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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

市民参加舞台「ながさきのたね」絶賛稽古中！！

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。

2021.10-11 SCHEDULE

10月2日（土）～10月12日（火）
オノタカ二人展
10月14日（木）～10月18日（月）
第8回　長崎市中学校美術部作品展

10月20日（水）～10月31日（日）
第12回　ブルーパレット展
11月1日（月）～11月15日（月）
槐の会作品展
11月21日（日）～11月28日（日）
長崎精道中学校　美術部展

ラウンジコンサート 長崎ブリックホール3階
国際会議場

会場

入場
無料

日  時

● 空詩堂（Jポップ）  
● 音onバンド　アストロズ（クラシック＆ポップス）
● Kazz（オリジナル・ポップス）

出演者

10月19日（火）  19:00～ 日  時

● 柴山公海（ギターソロパフォーマンス）
● ふわり（二胡とピアノ）
● 「OTOKAN」＆「こでまり」（クラシック＆ポピュラー）
● twinkle（クラシック）

出演者

11月9日（火）  19:00～



市民参加舞台「ながさきのたね」は、3年前に市民を対象とした戯曲（＝演劇の台本）
講座で生まれた長崎のまちにまつわるお話をもとに、その次の年の音楽講座で作品を
彩る音楽を作り、今回その集大成として、これまで作成した台本や音楽をもとに舞台公演
を行います。
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。ぜひお楽しみください。

日 　 時 12月25日（土）19：00開演（18：00開場）・12月26日（日）14：00開演（13：00開場）
会 　 場 長崎ブリックホール　大ホール 構成・演出 福田修志（F’sCompany）

作 平成30年度戯曲講座受講生ほか 音　　楽 橋本剛（作曲家）・令和元年度音楽講座受講生

編　　曲 河野久寿（作編曲家） 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） ゲスト出演 有門正太郎（有門正太郎プレゼンツ）

出　　演 市民参加舞台オーディション合格者

チケット 10月中旬販売開始予定
全席自由　一般2,000円　大学生以下1,000円（当日は各500円増し）

主　催 長崎市

問い合わせ 長崎市文化振興課　TEL/095-842-3782

助　成 一般財団法人　地域創造

市民参加舞台「ながさきのたね」ができるまで②
6月から始まった市民参加舞台「ながさきのたね」の稽古の様子をお伝えします。
オーディションで選ばれた総勢約40名のメンバーですが、6月からはまず演劇・ダンス・歌の基礎的な稽古から
始めました。未経験者も多い中、それぞれ一所懸命、積極的に稽古に取り組んでいる姿が印象的でした。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で8月から9月にかけて約1か月はほとんど稽古ができませんでしたが、
それぞれが自宅でレッスンの動画を見ながら自主練習をして過ごしました。
市民参加舞台「ながさきのたね」は12月25日（土）26日（日）に公演を予定しています。チケットは10月中旬発売
予定です。ご来場お待ちしております！

構成・演出
福田修志（F’sCompany）

日 　 時 11月7日（日）　13時～15時30分

日 　 時 令和３年11月13日（土）　10時～15時

会 　 場 チトセピアホール

遠藤周作没後25年記念　遠藤周作を偲ぶ一日
遠藤周作が亡くなって、今年で２５年になります。節目となる今年は、朗読と音楽、講演会を
開催します。

第70回市展（長崎市民美術展）
年に一度の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！

文学講座
読書の秋にふさわしい、豪華２本立ての文学講座です。

内 　 容 第一部　朗読・音楽「女の一生　二部・サチ子の場合」（純心女子高等学校・周作クラブ長崎）
第二部　講演会「遠藤周作先生との思い出」（作家・加藤宗哉氏）

定 　 員 200名（自由席。申込多数の場合は抽選。抽選結果は申込締切後、郵送します。）

参 加 料 無料

申込期限 10月28日（木）

申込期限 11月10日（水）

問い合わせ 長崎市遠藤周作文学館　〒851-2327　長崎市東出津町77番地
TEL／0959－37－6011　FAX／0959－25－1443

問い合わせ 長崎市遠藤周作文学館　〒851-2327　長崎市東出津町77番地
TEL／0959－37－6011　FAX／0959－25－1443

会　　場 遠藤周作文学館

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）

問い合わせ 長崎市民美術展実行委員会事務局
TEL/095-825-8295

定　　員 各回４０名（先着順）

参 加 料 無料

内　　容 「遠藤周作の文学にみる神学」古橋昌尚氏（清泉女学院大学教授）10時～12時
「「影に対して」を読むー母の〈影〉をめぐってー」笛木美香氏（昭和女子大学教授）13時～15時

申込方法 申込代表者の住所、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。

申込方法 申込代表者の住所、氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数を書いて、文学館へFAX（0959-25-1443）。
または、遠藤周作文学館へ電話（0959-37-6011）にて申し込み。

■会期・展示部門
　前期：11月18日（木）～11月26日（金）　※11月22日（月）休館日
　　　〔南画、書、写真、工芸、ジュニア書写〕
　後期：11月28日（日）～12月5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）

撮影者：稲井勲
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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。

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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長崎文化時間リーディング・セッション
『観る文学×聴く演劇』

観て、聴いて、楽しむ。新しいブンカのカタチ。
長崎で活動する4つの劇団による古典文学のリーディング公演を開催します！

公演の模様は後日ラジオ番組での放送とYouTubeでの動画配信を予定しています。

観る文学（リーディング公演）

聴く演劇（ラジオ放送）・YouTube動画配信

第61回　長崎市民三曲演奏会

対　　象 長崎市民または長崎市内へ通学している方 定　　員 各回20名

入 場 料 無料（ただし、事前申し込みが必要です。）

問い合わせ 長崎市文化振興課　TEL/095-842-3782 申込開始 10月18日（月）

申込方法 長崎市文化振興課ホームページ「ながさき文化のひろば」の申込フォームかお電話
（長崎市文化振興課：095-842-3782）でお申し込みください。

内　　容

❶ 上演作品：港の妖婦／田中貢太郎
日　　時 12月4日（土）

昼の部：15時～16時 夜の部：18時～19時

上演団体 謎のモダン館（演出：白濱隆次）

申込締切 11月19日（金）

会　　場 調整中（決まり次第長崎市文化振興課ホーム
ページ「ながさき文化のひろば」でお知らせします）

❷ 上演作品：パロディ／遠藤周作
日　　時 1月10日（月・祝）

朝の部：11時～12時 昼の部：15時～16時

会　　場 遠藤周作文学館（長崎市東出津町７７番地）

上演団体 劇団ヒロシ軍（演出：荒木宏志）

上演団体 RAWWORKS（演出：川内清通）
上演団体 StereoArT（演出：田中俊亮）

申込締切 12月17日（金）

❸ 上演作品：平家物語／作者不詳 ❹ 上演作品：路上／梶井基次郎
                    Kの昇天／梶井基次郎

FM Nagasaki 79.5MHz

日　　時 令和3年10月31日（日）12：30開場、13：00開演

会　　場 長崎市民会館文化ホール

主　　催 長崎市民三曲協会、長崎市、長崎市教育委員会、ＮＰＯ法人長崎国際文化協会

入 場 料 500円

問い合わせ ＮＰＯ法人長崎国際文化協会（TEL・FAX822-2366）

市内の三曲（箏・三絃・尺八）団体による合同演奏会を開催します。
こと

ながさき文化のひろば

［2月公演（予告）］※［2月公演（予告）］※

※2月公演は日時・会場等決まりましたら、長崎市文化振興課ホームページ「ながさき文化のひろば」でお知らせします

［12月公演］ ［1月公演］

ラジオ放送日

❶ 作品：港の妖婦／田中貢太郎

12月26日（日）20:00～21:00
YouTube配信 12月26日（日）21：00～1月23日（日）
団　　　体 謎のモダン館（演出：白濱隆次）

［12月放送］

ラジオ放送日

❷ 作品：パロディ／遠藤周作

1月23日（日）20:00～21:00
YouTube配信 1月23日（日）21：00～2月20日（日）
団　　　体 劇団ヒロシ軍（演出：荒木宏志）

［1月放送］

❸ 作品：平家物語／作者不詳

団　　　体 RAWWORKS（演出：川内清通）

［2月放送（予告）］

❹ 作品：路上／梶井基次郎
           Kの昇天／梶井基次郎

団　　　体 StereoArT（演出：田中俊亮）

［3月放送（予告）］

アウトリーチ事業登録アーティスト募集
〈 アウトリーチコンサート出演登録オーディションを開催します 〉

令和4・5年度に市内各地で開催する『アウトリーチコンサート』に年５～７回程度出演していただく演奏家を募集します！
学校やふれあいセンターなど市民のみなさんの身近な場所を訪れ、素敵な演奏を通じてみなさんと音楽との出会いの
場を作ってくださる方、ご応募お待ちしています！

ながさき
文化のひろばHP

対　　象 長崎市にお住まいか通勤、通学している人。または、長崎市内で音楽活動を行っているか、今後その予定
がある人。アーティスト研修会、令和4・5年度のアウトリーチコンサート、ホールコンサートをはじめとする
当事業のスケジュールに全て参加できること。（年間5～7日程度）

部　　門 ①声楽 ②ピアノ ③管楽器 ④弦楽器 ⑤打楽器 ⑥その他の楽器⑦アンサンブル（上記ジャンルで活動歴が
ある小編成のグループ）

年　　齢 令和4年4月1日現在、満18歳以上の人。（高校生不可）

申込締切 令和3年10月29日（金）必着

問い合わせ 長崎市文化振興課（TEL/095-842-3782）

選考日程 １次選考　申込資料での審査（書類・音源選考）
２次選考　令和3年12月17日（金）15時～19時
　　　　  令和3年12月18日（土）10時～13時 のいずれかの日程
　　　　  ※演奏と面接による審査
会場：長崎ブリックホール2階　練習室1

申込方法 長崎文化振興課のホームページ「ながさき文化のひろば」に掲載または長崎ブリックホール
などにある所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、演奏を収録した音源（CDのみ）を添え
て、長崎市文化振興課（〒852-8104 長崎市茂里町2-38）「アウトリーチオーディション」係
まで郵送してください。音源等は返却いたしかねますので予めご了承ください。

＜アウトリーチコンサートとは＞
「音楽は好きだけど、なかなかホールに行く機会がない」「クラシック音楽は堅苦
しくて…」と思っている方々に“音楽の楽しさを届けよう！”と、演奏家がホールを飛
び出して学校や福祉施設、ふれあいセンターなどを訪れて開催する出前コンサート
です。ホールでのコンサートとは一味違い、演奏者の息遣いが感じられるくらいの
至近距離で、生の演奏の迫力を体感していただきます。また、出演者自らが、曲の
聴き方や楽しみ方をわかりやすく説明します。

4 5

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。

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。



長崎文化時間リーディング・セッション
『観る文学×聴く演劇』

観て、聴いて、楽しむ。新しいブンカのカタチ。
長崎で活動する4つの劇団による古典文学のリーディング公演を開催します！

公演の模様は後日ラジオ番組での放送とYouTubeでの動画配信を予定しています。

観る文学（リーディング公演）

聴く演劇（ラジオ放送）・YouTube動画配信

第61回　長崎市民三曲演奏会

対　　象 長崎市民または長崎市内へ通学している方 定　　員 各回20名

入 場 料 無料（ただし、事前申し込みが必要です。）

問い合わせ 長崎市文化振興課　TEL/095-842-3782 申込開始 10月18日（月）

申込方法 長崎市文化振興課ホームページ「ながさき文化のひろば」の申込フォームかお電話
（長崎市文化振興課：095-842-3782）でお申し込みください。

内　　容

❶ 上演作品：港の妖婦／田中貢太郎
日　　時 12月4日（土）

昼の部：15時～16時 夜の部：18時～19時

上演団体 謎のモダン館（演出：白濱隆次）

申込締切 11月19日（金）

会　　場 調整中（決まり次第長崎市文化振興課ホーム
ページ「ながさき文化のひろば」でお知らせします）

❷ 上演作品：パロディ／遠藤周作
日　　時 1月10日（月・祝）

朝の部：11時～12時 昼の部：15時～16時

会　　場 遠藤周作文学館（長崎市東出津町７７番地）

上演団体 劇団ヒロシ軍（演出：荒木宏志）

上演団体 RAWWORKS（演出：川内清通）
上演団体 StereoArT（演出：田中俊亮）

申込締切 12月17日（金）

❸ 上演作品：平家物語／作者不詳 ❹ 上演作品：路上／梶井基次郎
                    Kの昇天／梶井基次郎

FM Nagasaki 79.5MHz

日　　時 令和3年10月31日（日）12：30開場、13：00開演

会　　場 長崎市民会館文化ホール

主　　催 長崎市民三曲協会、長崎市、長崎市教育委員会、ＮＰＯ法人長崎国際文化協会

入 場 料 500円

問い合わせ ＮＰＯ法人長崎国際文化協会（TEL・FAX822-2366）

市内の三曲（箏・三絃・尺八）団体による合同演奏会を開催します。
こと

ながさき文化のひろば

［2月公演（予告）］※［2月公演（予告）］※

※2月公演は日時・会場等決まりましたら、長崎市文化振興課ホームページ「ながさき文化のひろば」でお知らせします

［12月公演］ ［1月公演］

ラジオ放送日

❶ 作品：港の妖婦／田中貢太郎

12月26日（日）20:00～21:00
YouTube配信 12月26日（日）21：00～1月23日（日）
団　　　体 謎のモダン館（演出：白濱隆次）

［12月放送］

ラジオ放送日

❷ 作品：パロディ／遠藤周作

1月23日（日）20:00～21:00
YouTube配信 1月23日（日）21：00～2月20日（日）
団　　　体 劇団ヒロシ軍（演出：荒木宏志）

［1月放送］

❸ 作品：平家物語／作者不詳

団　　　体 RAWWORKS（演出：川内清通）

［2月放送（予告）］

❹ 作品：路上／梶井基次郎
           Kの昇天／梶井基次郎

団　　　体 StereoArT（演出：田中俊亮）

［3月放送（予告）］

アウトリーチ事業登録アーティスト募集
〈 アウトリーチコンサート出演登録オーディションを開催します 〉

令和4・5年度に市内各地で開催する『アウトリーチコンサート』に年５～７回程度出演していただく演奏家を募集します！
学校やふれあいセンターなど市民のみなさんの身近な場所を訪れ、素敵な演奏を通じてみなさんと音楽との出会いの
場を作ってくださる方、ご応募お待ちしています！

ながさき
文化のひろばHP

対　　象 長崎市にお住まいか通勤、通学している人。または、長崎市内で音楽活動を行っているか、今後その予定
がある人。アーティスト研修会、令和4・5年度のアウトリーチコンサート、ホールコンサートをはじめとする
当事業のスケジュールに全て参加できること。（年間5～7日程度）

部　　門 ①声楽 ②ピアノ ③管楽器 ④弦楽器 ⑤打楽器 ⑥その他の楽器⑦アンサンブル（上記ジャンルで活動歴が
ある小編成のグループ）

年　　齢 令和4年4月1日現在、満18歳以上の人。（高校生不可）

申込締切 令和3年10月29日（金）必着

問い合わせ 長崎市文化振興課（TEL/095-842-3782）

選考日程 １次選考　申込資料での審査（書類・音源選考）
２次選考　令和3年12月17日（金）15時～19時
　　　　  令和3年12月18日（土）10時～13時 のいずれかの日程
　　　　  ※演奏と面接による審査
会場：長崎ブリックホール2階　練習室1

申込方法 長崎文化振興課のホームページ「ながさき文化のひろば」に掲載または長崎ブリックホール
などにある所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、演奏を収録した音源（CDのみ）を添え
て、長崎市文化振興課（〒852-8104 長崎市茂里町2-38）「アウトリーチオーディション」係
まで郵送してください。音源等は返却いたしかねますので予めご了承ください。

＜アウトリーチコンサートとは＞
「音楽は好きだけど、なかなかホールに行く機会がない」「クラシック音楽は堅苦
しくて…」と思っている方々に“音楽の楽しさを届けよう！”と、演奏家がホールを飛
び出して学校や福祉施設、ふれあいセンターなどを訪れて開催する出前コンサート
です。ホールでのコンサートとは一味違い、演奏者の息遣いが感じられるくらいの
至近距離で、生の演奏の迫力を体感していただきます。また、出演者自らが、曲の
聴き方や楽しみ方をわかりやすく説明します。

4 5

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。

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。



6 7

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。

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。

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
日 時 催し物名 問合せ先

10月 1日（金） TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE‘T’TOUR 2021
"HA-HA-HAPPY" 鈴木企画　TEL/092-285-4864

10月 3日（日） 高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2021〜2022

キョードー西日本　TEL/0570-09-2424
平日・土曜日11:00〜17:00

10月 5日（火） HIROMI GO CONCERT TOUR 2021“Beside The 
Life” 〜More Than The Golden Hits〜 鈴木企画　TEL/092-285-4864

10月10日（日） 長崎交響楽団　もってこいコンサート2021 長崎交響楽団　TEL/095-832-6575

10月16日（土） Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」 BEA　TEL/092-712-4221

10月17日（日） 吉本新喜劇&バラエティーショー NBC長崎放送　TEL/095-820-1022　平日10:00〜18:00

10月31日（日） 第104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 3日（水・祝） 葉加瀬太郎コンサートツアー2021「SONGBOOK」 キョードー西日本　TEL/0570-09-2424
平日・土曜日11:00〜17:00

11月 4日（木） EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2021
「I'm back!! 〜ROCKは止まらない〜」

キョードー西日本　TEL/0570-09-2424
平日・土曜日11:00〜17:00

11月14日（日） 長崎アニママンドリン合奏団第93回定期演奏会 長崎アニママンドリン合奏団　TEL/050-3407-1544

11月21日（日） ダンス・アミューズ パフォーマンス 2021 ダンス・アミューズ　TEL/090-3620-0236

11月29日（月） Gentle Forest Jazz Band MIN-ON長崎　TEL/095-827-3171

11月30日（火） 宝塚歌劇団宙組全国ツアー長崎公演 KTNテレビ長崎　TEL/095-827-3400　平日9:30〜17:30

●国際会議場
日 時 催し物名 問合せ先

10月 9日（土） 41周年ざぼんちゃん祭り ざぼんちゃん　TEL/095-849-3309　平日9:00〜15:00

10月14日（木） 令和3年度　日本応用地質学会　研究発表会 日本応用地質学会　TEL/03-3259-8232

10月16日（土） 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

10月17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

10月19日（火） ラウンジコンサート 長崎ブリックホール　TEL/095-842-2002

10月24日（日） 臓器移植推進国民大会 長崎県国保・健康増進課　TEL/095-895-2496

11月 9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18日（木） 令和3年度　新技術・新工法説明会 九州建設技術管理協会　TEL/0942-46-3232

11月22日（月） 長崎伝習所2021「自分新化講座」 長崎伝習所　TEL/095-829-1125

11月23日（火・祝） 文化講演会（生と死を見つめる） 生と死を見つめるセミナー　TEL/0957-52-1266
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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。

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。

10〜11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

10月 1日（金） 第38回長崎市社会福祉大会 長崎市社会福祉協議会　TEL/095-828-1281

10月 6日（水） 映画「おらおらでひとりいぐも」上映会 長崎県映画センター　TEL/095-824-2974

10月21日（木） 連合長崎第28回定期大会 日本労働組合連合会長崎県連合会　TEL/095-826-8905

10月24日（日） 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吹奏楽部　TEL/095-878-3745

10月25日（月）・
26日（火）・27日（水）

長崎市民劇場　第464回例会　
劇団民藝「泰山木の木の下で」 長崎市民劇場　TEL/095-823-6588

10月31日（日） 第61回長崎市三曲演奏会 長崎市市民生活部文化振興課　TEL/095-842-3782

11月 1日（月） 第103回長崎ギター音楽院　定期演奏会 長崎ギター音楽院　TEL/095-823-2766

11月 9日（火） 長崎市民会館いちょう並木映画会
「望郷」「ナイアガラ」 長崎市中央公民館　TEL/095-825-1948

11月14日（日） 2022年日本の心と美の祭典　全日本きもの装いコン
テスト・きものフェスティバル九州大会

全日本きものコンサルタント協会装道礼法きもの学院長崎地区
TEL/090-7395-6374

11月17日（水） 第55回長崎市老人クラブ大会
第45回長崎市老人クラブ演芸大会 長崎市老人クラブ連合会　TEL/095-827-6060

11月21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26日（金） 歌舞候わ組 岩永総合企画　TEL/0957-22-8779

11月29日（月） 第34回長崎県更生保護大会 長崎保護観察所　TEL/095-822-5175

チトセピアホール

日 時 催し物名 問合せ先

10月17日（日） 遠藤周作原作映画『深い河』上映会 長崎市遠藤周作文学館　TEL/0959-37-6011

10月31日（日） 開局27周年記念講演会 長崎いのちの電話　TEL/095-843-4410

11月 7日（日） 遠藤周作を偲ぶ一日 長崎市遠藤周作文学館　TEL/0959-37-6011

11月14日（日） 5th Anniversary Concert ミュージックサロンバディー頼田　TEL/090-4349-0383

市民生活プラザホール

日 時 催し物名 問合せ先

10月 2日（土） coba solo tour2020 The Accordion ピクニックチケットセンター　TEL/050-3539-8330

10月16日（土） 保護者のため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23日（土） アボイドノート・ジャズ・オーケストラ　コンサート 松浦　TEL/090-8406-7797

10月31日（日） ミルクセーキ　コンサート 館林　TEL/090-4356-8376

11月 3日（水・祝） Shino　Berrydance　Lesson　発表会 Shino　Berrydance　Lesson　TEL/070-4315-7683

11月 7日（日） スマート オブジェクト コンサート 館林　TEL/090-4356-8376

11月14日（日） 「セロ弾きのゴーシュ」 上映会・演奏会 長崎県映画センター　TEL/095-824-2974

11月21日（日） Team Me 発表会 栄木　TEL/090-6318-9088

11月25日（木） 運動教室 勤労者サービスセンター　TEL/095-820-0020

11月27日（土） マネーセミナー FM長崎　TEL/095-828-2020
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FAX.095-827-2080
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チトセピアホール
長崎市千歳町 5-1
チトセピアビル2F
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FAX.095-843-0445
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千歳町電停

大橋→←赤迫

■GS

■交番
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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

市民参加舞台「ながさきのたね」絶賛稽古中！！

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。

2021.10-11 SCHEDULE

10月2日（土）～10月12日（火）
オノタカ二人展
10月14日（木）～10月18日（月）
第8回　長崎市中学校美術部作品展

10月20日（水）～10月31日（日）
第12回　ブルーパレット展
11月1日（月）～11月15日（月）
槐の会作品展
11月21日（日）～11月28日（日）
長崎精道中学校　美術部展

ラウンジコンサート 長崎ブリックホール3階
国際会議場

会場

入場
無料

日  時

● 空詩堂（Jポップ）  
● 音onバンド　アストロズ（クラシック＆ポップス）
● Kazz（オリジナル・ポップス）

出演者

10月19日（火）  19:00～ 日  時

● 柴山公海（ギターソロパフォーマンス）
● ふわり（二胡とピアノ）
● 「OTOKAN」＆「こでまり」（クラシック＆ポピュラー）
● twinkle（クラシック）

出演者

11月9日（火）  19:00～


