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主なイベント／居留地大バザール、グラバー坂かけあがり大会、
居留地シンポジウム、ワールドフーズレストラン、居留地スケッチ大会、
居留地音楽会、南山手レストハウスライトアップ、居留地コスプレ
主催／2018長崎居留地まつり実行委員会
お問い合わせ／あじさいコール 095-822-8888 
（長崎市文化観光部観光推進課内事務局）
詳しい情報は長崎市公式観光サイトあっ！とながさきをご覧ください。
http://www.at-nagasaki.jp

東山手、南山手、大浦一帯、出島

長崎と天草地方の
潜伏キリシタン関連遺産
世界文化遺産登録
おめでとうございます。
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長崎居留地に２つの世界遺産が登録されました。

会場一帯 四海楼前広場（本部） 大浦居留地商店街（オランダ通り）

居留地まつりオープニングイベント グラバー顕彰パレード
　9/15（土） 11:00～12：00（雨天時変更有）　
　バグパイプ・龍踊り（予定）・居留地キッズコーラス（大浦
　小）・梅香崎中学校吹奏楽部出演　
居留地まつりクロージングイベント
　9/16（日） 15:30～16：30　
　サニーサイド（ジャズ）演奏
　大抽選会・大合唱・スケッチ大会表彰式
　※雨天時は梅香崎中学校武道場になります。

居留地大バザール
　 9/16（日） 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、
　海外のビール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。

南山手乙九番館（須加五々道美術館）
開館時間 9:00～17：00

南山手乙27番館（南山手レストハウス）
開館時間 9:00～17：00

南山手八番館
（南山手地区町並み保存センター）開館時間 9:00～17：00

洋館de似顔絵
　9/16（日） 11:00～16：00
　参加費 1枚300円（入場料込）
　洋館という非日常の場所で素敵な似顔絵を描いて
　もらいませんか？

スコットランドの楽器 バグパイプ体験演奏
　9/15（土） 14：30～16：00（雨天中止）
　参加費 無料　
洋館をつくろう！
　9/15（土）・16（日） 10：00～17：00　参加費 無料　
版画家 田川憲の見た風景「人間の丘」
　9/15（土）・16（日） 作品展示やギャラリートーク等（参加無料）　
居留地まつりライトアップ
　9/15（土） 18：00～
　建物周辺でのライトアップやキャンドル設置など（参加無料） 

①親子で楽しむアクセサリーのワークショップ
　参加費 300円～500円　
②スクラッチ画、パステル画を描こう
　参加費 300円～500円　
③ミニミニ雑貨市とフリマ　　
④「長崎の切り取り方」写真展　　
　開催日は9/15（土）・16（日）のみ、
　時間は１0：00～16：00

洋風住宅群B棟（東山手地区町町並み保存センター）
開館時間 9:00～17：00

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

グラバー園
開園時間 8：00～21：30（最終入園受付21：10）

昭和レトロ大集合！
　9/15（土）・ 16（日） 10:00～16：00
　昔の小道具を見てみよう！　
居留地クラフト体験館
　9/15（土）・ 16（日） 10:00～16：00
　参加費 無料（販売もあり）
　子どもたちと一緒に昔の遊びを体験しよう！　
居留地チェス大会（チャリティ大会）
　9/16（日） 10：30～17：00
　参加費 大人500円、子ども無料
　※受付は⑪東山手「地球館」
　　　　　　095-822-0966（牛嶋）

居留地で宝探し！
　9/15（土）・ 16（日）・17（祝・月） 9:00～17：00
　参加費　300円 県内小中学生無料（入館料込）
　クイズに答えてプレゼントをゲットしよう！　
居留地の古写真を語る
　9/15（土）14：00～　参加費 無料　
　場所＝１階多目的ホール
　講師　姫野順一先生（長崎大学名誉教授）　
シンポジウム
　明治維新１５０年と西郷どん裏ばなし
　9/16（日）10：00～11：30　参加費 無料　
　講師　東川隆太郎氏（鹿児島探検の会代表　
居留地音楽祭
　9/16（日） 12:00～15：00　入場無料
　参加団体＝清楽の調べ・ブーゲンビリア・ハッビートーク・
　海星中学、高校合唱部・長崎居留地男声合唱団・
　長崎居留地男声合唱団女子部

グラバー顕彰式
　9/15（土） 10：00～10：30 （要入園料）
　※雨天時は伝統芸能館にて開催　
グラバー顕彰パレード
　グラバー顕彰式後、グラバー顕彰パレード（雨天中止）がスタートします。
　グラバーパイプバンド、居留地キッズコーラス、居留地男声合唱団、龍踊り（予定）他　
特別アトラクション
　9/15（土）13：00～　バグパイプ、龍踊り（予定）　
サマーキッズ・グラバー園2018
　小学生を対象にグラバー園の歴史などを楽しく学べる
　「グラバー園謎解きウォークラリー冊子」をプレゼント。
　小学生参加費無料。但し入園料がかかります。　
光の王国inグラバー園3Dプロジェクションマッピング
　旧グラバー住宅にて20：30～、20：50～、21：10～毎日3回上映　
グラバービアガーデンマルシェ2018（要予約）
　9/14（金）～9/16（日）
　場所 三浦環像前広場　時間 18：00～21：00（O.S20：30）

大浦天主堂前グラバー坂 東山手甲十三番館（活水大学下）
開館時間 9:00～17：00（15日・16日限定）

洋風住宅群C棟（東山手「地球館」）
開館時間 10:00～17：00

グラバー顕彰パレード（雨天中止）
　9/15（土） 10：30～11：00
　※グラバー園出口からスタート～大浦天主堂～
　　四海楼前広場
　
グラバー坂かけあがり大会
　9/16（日） 9：30～10：30（雨天中止）
　（受付四海楼前広場（本部）8：30）

居留地カフェ
　9/15（土）
　9/16（日） 9：00～17：00
　
　洋館でゆっくりティータイムを楽しんでみませんか！

「地球館」ワールドフーズレストラン
　9/16（日） 12：00～15：00　有料
　世界の料理が楽しめます。
　国際交流の場で気楽に異文化と接することができます。　
お楽しみスピードくじ
　9/8（土）～17（月） 10：00～16：00
　地球館でのお支払い500円につき1回ハズレなしのくじが引けます。　
異国体験館
　9/16（日） 11：30～15：00　参加費 500円
　お好みのサリー・チマチョゴリ・浴衣などの民族衣装を着れます。

大浦天主堂
開館時間 8:00～18：00

孔子廟
開館時間 8：30～17：30（最終入館受付17：00）

出　島
開園時間 8：00～19：00

居留地キッズコーラス
　9/15（土）13：00～13：30　拝観料がかかります。　
アリアの夕べfor九州 ～聖堂に響く声楽と管弦楽の調べ～
　9/15（土）開場 18：30
　　　　　開演 19：00～20：30（拝観料・参加費 無料）
　　　　　 ※献金をお願いします。

長崎TEA STORYの販売
　9/15（土）・16（日） 10：00～17：00
　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。　
洋館TEAタイム 
　9/16（日） 13：00～15：00　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、
　音楽バンド Garage Pastoral Fiction による生演奏
　を行います。

居留地赤ちゃんはいはい＆よちよちレースin孔子廟
　9/16（日） 11：00～12：00（受付10：00～）
　学問の神様である孔子様の前ではいはい＆よちよち！
　何かご利益があるかも！？
　参加費 無料（入館料がかかります）
　参加資格 0～1歳児
　※雨天時は変更有（事前の予約は不要です。）

東山手甲12番館（長崎居留地12A）

山手アーカイブス～古写真と未来を描く風景展～
　9/15（土） 12：00～17：00
　9/16（日） 10：00～14：30　参加費 無料
　地域に眠っている写真等を集めて展示会を開催。
　居留地ならではの教会の鐘や汽笛の音も紹介します。
　※飲み物とつくる邸グッズ販売

居留地ブリッジ大会（旧内外クラブ2階）
　9/9（日）・10日（月） 13：00～17：00
　参加費 有料
　申込先 長崎チェス＆ブリッジクラブ 095-814-2707　
出島夜間開放
　19：00～21：00 夜間無料開放中

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。
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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

長崎旧外国人居留地でコスプレ
　受付＝グラバー園入口（第一ゲート）
　9/15（土） 受付12：00～20：00
　9/16（日） 受付10：00～17：00　参加費 1,500円
　石畳や洋館、歴史的建造物に映えるコスプレイベント。
　今年はサプライズゲストも企画中。詳しくは下記まで
　お問い合わせください。：astersquare@yahoo.co.jp

●●18 長崎旧外国人居留地でコスプレ

居留地クイズ＆スタンプラリー
　9/15（土） 12:00～16：00
　　16（日）  9：00～15：00　参加費 無料　
居留地スケッチ大会
　募集期間8/1（水）～9/7（金） 参加費 無料
　9/7（金）17：00までにNPO法人長崎市美術振興会 
　（松ヶ枝）に提出（お問い合わせ） 095-825-8295
　表彰式9/16（日）四海楼前広場（本部）　
浪の平歴史探訪空中さるく
　9/15（土）16:30～18時　参加費 無料
　※旧香港上海銀行の講演が終わり次第出発
　定員＝20名程度　場所＝旧香港上海銀行出発　

居留地のグランドレベル展（1F）
　長崎で活躍する若手の都市・建築系４団体が「１階
　（グランドレベル）」をテーマに居留地のまちづくりにつ
　いて提案します。コーヒースタンド、ワークショップ、
　出展者トーク※も。※9/15（土）13：00～14：00　
OPEN! 12A（１F） 
　日頃は入れないヒミツの２階を大公開！
　民泊の様子や12Aでの居留地暮らしをご覧ください。　
　ともに 9/15（土） 12：00～17：00
　　　  9/16（日） 10：00～15：00

居留地オリジナルグッズを
買って素敵な商品を当てよう！
居留地オリジナルグッズを
買って素敵な商品を当てよう！

販
売
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東山手「地球館」…095-822-7966
写真のベルカラー…095-827-2411
四海楼前広場（本部）※9/15、16のみ

居留地Ｔシャツ・居留地バックを購入の方
長崎の特産品やホテル宿泊券や
食事券等豪華賞品が当たる！！


