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長崎ブリックホールギャラリー
（長崎ブリックホール2階　10時～20時）
※日程は変更になる場合があります。また、初日及び最終日は時間が変わることがあります。

10月１日(木)～10月13日(火)
槐の会作品展

10月22日(木)～10月25日(日）
第3回香墨会書作展
10月26日(月)～11月4日(水)
第21回墨鈴会水墨画展

11月6日(金)～11月14日(土)
ブルーパレット　Tomo・友・とも・展

11月16日(月)～11月28日(土)
私のアトリエから

2020.10-11 SCHEDULE

「新しい生活様式」で
芸術文化に触れる



市民文化団体や市民演奏家等の活動再開を応援するとともに、市民の皆さんが芸術文化に触れ、
心豊かな生活を取り戻すきっかけをつくるため、様々な催しを企画していきます！

新しい生活様式を取り入れた会場で皆様のお越しをお待ちしています！

コンサートをホールで楽しむ「長崎文化時間 コンサートｉｎブリックホール」を開催！
大ホールで、非日常の時間をご堪能ください！

対　　象 長崎市民または長崎市内へ通学している方

定 　 員 各500名 会　　場 長崎ブリックホール 大ホール（長崎市茂里町2-38）入 場 料 無料

申込開始 10月15日（木） 申込終了 11月10日（火）必着

申 込 先 あじさいコール（TEL/822-8888、ＦＡＸ/822-8850）

申込方法 鑑賞希望日（11月28日または11月29日）、全員の住所、氏名（ふりがな）、電話番号、学校名（通学の場合）を
書いて、ハガキ（〒852-8104 長崎市茂里町2-38 長崎市文化振興課あて）、ＦＡＸまたは、あじさいコールへ電話
にてお申し込みください。ホームページ「ながさき文化のひろば」でも受け付けます。（定員を超える申し込みが
あった場合は、抽選となります。）

申込結果 申込締切後、当選通知（抽選となり、選外となった方については選外通知）を郵送いたします。

注意事項 必ずマスクを着用のうえご来場ください。発熱など体調がすぐれない方はご来場をお控え願います。

内　　容

長崎文化時間コンサートｉｎブリックホール

11月28日（土）午後2時～3時（開場午後1時30分）
日     時

種口　敬明（ファゴット）
池田　祐希（ファゴット）
下条　絵理子（ピアノ）
Bottom line strings
（田辺　清士（チェロ）・亀子　政孝（コントラバス））

出演者

1
11月29日（日）午後2時～3時（開場午後1時30分）
日     時

内　夏美・堤　眞利恵（ソプラノデュオ）
永留　結花（フルート）
樋口　梨絵（ピアノ）

出演者

2

種口　敬明 池田　祐希

下条　絵理子 Bottom line strings
（田辺　清士・亀子　政孝）

内　夏美・堤　眞利恵

樋口　梨絵 永留　結花

人や野母崎という土地の「記憶」にまつわる作品を、アーティストと一緒に制作するプロジェクト

です。ワークショップを開催し、プロジェクトメンバーは、「記憶」に関する「もの」を持ち寄り、

和紙を制作します。

「記憶の彫刻」プロジェクト

長崎アートプロジェクト「じかんのちそう」は野母崎地区を舞台に、2021年2月27日
（土）～3月14日（日）に開催予定の展覧会に向けて、アーティストと一緒に作品を制作
する“プロジェクトメンバー”を募集します。

参加アーティスト

KMNR™（カミナリ）

日　　時 11月 14日（土）13:30-16:30

場　　所 野母崎樺島地区公民館

対　　象 長崎市内に在住の小学生以上の方（小学生は要保護者同伴）

定　　員 5組（ひと組上限 3 人）まで

参 加 費 無料

申込期限 11月2日（月）

申込方法 「氏名（ふりがな）／年齢／住所／電話番号／応募動機」
を記載の上、メール・ＦＡＸ・郵送にてご応募ください。
長崎市文化振興課（〒852-8104　長崎市茂里町 2-38）
FAX/095-842-3784
メール：bun_shin@city.nagasaki.lg.jp
QR コードの応募フォームからもご応募いただけます。

▲応募フォーム

長崎アートプロジェクト
「じかんのちそう」

プロジェクトメンバーを募集します！
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長崎市で最大規模を誇る伝統ある美術の祭典
です。市民作家の力作を、ぜひご覧ください！

伝統文化体験教室
（ジュニア日本舞踊体験教室・ジュニア水墨画体験教室・ジュニアいけばな体験教室）

ジュニア日本舞踊体験教室

奥深い日本の伝統文化に楽しく触れるチャンス！

11月28日（土）10時～15時　及び　11月29日（日）10時～15時（2日間）日 時

長崎ブリックホール2階　リハーサル室会  場

藤間流藤秀会講  師

市内にお住まいか通学している小学1年生から中学3年生までの方対  象

一人2,000円（2日分）参加費

10人定  員

2日間の受講です。両日とも昼食を持参してください。備  考

ジュニア水墨画体験教室
11月28日（土）14時～16時日 時

長崎ブリックホール3階　会議室会  場

長崎青房会講  師

市内にお住まいか通学している小学1年生から中学3年生までの方対  象

一人500円参加費

15人定  員

ジュニアいけばな体験教室
11月29日（日）14時～16時日 時

長崎ブリックホール3階　会議室会  場

草月流長崎県支部、池坊長崎支部講  師

市内にお住まいか通学している小学1年生から中学3年生までの方対  象

一人500円参加費

15人定  員

第６９回市展
（長崎市民美術展）

ブリックホールで開催する入場無料のコンサート！毎回多彩なジャンルの
市民ミュージシャンが、熱のこもった演奏で皆さんのお越しをお待ちしています。

誰もが気軽に音楽を楽しんでいただけますよ♪

ラウンジコンサート入場
無料

長崎ブリックホール3階　国際会議場会  場

日  時

● 諏訪小弦楽クラブ（弦楽合奏）
● サウスウインド（ブルーグラス）
● Luce（声楽とピアノ）

出演者

10月27日（火）  午後7時～

日  時

● twinkle（クラシック）
●China music ensemble（中国民謡）
●M-BAND（ポップス&ジャズ）

出演者

11月17日（火）  午後7時～応募方法 往復はがきに参加者全員の氏名（ふりがな）、学校名、学年、住所、電話番号、希望の教室を
記入して、長崎市文化振興課「伝統文化体験教室」○○（希望教室名）係
（〒852-8104　長崎市茂里町2-38）まで。はがき１通につき、1教室の応募をお願いします。
※返信用はがきのあて先にも住所・氏名をご記入ください。
※申し込み多数の場合は、抽選となります。

締め切り 10月20日（火）必着

■会期・展示部門
　前期：１１月２６日（木）～１２月３日（木）
　　　  〔南画・書・写真・工芸・ジュニア書写〕
　後期：１２月５日（土）～１２月１３日（日）
　　　  〔日本画・洋画・水墨画・デザイン＆クリエイティブ・ジュニア絵画〕
　※時間はいずれも午前１０時～午後６時（前後期とも最終日は午後５時まで）

■会場
　長崎県美術館　県民ギャラリー（出島町２－１）

■入場料
　前・後期共通券一般３００円、７０歳以上２００円（高校生以下無料、障害者手帳をお持ちの方無料）
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10～11月 ホールスケジュール 10～11月 ホールスケジュール
長崎ブリックホール

●大ホール

10月25日
（日） Ballet Studio Pied リサイタル Ballet Studio Pied

TEL／095-823-5165

10月18日
（日） 長崎文化時間コンサート in ブリックホール 長崎市市民生活部文化振興課

TEL／095-842-3782

11月28日
（土） 長崎文化時間コンサート in ブリックホール 長崎市市民生活部文化振興課

TEL／095-842-3782

11月29日
（日） 長崎文化時間コンサート in ブリックホール 長崎市市民生活部文化振興課

TEL／095-842-3782

日 時 催し物名 問い合わせ先

11月1日
（日） ダンス・アミューズ・パフォーマンス2020 ダンス・アミューズ

TEL／095-845-7992

11月22日
（日） 第103回かとうフィーリングアートバレエリサイタル かとうフィーリングアートバレエ

TEL／095-844-4802

11月23日
（月・祝）

日医工 創立55周年特別協賛
30th Anniversary　
葉加瀬太郎コンサートツアー2020　FRONTIERS

株式会社キョードー西日本
0570-09-2424
（平日・土曜11:00～17:00）

●大ホール・国際会議場

第15回九州放射線医療技術学術大会
第15回九州放射線医療技術学術大会
実行委員会
TEL／095-819-7435

日 時 催し物名 問い合わせ先

11月14日（土）～
　　15日（ 日 ）

●国際会議場
日 時 催し物名 問い合わせ先

山口修＆純子コンサート 音楽小屋
TEL／095-807-4836

2020長崎伝習所「自分新化講座」 長崎伝習所事務局
TEL／095-829-1125

10月19日
（月）

ラウンジコンサート 長崎ブリックホール
TEL／095-842-2002

10月27日
（火）

長崎県がん診療連携拠点病院県民公開講座
「がんについてよく考えよう」

長崎大学病院　がん診療センター
TEL／095-819-7779

11月8日
（日）

令和2年度　新技術・新工法説明会 一般社団法人九州建設技術管理協会
TEL／0942-46-3232

11月10日
（火）

ラウンジコンサート 長崎ブリックホール
TEL／095-842-2002

11月17日
（火）

10月17日
（土）

長崎市民会館 文化ホール

11月8日
（日） 長崎市中央公民館まつり 長崎市中央公民館

TEL／095-825-1948

11月3日
（火・祝） 長崎市立戸町中学校　吹奏楽部定期演奏会 長崎市立戸町中学校

TEL／095-878-3745

長崎市老人クラブ連合会
TEL／095-827-6060

日 時 催し物名 問い合わせ先

11月18日
（水） 第５４回長崎市老人クラブ大会

長崎県高等学校文化連盟演劇専門部
TEL／095-826-1261（瓊浦高校）長崎県高等学校総合文化祭　「演劇部門」演劇発表会県大会

11月21日（土）～
       22日（ 日 ）

長崎保護観察所
TEL／095-822-5175令和2年度更生保護関係者顕彰式典

11月29日
（日）

11月30日
（月）

映画「時の行路」上映会
映画「時の行路」長崎上映実行委員会
TEL／095-824-2974
　　　（長崎県映画センター）

中村太地コンサート実行委員会
TEL／095-826-1177中村太地クラシックコンサート

10月24日
（土）
10月25日
（日）

長崎市民劇場
TEL／095-823-6588

長崎市民劇場　第457回例会　劇団昴「アルジャーノンに花束を」10月26日（ 月 ）～
　　28日（水）

ＮＢＣ長崎放送事業本部
TEL／095-820-1022（平日10時～18時）ＮＢＣ長崎寄席　柳家小三治独演会10月30日

（金）

ドキュメンタリー映画を観る会
「ママをやめてもいいですか」上映会

長崎県映画センター
TEL／095-824-2974

長崎市民会館 文化ホール

10月3日
（土）

アマランスフェスタ2020
「V・ファーレン長崎が目指すもの～長崎から世界へ 愛と平和と一生懸命～」

長崎市市民生活部人権男女共同参画室
TEL／095-826-0026

UP DATE　実行委員会
TEL／090-9474-6778

日 時 催し物名 問い合わせ先

10月11日
（日） ダンス公演「UP DATE」

長崎県高等学校文化連盟演劇専門部
TEL／095-826-1261（瓊浦高校）

令和2年度長崎県高等学校総合文化祭　演劇部門
県南地区大会

10月18日
（日）

チトセピアホール

10月14日
（水）
10月25日
（日）

第30回日本クラシック音楽コンクール長崎本選 （一社）日本クラシック音楽協会
TEL／03-6441-3222

永源
TEL／090-5504-7610

日 時 催し物名 問い合わせ先

田中洋太Presents4人の演奏家×県立長崎南高校吹奏楽部コンサート

11月11日
（水）

長崎県音楽連盟
TEL／095-820-1081木管アンサンブルポエ 30周年記念ライブ

市民生活プラザホール

10月4日
（日）

10月25日
（日）

保護者の為の就職勝動セミナー 長崎市商工部産業雇用政策課
TEL／095-829-1313

10月24日
（土） 市民健康講座 長崎市包括ケアまちんなかラウンジ

TEL／095-893-6621

松田ミュージックスクール
TEL／095-827-0592

日 時 催し物名 問い合わせ先

ピアノ発表会

10月25日
（日）

アボイドノートジャズオーケストラ 
TEL／095-892-8903アボイドノートジャズオーケストラ コンサート

11月7日
（土）

栄木みどり
TEL／090-6318-9088Ｔｅａｍ Ｍｅ　ダンス発表会

11月23日
（月・祝）

藤間勝治郎
TEL／095-861-9346藤間流藤秀会ゆかた会

※ホールスケジュールについては、新型コロナウイルスの影響により、延期や中止となる場合がありますので、最新の情報は各問い合わせ先へ
ご確認ください。
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長崎ブリックホールギャラリー
（長崎ブリックホール2階　10時～20時）
※日程は変更になる場合があります。また、初日及び最終日は時間が変わることがあります。

10月１日(木)～10月13日(火)
槐の会作品展

10月22日(木)～10月25日(日）
第3回香墨会書作展
10月26日(月)～11月4日(水)
第21回墨鈴会水墨画展

11月6日(金)～11月14日(土)
ブルーパレット　Tomo・友・とも・展

11月16日(月)～11月28日(土)
私のアトリエから

2020.10-11 SCHEDULE

「新しい生活様式」で
芸術文化に触れる


