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ひと まち せかい

昭和の生活道具や遊びに触れてみよう！

昭和レトロ集合！古民具・竹細工展示
17日（土）・18日（日） 10：00～16：00

東山手地区町並み保存センター

変面ショー、龍踊り、舞台「孔子伝」、飲食
ブースで皆様をおもてなしいたします。
※入館料が必要となります。

孔子祭
17日（土） 13:00～20:00

孔子廟・中国歴代博物館

雑貨市、ワークショップ、フリーマーケット、
マッサージ体験を実施します。洋館や、緑溢
れるお庭でゆっくり過ごしてみませんか？
※16日（金）も、12:00～16:00で開催

居留地まつりde雑貨市
17日（土）・18日（日） 10：00～16：00

南山手地区町並み保存センター

イベント情報 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場を一時お待ちいただく場合もございます。

南山手レストハウス

保存修理工事の「今」を写真で紹介します。

旧長崎英国領事館の修理現場を
覗いてみよう！
17日（土）～19日（月・祝） 9：00～17：00

洋館を背景に、光の軌道で絵を描いて、居留地
まつりの特別な思い出写真を作りませんか？
※体験料200円

ライトペインティング体験
18日（日） 18：00～20：00

東山手十二番館

須加五々道美術館

洋館や居留地がテーマの立体レターカード
を、おうちで作ろう！

ペーパークラフトプレゼント
18日（日） 11：00～16：00

東山手甲十三番館

3 年ぶりに、アコースティックのガーデンラ
イブを開催！洋館のお庭で音楽を楽しみましょ
う。居留地カフェも開催。

長崎居留地まつり
第53回十三番館コンサート
18日（日）・19日（月・祝） 11：00～15：00

「メタ観光マップ」とは、様々な情報をデジタ
ル地図に落とし込んだ最先端の観光マップ
のこと。（一社）メタ観光推進機構をお招き
し、長崎居留地でキックオフします！

「メタ観光マップ」トークセッション
19日（月・祝） 14：00～16：00

♦１部：東川隆太郎氏（かごしま探検の会代
表）講演「幕末維新の若者が長崎居留地で
思ったこと～五代友厚とグラバー」
♦2部：パネルディスカッション「長崎外国人
居留地の若者たちの昔と今」

居留地シンポジウム
19日（月・祝） 10：00～12：00

居留地まつりのフィナーレに大抽選会を実施
します。オリジナルグッズ購入もしくはまちビ
ンゴの景品で抽選券をプレゼント。

クロージングセレモニー
19日（月・祝） 12：00～13：00

長崎聖三一教会

会場全体にあるチェックポイントを巡ってビ
ンゴを完成させ、豪華賞品をゲットしよう！

【ビンゴカード配布場所】四海樓前本部

居留地まちビンゴ
17日（土）・18日（日） 10：00～17：00

市内在住の男女各７人限定！居留地を巡りな
がら素敵な出会いを楽しみませんか？

【参加費】1人2,000円  ※HPより事前応募制

ライトアップ恋さるく
18日（日） 18：30～20：00

会場一体

長崎居留地の素敵な景観写真をその場でス
マホからインスタ投稿！優秀作品には豪華賞
品も。

インスタ景観フォトコンテスト
17日（土）～19日（月・祝）

スリランカ料理をご用意してお待ちしており
ます。※有料

ワールドフーズレストラン
18日（日） 12：00～売り切れまで

東山手「地球館」

東山手洋風住宅群Ａ棟

影絵で表現した洋館の街並みの中を、プラ
レールの汽車が駆け巡ります。

大浦銀河鉄道の夜
17日（土）・18日（日） 10：00～17：00

日本基督教団長崎教会

居留地に通う学生たちが若者目線でまちに
ついて語りあいます。小さな祈りの音楽会も
同時開催！（15：30～16：00）

学生と語る居留地トーク&
小さな祈りの音楽会
17日（土） 13：30～16：00

居留地まちビンゴ

９月18日（日）は“ナガサキタータン”デー！　【グラバー園】

【まちビンゴのあそびかた】
●四海樓前本部でビンゴカードを受け取りましょう。
●居留地マップでビンゴスポット（「★」マーク）を探しましょう。
●ビンゴスポットには目印の赤い風船があります。
●ビンゴスポットに掲示してある「番号」と「暗号」を確認して、自分のビンゴカードの「番号」

の場所に、掲示してある「暗号」を書き込みましょう。
●遊び疲れたら、四海楼前本部に戻って来てください（受付時間10時～17時）。
●成立したビンゴのライン数によって、豪華景品が当たります。
●お一人につき、１枚までの参加とさせていただきます。
●不正を行った場合は、無効とさせていただきます。

毎月第3日曜日は、タータンチェックのご提示
で、園内各店舗でお得な割引が受けられます。
営業時間
■グラバーカフェ　10：00～21：00（O.S20：30）
■自由亭喫茶室　9：30～21：00（O.S20：30）
■グラバーガーデンショップ（売店）　8：30～18：00

グラバー園タータンキャンペーン
18日（日）

【場所】旧スチイル記念学校
長崎居留地周辺の商店街通りを彩る「フラッ
グ」のデザインを決定します。市民投票も実
施しますので、是非ご参加ください♪

【主催】長崎居留地アベニュー実行委員会

長崎居留地
タータンストリートフラッグ
デザインコンペ審査会
18日（日） 15：30～16：30【場所】旧オルト住宅前

「東京モード学園」とコラボ！
当学園の学生さんにナガサキタータンチェッ
クを使用した作品をデザインしていただき、
コンペを実施。最優秀賞作品を実際に制作し
ましたので、モデル着用にて発表します！

ナガサキタータン
デザインコンペ作品発表
18日（日） 14：00～15：00

オンライン配信

長崎港に花火が打ち上がる！居留地から見た
景色をバーチャルで作り出します。

居留地オンライン花火大会
海星高校ダンス部の先生が孔子廟の新展示

「降る論語」をバックにダンス！長崎の未来に
ついても対談形式でインタビューします。

若者が描く長崎の未来図居留地まつりの様子をYouTubeでも配信し
ます！オンライン配信限定のコンテンツもあり
ますので、お楽しみに♪アーカイブ配信も予
定しています。

18日
（日）

19日
（月・祝）

17日
（土）

11:00 ～ 2022 長崎居留地まつり見どころ紹介

13:00 ～ オープニングトーク・前日ハイライト
14:00 ～ ナガサキタータンデザインコンペ作品発表
15:30 ～ 長崎居留地タータンストリートフラッグデザインコンペ審査会
16:30 ～ 舞台「孔子伝」・若者が描く長崎の未来図 （オンライン限定）
17:45 ～ 学生と語る居留地トーク＆小さな祈りの音楽会
18:15 ～ 居留地オンライン花火大会（オンライン限定）

10:00 ～ 居留地シンポジウム
12:00 ～ クロージングセレモニー
14:00 ～ 「メタ観光マップ」トークセッション

内野歯科診療所／長崎みなとメディカルセンター／南長崎クリニック／医療法人昭和会昭和会病院／どうつ耳鼻咽喉科クリニック／出口外科医院／ヒラモト広告制作所／牧本クリーニング店／大浦天主堂／妙行寺
／大浦諏訪神社／(有)エーエムイー企画／5クローバーズ／大浦保育園／桐ノ木保育園／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／ホテルニュータンダ／ホテルモントレ長崎／
MPホテルズ長崎水辺の森／ペンション南山手十番館／長崎あぐりの丘高原ホテル／京呉服桐野／ランジェリーショップキリノ／十八親和銀行大浦中央支店／四海樓／みらく苑／長崎堂／清風堂／松翁軒／福砂屋
／御菓子処まえだ／HAYAMA COFFEE長崎オランダ通り店／チョーコー醤油株式会社／キリンビール株式会社九州統括本部九州支社長崎支店／大浦青年会／瑠璃庵／NPO法人長崎コンプラドール／公益財団
法人長崎孔子廟／一般社団法人長崎ベイデザインセンター／グラバー園指定管理者長崎南山手グラバーパートナーズ共同事業体／活水学院／長崎新聞大浦販売センター／(株)ウエストフィールド／川崎会計事務
所／アクトフォー株式会社／反田海運株式会社／株式会社丸金佐藤造船鉄工所／株式会社信和／長崎自動車株式会社／長崎造船株式会社／長崎船舶装備株式会社／三菱重工業株式会社／ひろたか南山手店／
南大浦連合自治会／nfs cats／ゴメンねエアポート

【協賛一覧】

長崎居留地まつり
ホームページ

長崎居留地まつり
Instagram

長崎居留地まつり
Facebookページ

あっ！とながさき
ホームページ

グラバー園

旧オルト邸前広場から、豊かな歌声とバグパ
イプの音色を居留地へ響かせます。

居留地ミュージックガーデン
18日（日） 11：00～13:00

旧スチイル記念学校にて、東山手・南山手の
歴史や文化をテーマに作られた香り「異国風
雅」を体験していただきます。

異国風雅 ～居留地で楽しむ、香のある暮らし～
18日（日）・19日（月・祝） 10：00～21：30

旧グラバー住宅前にて、グラバー顕彰式後、居
留地キッズコーラスによる合唱とともに、トリコ
ロールカラーのバルーンリリースを行います。

グラバー顕彰式・オープニングイベント
17日（土） 10：00～10：40

※９月は長崎市民は入園無料です。証明できる物をご提示ください。

ナガサキタータンとは・・・スコットランドラグビー協会が長崎市との友好のためにデザインし、2016年11月に長崎市に贈られたものです

＼オンラインはこちらから／
長崎居留地チャンネル



●トリニティカフェ：17日（土）・19日（月・祝）　コーヒー、クッキー、ジャム販売
❶長崎聖三一教会

●天草苓北福田果樹園：17日（土）・18日（日）　みかん、米、野菜販売
❸グラバースカイロード下広場

●ONCE crape：17日（土）・18日（日）　クレープ販売
●The Y‘s Kitchen：18日（日）　ホットサンド、フライドポテト、コーヒードリンク類販売
●CHANOKO：18日（日）　くじら焼き販売

❹グラバースカイロード上広場（ねこ広場）

●梅香崎中学校区青少年育成協議会：18日（日）　バザー、くじ、射的、びっくりボール
●日本茶専門店朱夏： 17日（土）・18日（日）　冷茶のお茶会、県産茶販売
●東坂茶園:17日（土）・18日（日）　茶葉販売

❷東山手洋風住宅群広場
●nfs cats：17日（土）・18日（日）　チャリティーグッズ販売
　　　　　　（コーヒーテトラバッグ、コットントート、Tシャツ等）
●ゴメンねエアポート：17日（土）　食パン、サンドイッチ、ラスク販売
●テクトコ：17日（土）　移動図書館

❺南山手レストハウス

●ふぐ問屋なかざき：17日（土）・18日（日）　ふぐ揚げ物、ふぐおこわ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茂木びわレモンかき氷販売
●ZACピザ：17日（土）・18日（日）　ピザ、ドリンク販売
●飲茶猪八戒：17日（土）・18日（日）　シュウマイ・角煮まんじゅう販売

❻グラバー園（三浦環像前広場）

ビールorカクテル、
各種ブルスケッタ

ACarpe diem Cafe
クランベリータルトパイ、お好き
なドリング（居留地バルセット）

D自由亭喫茶室

おつまみプレート、ミニびわカレー、
生ビール

FカフェレストランKIZUNA

オランダ風車豚バーガー、
レモンサワー or ソフトドリンク

Bホテルニュータンダ

①ドリンク1杯・ガッツリおつまみ
②ドリンク2杯・ちょっとおつまみ

G盈進（えいしん）

瓶ビール、ちゃんぽんor皿うど
ん、揚げ餃子

Hみらく苑

外国ビール、おつまみ類
Cエイトフラッグ

KIRINスプリングバレー540ml、
各種おつまみ（居留地バルセット）

Eグラバーカフェ

スペシャルお好み焼き、缶ビール、
雑貨おもちゃくじ引き1回

Iお好み焼勝星くじびきランド

長崎居留地マップ

BAR-GAIとは、函館発祥の食べ飲み歩きイベント。今年はプレミアムクーポンの購入で、
1ドリンクとタパス（１皿料理）を３店舗楽しめます。ナイトタイムを楽しみましょう！
参加店舗は以下のとおりです。♦詳細はホームページをチェック！→

メ
デ
ィ
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大浦小学校大浦小学校

グラバースカイロード上広場（ねこ広場）グラバースカイロード上広場（ねこ広場）

三浦環像前広場三浦環像前広場

旧リンガー住宅旧リンガー住宅

旧オルト住宅旧オルト住宅

どんどん坂どんどん坂東山手甲十三番館東山手甲十三番館

オ
ラ
ン
ダ
坂

オ
ラ
ン
ダ
坂

石橋電停横石橋電停横

大浦諏訪神社大浦諏訪神社

グラバースカイロード下広場グラバースカイロード下広場

至・長
崎
駅

至・長
崎
駅

東山手洋風住宅群Ａ棟東山手洋風住宅群Ａ棟
東山手十二番館東山手十二番館

長崎聖三一教会長崎聖三一教会

オランダ坂緑地オランダ坂緑地

長崎みなと
メディカルセンター
長崎みなと
メディカルセンター

ホテル
モントレ長崎
ホテル
モントレ長崎

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 県営県営

県営県営

市営市営
市営市営

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

日本基督教団
長崎教会
日本基督教団
長崎教会

東山手「地球館」東山手「地球館」
東山手地区町並み保存センター東山手地区町並み保存センター

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
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

鍋冠山公園展望台鍋冠山公園展望台

旧グラバー住宅旧グラバー住宅

●P ●P

●P

●P

●P

松ヶ枝公園松ヶ枝公園
妙行寺妙行寺

旧スチイル記念学校裏の坂旧スチイル記念学校裏の坂

長崎市べっ甲工芸館長崎市べっ甲工芸館

旧杠葉本館・氏宅旧杠葉本館・氏宅

花広場花広場
★

長崎市古写真資料館長崎市古写真資料館
（東山手洋風住宅群Ｇ棟）（東山手洋風住宅群Ｇ棟）
★

★

★

★

★

旧英国聖公会･会堂跡旧英国聖公会･会堂跡★

★

★

★

★
★

★
旧スチイル記念学校旧スチイル記念学校

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

我が国最初の気球飛揚の地我が国最初の気球飛揚の地★

�

至・南長崎至・南長崎
バ
ル
受
付

バ
ル
受
付

居留地大バザール　出店一覧　＜開催時間＞10:00～16:00 長崎居留地BAR-GAI　～夜は食べ飲み歩きイベントが開催されます～

●四海樓前広場（本部）
グッズの購入で19日（月・祝）に実施する
大抽選会の抽選券をプレゼント。豪華賞品
が当たるチャンスです！

オリジナル
グッズ販売

1,500円（税込）

まちかどパフォーマンスまちかどパフォーマンス

Accordion Loco（アコーディオン ロコ）Accordion Loco（アコーディオン ロコ）

長崎大学ジャグリングサークルJackpot長崎大学ジャグリングサークルJackpot

17日（土）・18日（日）に会場内の各所でジャグリングやアコー
ディオンなどのパフォーマーが出現！詳しくはウェブサイトで。

東山手洋風住宅群広場東山手洋風住宅群広場
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�

�
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�
�

�
�
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�

�

目印となるように各スポットに風船による案内サインを設置します。

まちビンゴ赤 まちかど
休憩スポット白 バザール会場青

※駐車場は、水辺の森公園周辺の駐車場、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。

飲食店 トイレ 多目的トイレ

●P 駐車場
オストメイト ベビーベッド まちかど休憩スポット
ビンゴスポット★


