流し、文久元年ボウリングなど見所
いっぱいの企画で皆さんを出迎えます。 

洋館de似顔絵
時間：11:00～16：00　参加費：1枚300円

スコットランドの楽器バグパイプ体験
時間：14：30～16：00（雨天中止）　参加費無料

居留地シンポジウム
～文化財活用とこれからのまちづくり～
時間：14:00～16：00
文化庁から村上佳代氏を講師に迎え、まちづくりに
文化財をどう活用していくかを考えるシンポジウム

版画家 田川憲と居留地「大浦BUND」
時間：①10：00～11：30　②14：00～15：30
参加費：無料　定員25名
居留地の版画と手記のギャラリートークを行います。
原画も展示。

洋館音楽舞踏塾
～明治時代の舞踏体験とミニコンサート～
時間：14：00～16：00　参加費無料
一緒に踊りませんか？ソフトな踵の靴でお越しください

旧長崎英国領事館の修理現場を覗いてみよう！
時間： 10：00～16：00　保存修理工事の「今」を、パネ
ル展示などで紹介します！歩きやすい服装・靴で！
入場無料

グラバー顕彰式 （入園料がかかります）
時間：10：00～10：30  ※雨天時は伝統芸能館にて開催
グラバー顕彰パレード （入園料がかかります）
時間：10：30～11：00　（雨天中止）
グラバー顕彰式後にスタートします。
出演：グラバーパイプバンド･居留地キッズコーラス 等
特別アトラクション バグパイプ演奏
時間：13：00～ （入園料がかかります）
出演：グラバーパイプバンド

ワールドフーズレストラン
時間：12：00～15：00　有料
世界の料理が楽しめます
異国体験館　開催場所：A棟
時間：11：30～15：00　参加費：500円
お好みのサリーやチマチョゴリ等の民族衣装を体験
チェス大会　開催場所：東山手地区町並み保存センター
時間：10：30～17：00
要事前予約（申込先：東山手「地球館」095-822-7966）

居留地キッズコーラス
時間：13：00～13：30　拝観料がかかります
アリアの夕べ　～聖堂に響く声楽と弦楽の調べ～
開場18：30　開演19：00～20：30　拝観料・参加費無料
グラバー顕彰パレード
時間：10：30～11：00
※グラバー園出口からスタート～

グラバー坂かけ上がり大会
時間：10：00～11：00　参加費無料　※雨天中止
（受付開始：四海樓前広場（本部）にて9：00～）

居留地赤ちゃんはいはい＆よちよちレースin孔子廟
時間：11：00～12：00（受付10：00） ※雨天時は変更有
参加費無料（入館料がかかります）
参加資格0～1歳児（事前の予約は不要です）

明清楽
時間：10：00～10：20　出演：清楽の調
居留地合唱祭
時間：10：30～14：00
居留地まつりクロージングイベント
時間：14:00～
大抽選会を開催

洋館TEAタイム
時間：11：00～17：00　参加費：500円（ワンドリンク付）
紅茶・香茶コーディネーター本田さなえさんによる居留地とお茶についての講話、フィンガーフードの提供、バンドによる生演奏もあります
※3日間開催

長崎TEA STORYの販売
時間：11：00～17：00
長崎にゆかりのある人物に焦点を当てたブレンド紅茶（アイスティ）やTEAパックを販売
※3日間開催

大浦銀河鉄道の夜
時間：12：00～16：00　入場無料
かつて大浦を走った蒸気機関車「アイアンデューク号」が影絵で作った過去と未来の居留地を走り抜ける
※2日間開催

孔子祭
時間：14：00～16：00
入館料：大人600円　高校生400円　小中学生300円
（長崎市民の方は住所がわかる物を提示で半額）
古式に則った孔子様生誕祭、龍踊り、中国獅子舞、変
面ショー開催

長崎居留地BAR-GAI　ライトアップ呑み歩きラリー
時間：18：00～22：00  参加費：2,000円  ※2日間開催

洋館で手作りを楽しもう！
時間：10：00～16：00　入場無料
手作り雑貨などのワークショップと販売！  ※2日間開催

洋館をつくろう！
時間：10：00～16：30　参加費無料　※2日間開催

山手アーカイブス～過去と未来をつなぐ地図と古写真展～
時間：12：00～17：00　参加費無料
※飲み物とつくる邸グッズ販売あり
居留地の街並みの変遷をたどる地図と古写真を展示し
ます。

山手アーカイブス～過去と未来をつなぐ地図と古写真展～
時間：10：00～17：00　参加費無料
※飲み物とつくる邸グッズ販売あり
居留地の街並みの変遷をたどる地図と古写真を展示し
ます。

ミュージアムで宝探し！
時間： 9:00～17：00　参加費：300円　県内小中学生無料（入館料込）　※3日間開催

居留地まつりオープニングイベント
時間：11:00～12：00（雨天時変更有）
出演：グラバーパイプバンド･居留地キッズコーラス（大
浦小）・梅香崎中学校吹奏楽部・居留地男声合唱団・
居留地男声合唱団女子部　等

太極拳演舞
時間：10：30～10：50　観覧無料（入館料がかかります）

プレイベント及びその他情報

場　　所 9月14日（土） 9月15日（日） 9月16日（月・祝）

四海樓前広場（本部）

大浦居留地商店街（オランダ坂通り）

南山手乙九番館（須加五々道美術館）
9:00～17：00

南山手八番館（南山手地区町並み保存センター）
9:00～17：00

9:00～17：00

南山手つくる邸

旧長崎英国領事館

東山手甲12番館（長崎居留地12Ａ）

大浦天主堂前グラバー坂

日本キリスト教団長崎教会
（出口外科医院横）

東山手十二番館

大浦天主堂
8:00～18：00

孔子廟
9：30～18：00
（最終入館受付17：30）

居留地カフェ
時間：10:00～17：00　入場無料　※3日間開催
田村剣士郎音楽教室
時間：演奏①11：00　②13：00　③14：00　観覧無料　  体験①11：30　②13：30　③14：30　有料
二胡・三線・オカリナの演奏と、楽器体験が出来ます　　※2日間開催

東山手甲十三番館（活水大学下）
10:00～17：00

洋風住宅群Ｃ棟（東山手「地球館」）
10:00～17：00

8：00～21：30
（最終受付21：10）

グラバー園

長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館/
長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム

会場一帯

南山手乙27番館（南山手レストハウス）
9:00～17：00

天候などの都合により、スケジュールを変更・中止する場合があります。詳しい情報は長崎市公式観光サイト 　　ながさきをご覧ください。 http://www.at-nagasaki.jpあっ!と

●0

●1

●2

●3

●4

南山手乙27番館（南山手レストハウス）南山手乙27番館（南山手レストハウス）●●4

●5

●6

南山手つくる邸南山手つくる邸●●6

●7

●8

●9

●10

●12

●13

●14
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居留地クラフト体験館
時間：10:00～16：00　参加費無料（販売もあり）

昭和レトロ大集合！
時間： 10:00～16：00　※2日間開催東山手地区町並み保存センター

9:00～17：00
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