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長崎市文化振興課
〒852-8104　長崎市茂里町 2-38 長崎ブリックホール４F
TEL.095-842-3782　FAX.095-842-3784
　　bun_shin@city.nagasaki.lg.jp
HP  https://nagasaki-bunka.jp

文化振興課公式　　　 ＠nagasakibunkaながさき文化のひろば

ブリックホール開館20周年から始まる
市民参加舞台「ながさきのたね」

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。 4月17日（土）～4月25日（日）

のいちご・写真文学展

4月29日（木・祝）～5月9日（日）
ぼくの絵 わたしの絵展
第80回全国教育美術展

2021.4-5 SCHEDULE

「ながさき文化のひろば」のホームページができました！
長崎市内の芸術文化活動の情報発信、支援のためのホーム
ページ「ながさき文化のひろば」ができました。
文化振興課の自主文化事業の情報や市民文化団体の方が
イベントなどの情報を掲載できる市民交流掲示板などがあり
ます。
ぜひご活用ください。

https://nagasaki-bunka.jp

検　索ながさき文化のひろば



市民参加舞台「ながさきのたね」出演者募集
ブリックホールでは、開館20周年にあたる平成30年から新たな市民参加舞台「ながさきのたね」の作品を制作してい
ます。これまで市民の方と長崎のまちを歩き、演劇の台本を作ったり、音楽を作ったり、大切に「ながさきのたね」を
育ててきました。
令和2年度はこれまで制作した台本や音楽をもとに舞台公演を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の
影響でオーディションや公演が中止となり、改めて令和3年度に実施することとなりました。
今年はこれまでの集大成として「ながさきのたね」が花開く時。12月にブリックホールの大ホールで公演を行います。
あなたもぜひ舞台の出演者として一緒にメイドインながさきの作品を創りませんか。

オーディション

日　　程 5月22日（土）、23日（日）
会　　場 長崎ブリックホール

募集部門 演劇部門、ダンス部門、歌部門　計70名程度

締め切り 5月7日（金）必着

応募方法

応募資格 小学3年生以上～上限なし。長崎市内にお住まいか通勤・通学している、または長崎市内で文化活動を
行っている方

長崎ブリックホール、市役所本館案内所、地域センター、文化振興課ホームページ「ながさき文化のひろば」
にある応募用紙に必要事項を書いて、文化振興課まで郵送または持参ください。
Eメールで申し込む場合は、応募用紙の必要事項を本文に記入して、写真を添付のうえ、文化振興課
アドレス（bun_shin@city.nagasaki.lg.jp）までお送りください。
※令和2年度に応募していた方も今回改めて応募用紙の提出をお願いします。

稽古スケジュール

6月～12月の本番まで（稽古場所：主に長崎ブリックホール）
平日 毎週月曜：ダンス　毎週木曜：演劇または歌

（17：00～18：30子ども稽古　19：00～21：30大人稽古）
土日 全体稽古（9：00～21：00）

6/13、8/1、9/4、9/12、10/2、10/17、11/3、11/14、11/20、12/5、12/8

公演日

12月25日（土）、26日（日）長崎ブリックホール大ホール

　この『ながさきのたね』という市民参加舞台は、長崎の人たちが「創り」「出演して」「支える」、長崎
の人たちの色々な力を集めた舞台作品です。長崎の街にまつわるお話を戯曲講座で描き、作品を彩る
歌や音楽は音楽講座から生まれました。そして最後に必要なのが、この作品に出演するあなたです。
　本来なら令和2年度に実施する予定だったこの市民参加舞台ですが、新型コロナウイルスの影響で
令和3年度の実施となりました。人と人とが出会うこと、関わること、語り合うこと、笑い合うこと、慰める
こと、励ますこと。本来なら私達が生きていく上で必要なそれらのことは、今ではとても難しいこととされ
てしまい、演劇は少し遠いものとなってしまいました。
　でもだからこそ、ここから始まりたいと思います。もう一度、私たちが人と出会い、喜びや悲しみを分か
ち合うことが出来る演劇を、少しずつ、出来ることから、皆さんと一緒にやっていきたいと思っています
ので、歌だけでの参加、ダンスだけでの参加でも構いません、この想いが届きましたら、ぜひぜひご参加
をください。お待ちしています。

構成・演出　福田修志（Ｆ’ｓＣｏｍｐａｎｙ）さんからのコメント

スタッフ

構成・演出 福田修志（Ｆ’ｓＣｏｍｐａｎｙ）
音楽 橋本　剛（作曲家、愛知教育大学准教授）
編曲 河野久寿（作編曲家、仁愛女子短期大学准教授）
ダンス振付 加藤久留美（かとうフィーリングアートバレエ）
歌唱指導 堤　眞利恵（声楽家、MUSIC STUDIO&Lab.M.T）
演出助手 荒木宏志（劇団ヒロシ軍）
 田中俊亮（Ｆ’ｓＣｏｍｐａｎｙ）
ゲスト出演 有門正太郎（有門正太郎プレゼンツ）
総合アドバイザー 岩崎正裕（劇団　太陽族）0

平成30年度 戯曲講座の様子 令和元年度 音楽講座の様子

問合せ 長崎市文化振興課　TEL：095-842-3782　FAX：095-842-3784
　　　　　　　　　E-mail:bun_shin@city.nagasaki.lg.jp
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新型コロナウイルス感染症対策のため、掲載しているイベントが中止・延期となる場合があります。
イベントへ参加の際は、事前に体温計測を行い、風邪などの症状がないことの確認と、マスクの着用をお願いします。
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ハンドベル教室　受講生募集
「天使の歌声」と称されるイングリッシュハンドベルを一緒に演奏しませんか？
昔みたいにまたやりたい！音楽を通して友達の輪を広げたい！親子で想い出づくりに！という皆さん大歓迎です。

対 　 象 小学1年生以上(但し小学3年生までは保護者同伴)で、毎週土曜日に通える方。

期 　 間 令和3年5月15日（土）～令和4年3月26日（土）　※初回はオリエンテーション
毎週土曜　10時～12時（会場の都合等で変更の場合あり）

会 　 場 長崎ブリックホール2階　練習室2

受 講 料 月額　大人1,500円　学生1,000円（大学生まで）

定 　 員 20名程度

締め切り 令和3年5月7日（金）必着

問 合 せ 〒852-8104　長崎市茂里町2-38　長崎市文化振興課
TEL：095-842-3782 ／ FAX：095-842-3784
E-mail：bun_shin@city.nagasaki.lg.jp

応募方法 任意の書式で、郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢（学年）、
「ハンドベル教室」と書いて、往復はがき、FAX、メールでお申込み
ください。
※応募多数の場合は、抽選となります。

ラウンジコンサート出演者募集
長崎ブリックホールのラウンジで開催する市民ミュージシャンによる入場無料のコンサート♪
令和３年度の出演者を大募集します。ジャンル不問！年齢不問！！奮ってご応募ください。

対 　 象 市内にお住まいか、通勤、通学または市内で音楽活動をして
いる個人またはグループ

時 　 間 19 時～

募集人数 40 組程度（個人を含む）

締め切り 5月31日（月）必着

問 合 せ 長崎ブリックホール　TEL：095-842-2002　
担当 : 酒井  Email   m-sakai@brickhall.jp

応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、演奏を記録したもの（CD・MD・DVD・カセットテープ）と写真 1 枚を
必ず添付し、長崎ブリックホール「ラウンジコンサート係」（〒852-8104 長崎市茂里町 2-38）まで郵送
もしくはご持参ください。また、PCを介してのデータでの受付も可と致します。
※応募用紙は長崎ブリックホール、市役所本館案内所、地域センター等の公共施設などに設置。また、
長崎ブリックホールホームページ（http://www.brickhall.jp/）にも掲載予定。
※設置・掲載時期は4月上旬を予定。

開 催 日 ①   7月27日（火） ② 8月 17日（火） ③  9月 14日（火）
④10月19日（火） ⑤11月   9日（火） ⑥12月 14日（火）
⑦   1月 1 1日（火） ⑧ 2月 15日（火） ⑨  3月   8日（火）
※開催日については変更になる場合があります。

長崎市芸術文化活動助成金交付審査会の
委員を募集します

応募資格 応募の日において、次の①～④を全て満たす方（本人からの応募に限ります。）
①市内にお住まいか、通勤・通学している20歳以上の方
②長崎市の他の附属機関の委員でない方
③長崎市の他の附属機関の委員の公募に応募していない方
④公務員、議員でない方

ブリックホールサポーター新規登録受付中

対　　象 市内にお住まいか、通勤・通学している18歳以上の方（高校生は除く）

応募方法 所定の申込用紙にご記入いただき、長崎市文化振興課まで FAX または郵送にてご提出ください。
申込用紙は、FAX・郵送などでお送りしますので、長崎市文化振興課までご連絡ください。

経費について ブリックホールサポーターは無償ボランティアです。ただし、活動に参加された場合は、活動後に公
共交通機関利用相当額の交通費を支給します。

締め切り 令和3年5月17日（月）

問合せ
・

応募先

長崎市文化振興課
〒852-8104長崎市茂里町2-38
TEL：095-842-3782
FAX：095-842-3784

活動保険に
ついて

サポーターは社会福祉協議会のボランティア活動保険に全員加入していただきます（保険料は市が
負担します）。

任 　 期 2 年（委嘱の日から2023 年 5月31日）

募集人数 1 名

論文テーマ 長崎市における芸術文化振興について

応 募 先 長崎市文化振興課（〒852-8104 長崎市茂里町 2-38）

締め切り 4月16日（金）必着

選考結果 選考委員会で選考し、5月末までに本人に通知します。

活動内容 助成金の交付の適否に関する審査及び成果の検証（審査会は年1～2回程度）

問合せ 長崎市文化振興課　TEL：095-842-3782

応募方法 長崎ブリックホール、市役所本館案内所、地域センターなどにある申込用紙に必要事項を書き、
テーマに沿った800字程度の小論文を添えてお送りください。申込用紙は文化振興課ホームページ
でも入手できます。

ブリックホールサポーターとは、長崎市が行う自主文化事業をボランティアとして支援する制度です。
主な活動内容は、コンサートやワークショップの当日スタッフ（受付、会場案内等）、広報誌の発送作
業等です。あなたのペースで参加できます。ぜひ私たちと一緒に活動してみませんか。
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⑦   1月 1 1日（火） ⑧ 2月 15日（火） ⑨  3月   8日（火）
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③長崎市の他の附属機関の委員の公募に応募していない方
④公務員、議員でない方
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業等です。あなたのペースで参加できます。ぜひ私たちと一緒に活動してみませんか。
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遠藤周作原作、マーティン・スコセッシ監督
映画『沈黙―サイレンス―』上映会
inチトセピアホール

遠藤周作文学館　5月のイベント

日 　時 2021年5月9日（日）14：00～16：40（13：00開場）
会 　場 チトセピアホール（長崎市千歳町5-1）

定　員 300名（自由席。応募多数の場合は抽選。抽選結果は申込締切後、郵送で送ります。）

問合せ 〒851－2327　長崎市東出津町77番地　遠藤周作文学館　TEL：0959－37－6011　FAX：0959－25－1443

参加料 無料

上映作品 『沈黙―サイレンス―』
原作：遠藤周作『沈黙』　監督：マーティン・スコセッシ
配給：KADOKAWA　2017年1月全国ロードショー
出演:アンドリュー・ガーフィールド、アダム・ドライバー、浅野忠信、窪塚洋介、イッセー尾形、
         塚本晋也、リーアム・ニーソン

応募方法 応募代表者の住所、氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数を書いて、あじさいコールへFAX
（095-822-8850）。または、あじさいコールへ電話（095-822-8888）にて申し込み。4月26日（月）〆切。

ⓒ 2016 FM Films, LLC.  All Rights Reserved

長崎アートプロジェクト 「じかんのちそう」展覧会
長崎アートプロジェクトは、長崎市民の皆さんがアートを身近に感じ、触れ親しむことで
心豊かな暮らしを実現することを目指し、2010年度から毎年、開催場所や作品を変え
ながら実施しています。国内外で活躍するアーティストを招き、市民の皆さんと一緒に
作品の制作やワークショップを実施するなど、市民とアーティストがコミュニケーション
を取りながらアートに触れる機会を創出する取り組みを行ってきました。

2019-2020年度は、野母崎地区を舞台に「エイジング（歳や時間を重ねること）」とい
うテーマのもと、約1年間にわたり招聘アーティストと共にリサーチやワークショップを実
施。その集大成となる展覧会では、市民との協働プロジェクトによって生まれた作品や
アーティストによる新作の展示を通し、歳を重ねることでみえてくる風景や後世への継
承など、この場所における未来を考えるためのきっかけを提示します。

参加アーティスト

地方都市のリサイクルショップや閉店した
レンタルビデオショップなどで収集した
VHS、実家の片隅に忘れられたホームビ
デオなど、古今東西さまざまなビデオテー
プをサンプリングして映像と音楽を同時に
制作する映像ディレクター／ミュージシャ
ン。VHSの映像とピアニカを使ってライブ
をするほか、MV制作、VJ、DJなど、活動
は多岐にわたる。

1948年、京都府生ま
れ。美術家。20代から絵
画制作を始める。1975年
に西ドイツへ渡り、現代
美術家のヨーゼフ・ボイス
に出会い、帰国後、ボイ
スの影響から古美術や民
俗学を独学で勉強し始め
る。インテリアショップの
アートディレクターとして

国内外で活躍する一方、麻布研究の第一人者
として主に江戸時代の苧麻布、大麻布の繊維
と糸の研究を発表。主な仕事にサンフランシ
スコ工芸民俗博物館の「Riches from Rags」展
出展、エイベックス「majotae」美術顧問、山
口情報芸術センター「白」展示など。共著に
『別冊太陽 日本の自然布』（2004年 平凡社
刊）がある。

佐賀県名尾地区において300年以上の歴
史を持つ名尾手すき和紙の7代目、谷口弦
を中心としたアートコレクティブ。長年受
け継がれてきた紙漉き技術を駆使し、特定
のマテリアルを漉き込んで一枚の紙に仕
立てることで、その素材が内包する情報
（魂）を受け継ぐ、新たな文脈を持った媒
体としての紙「還魂紙」を生み出し、作品
制作を行う。

展覧会概要

開催日：

開催時間：

4月24日（土）－5日9日（日）

場所：
旧樺島小学校
（長崎市野母崎樺島町1088）

入場無料

平日 　11：00-17：00
土日祝 10：00-19：00
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4〜5月　ホールスケジュール

長崎市民会館 文化ホール
日 時 催し物名 問合せ先

4月 4日（日） 映画「新聞記者」上映会 長崎県映画センター　TEL/095-824-2974
4月 9日（金） 令和3年度こころ未来高等学校　入学式 こころ未来高等学校　TEL/095-822-7733
4月19日（月） 長崎市民劇場　第460回例会

イッツフォーリーズ
「ミュージカルおれたちは天使じゃない」

長崎市民劇場　TEL/095-823-65884月20日（火）
4月21日（水）
4月28日（水） 中央公民館講座「コンサート劇的楽しみ法」 長崎市中央公民館　TEL/095-825-1948
5月21日（金） 長崎OMURA室内合奏団　第16回長崎定期演奏会 認定特定非営利活動法人 長崎OMURA室内合奏団　TEL/0957-47-6537
5月25日（火） 長崎地区保護司会式典・総会 長崎地区保護司会　TEL/095-894-5571

チトセピアホール
日 時 催し物名 問合せ先

4月 3日（土） スズキ・メソード長崎支部 第25回卒業演奏会＆第19回発表会 スズキ・メソード長崎支部　TEL/095-837-8915
4月25日（日） 第5回Rin音感教室　発表会 Rin音感教室　宮崎　TEL/095-895-7233
5月 9日（日） 遠藤周作原作、マーティン・スコセッシ監督

映画『沈黙ー サイレンスー』上映会 長崎市遠藤周作文学館　TEL/0959-37-6011
5月29日（土） 桜のコンサート 蝶々夫人の街・ながさき　TEL/095-845-2335

市民生活プラザホール
日 時 催し物名 問合せ先

4月 4日（日） ひよこの会　ピアノ発表会 ひよこの会音楽教室　TEL/095-862-9394
4月24日（土） マネーに強くなる！明るい未来のマネーレッスン ＦＭ長崎　TEL/095-828-2020
5月15日（土） 人形劇団　むすび座

『どんどこももんちゃん/カミナリカレー』 ながさき子ども劇場　TEL/095-825-0533
5月20日（木） マーガレット一家　『たっちゃんの紙芝居』 ながさき子ども劇場　TEL/095-825-0533
5月21日（金） はぐはぐ☆カンパニー『らくだ』 ながさき子ども劇場　TEL/095-825-0533
5月29日（土） Shino Bellydance 公演 Shino Bellydance Lesson　TEL/070-4315-7683

長崎ブリックホール
●大ホール

日 時 催し物名 問合せ先
4月 2日（金） 令和3年度 国立大学法人長崎大学入学式 国立大学法人長崎大学　TEL/095-819-2016
4月 4日（日） スマイル・ダンス・ファクトリー 発表会 スマイル・ダンス・ファクトリー　TEL/090-4512-3003
4月11日（日） 第7回みのりバレエスタジオ発表会 みのりバレエスタジオ　TEL/095-826-5013
4月18日（日） フォレスタコンサートin長崎 KTN事業局　TEL/095-827-3400（平日9:30～17:30）
4月27日（火） 長崎開港450周年記念式典 長崎開港450周年事業実行委員会事務局　TEL/095-829-1282
4月29日（木・祝） 藤栄会 日舞発表会 藤栄会　TEL/095-822-9584
5月 1日（土） 森高千里「この街」TOUR 2020-21 株式会社GAKUON ユニティ・フェイス　TEL/0985-20-7111
5月 3日（月・祝） 鎮西学院高等学校吹奏楽部 第34回定期演奏会 鎮西学院高等学校　TEL/0957-25-1234
5月 5日（水・祝） 長崎県立長崎東中学校・高等学校吹奏楽部

第26回定期演奏会 長崎県立長崎東中学校・高等学校　TEL/095-821-4642
5月 9日（日） 爆笑！！お笑いライブin長崎 ＮＩＢ長崎国際テレビ　TEL/095-826-2266（平日9:30～17:30）
5月16日（日） サムライブラスオルケスター第10回定期演奏会 サムライブラスオルケスター　TEL/090-4473-8855
5月26日（水） 三山ひろし-笑顔を届けます！コンサート2021- 株式会社鈴木企画　TEL/092-285-4864（平日10:00～13:00）
5月29日（土） Nagasaki-Mフェス2021 アシスト長崎　TEL/090-3323-4215
5月30日（日） DRUM TAO 2021新作舞台「光」 TAO事務局　TEL/092-721-2015（平日10:00～19:00）

●国際会議場
日 時 催し物名 問合せ先

4月 1日（木） 長崎市表彰式 長崎市秘書広報部秘書課　TEL/095-829-1110
4月24日（土）
 ～25日（日） 第33回日本ハンドセラピィ学会学術集会 愛野記念病院　手外科センターハンドセラピィ室

E-mail  jhts33rd@gmail.com
5月 5日（水・祝） ざぼんちゃん41周年祭 ざぼんちゃん株式会社　TEL/095-849-3309（平日9:00～15:00）
5月23日（日） 山口修＆純子コンサート コンサートホール40「音楽小屋」　TEL/095-807-4836

●大ホール・ 国際会議場
日 時 催し物名 問合せ先

4月22日（木）
 ～23日（金） 第64回日本手外科学会学術集会 運営事務局　株式会社コングレ九州支社　TEL/092-716-7116
5月20日（木）
 ～21日（金） 第38回日本呼吸器外科学会学術集会 運営準備室　日本コンべンションサービス株式会社九州支社

TEL/092-712-6201
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長崎市文化振興課
〒852-8104　長崎市茂里町 2-38 長崎ブリックホール４F
TEL.095-842-3782　FAX.095-842-3784
　　bun_shin@city.nagasaki.lg.jp
HP  https://nagasaki-bunka.jp

文化振興課公式　　　 ＠nagasakibunkaながさき文化のひろば

ブリックホール開館20周年から始まる
市民参加舞台「ながさきのたね」

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。 4月17日（土）～4月25日（日）

のいちご・写真文学展

4月29日（木・祝）～5月9日（日）
ぼくの絵 わたしの絵展
第80回全国教育美術展

2021.4-5 SCHEDULE

「ながさき文化のひろば」のホームページができました！
長崎市内の芸術文化活動の情報発信、支援のためのホーム
ページ「ながさき文化のひろば」ができました。
文化振興課の自主文化事業の情報や市民文化団体の方が
イベントなどの情報を掲載できる市民交流掲示板などがあり
ます。
ぜひご活用ください。

https://nagasaki-bunka.jp

検　索ながさき文化のひろば


