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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」
12月25日（土）・26日（日）いよいよ開催！

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。

2021.12-2022.1 SCHEDULE

12月2日（木）～12月14日（火）
こうやぎ写真クラブ　4610展
12月16日（木）～12月26日（日）
第11回「レンガのある風景」絵画写真展

1月5日（水）～1月14日（金）
世界平和祈念ポスター・標語展
1月16日（日）～1月29日（土）
蜃気楼2022

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

● 長崎大学教育学部附属小学校合唱団（童声合唱）
● 諏訪小弦楽クラブ（弦楽合奏）
● 木下新次（ギター弾き語り）  
● 長崎県オペラ協会（オペラ）  

出演者

12月14日（火）  19:00～ 日  時

● KOTO MIZUNO-GUMI&平山透山（箏曲）  
● 新婦人コーラス花の輪（合唱）
● ぴいたあ＆His Orchestra（ドラム演奏）

出演者

1月11日（火）  19:00～

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♪

がんばらんば長崎市応援寄付金
（ふるさと納税）
「芸術文化の振興」への応援をお願いします



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
のお話をもとに、その次の年の音楽講座で音楽を作り、今回その集大成として、これまで制作した台本や音楽を
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

チケット 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）

構成・演出 福田修志（劇作家、演出家、F’s Company代表）

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代表）

ゲスト出演 有門正太郎（演出家、俳優、有門正太郎プレゼンツ主宰）

原　　作 平成30年度戯曲講座受講生ほか

編　　曲 河野久寿（作編曲家、仁愛女子短期大学准教授）

演出助手 荒木宏志（劇団ヒロシ軍）、田中俊亮（F’s Company）

総合アドバイザー 岩崎正裕（劇作家、演出家、劇団・太陽族代表）

歌唱指導 堤眞利恵（声楽家、MUSIC STUDIO＆Lab. M.T）

音　　楽 橋本剛（作曲家、愛知教育大学准教授）、令和元年度音楽講座受講生

チケット取り扱い 長崎ブリックホールチケットカウンター、くさの書店（西友店、チトセピア店）、
ローソンチケット（Lコード 84213）

いよいよ約半年に及ぶ稽古を経て12月25日（土）、26日（日）に市民参加舞台「ながさきのたね」の公演を開催します。
新型コロナウイルス感染拡大による稽古の休止期間を経て、9月下旬からは週3回の稽古に取り組んできた出演者と
スタッフ。それぞれが学校や仕事、家庭と両立しながら懸命に稽古に取り組みました。
また、11月からは演奏の練習も始まりました。本番は12名の地元演奏家による生演奏でお届けします。
演劇・ダンス・音楽と盛り沢山でお届けするスペシャルな舞台！ ぜひご来場ください。

マダム・バタフライフェスティバル
プッチーニおじさんのマダム・バタフライ物語

日 　 時 2月20日（日）　①13：30開演（12：50開場）　②16：00開演（15：20開場）
会 　 場 長崎ブリックホール　国際会議場

入 場 料 一般大人1,500円、大学生1,000円、高校生以下無料（要整理券）

問い合わせ ながさきUTAOTO委員会（☎095-820-1081）

チケット取扱 長崎ブリックホールチケットカウンター、ながさきUTAOTO委員会
（12月より販売開始）

大人も子どもも楽しめる音楽物語を上演。
9月は開催中止となりましたが、2月に延期し開催します！

日 　 時 1月29日（土）　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）

入 場 料 無料

定 　 員 300名（自由席）

申込期限 1月17日（月）

問い合わせ 遠藤周作文学館　長崎市東出津町77　TEL/0959-37-6011

申 　 込 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）で。
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。

上映作品 マーティン・スコセッシ監督『沈黙―サイレンス―』
2016年／アメリカ／英語／161分／日本語字幕付き
配給：KADOKAWA
原作：遠藤周作『沈黙』
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　他

マーティン・スコセッシ監督、遠藤周作原作
映画『沈黙―サイレンス―』上映会 in チトセピアホール

©2016 FM Films, LLC. All Rights Reserved.

入場料
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市民参加舞台 ができるまで③市民参加舞台

構成・演出
福田修志

音楽
橋本剛

歌唱指導
堤眞利恵

ダンス振付
加藤久留美

出　演

演　奏

時津仁美（ヴァイオリン）、松崎千草（ヴィオラ）、村田静菜（チェロ）、西村元気（フルート）、大橋理渚（クラリネット）、
濵口知紗子（サックス）、田中拓人（トランペット）、福田萌（ホルン）、北島孝臣（ドラム）、柴田昌知（パーカッション）、
吉川真珠子（ピアノ）、河野久寿（シンセサイザー）

あらすじ

「この世界に生まれたくない」と思っていた少女（イロハ）は、自分が生まれる長崎の街のことを知っていく。何気ない日常を
生きる長崎の人々は、喜びや悲しみをくり返しながら、支え合い、ぶつかり合い、関わり合う。人々の命や想いは託され、寄り
添う。すべてがこの街を形作るものだと少女は知り、少しずつ変わっていく。

赤星凛子、家原杏、井手あかり、井手陽和太、井手良平、伊藤都、岡田采佳、小川鈴子、奥山美千帆、河原京佳、木村加世子、
古藤志代里、小森陽桜、小山永真、酒井晴登、鈴田真子、角田正子、田口鈴、田中煌喜、田中志乃羽、田中希苑、田中義克、
田添実乃、Tshegofatso Motsuenyane、寺本稔、永石碧子、中村留律子、則行裕貴、平川陽子、堀江すず、松隈りいな、
松尾愛羅、松本りいな、丸岡陽奈、三井幹太、みぞかわなおこ、miyukichi、村木ひいろ、山口美桜、山本理子、米岡愛結
（五十音順）
有門正太郎（ゲスト出演）

2月19日（土）にお子様を対象とした公
開リハーサルを実施予定です。参加申込
は12月中旬頃受付開始です。
詳しくは、長崎県音楽連盟
ホームページをご覧ください。

主　　催 長崎市 助　　成 一般財団法人地域創造

問い合わせ 長崎市文化振興課（TEL：095-842-3782、E-mail：bun_shin@city.nagasaki.lg.jp）

ゲスト出演
有門正太郎

©浅田政志
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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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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つの劇団が月替わりで上演する文学作品のリーディング公演。
長崎市内の様々な場所で公演を行い、公演後にはラジオ放送と長崎市公式YouTubeチャンネルで動画配信します！

ハンドベルやヴァイオリン、ギターなどの体験教室や楽器を作ってリズム遊びをしたり、地元演奏家や大学生に
よるミニコンサートなど、盛りだくさんの内容になっていますので、ぜひお越しください！
詳しくは文化振興課ホームページ「ながさき文化のひろば」をご覧ください。
※一部、事前申し込みが必要です。※申し込み多数の場合は抽選となります。

リーディング公演の模様は収録してＦＭ長崎の特別番組として毎月放送します。
放送を聴き逃した方は radiko のタイムフリー機能を使うと放送後 1 週間はいつでも聴けます。
また、長崎市公式 YouTube チャンネルでもラジオ放送後 1か月間、公演の動画を配信します。

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

長崎文化時間音楽ワークショップ＆コンサート「森のおんがく会」

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

対　　象 市内にお住まいか通学している方

会　　場 長崎ブリックホール

申込方法 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、またはハガキでお申し込
みください。
ハガキの場合、①参加したい講座、②参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢、③代表者の連
絡先（郵便番号・住所・電話番号）を書いて、長崎市文化振興課「森のおんがく会」係（郵便
番号852-8104長崎市茂里町2-38）までお送りください。

入 場 料 無料

申込期間 1月4日（火）～1月28日（金）

問い合わせ 長崎市文化振興課（TEL/095-842-3782）

日　　時 2月19日（土）12：00～19：00、2月20日（日）10：00～16：00

入 場 料 無料（ただし、事前申し込みが必要です。）
応募方法 長崎市文化振興課ホームページ「ながさき文化のひろば」の申込フォームか電話で。

（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「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

上演団体 劇団ヒロシ軍（演出：荒木宏志）

申込期限 12月17日（金）

会　　場 遠藤周作文学館（長崎市東出津町７７番地）

❸上演作品「路上」「Ｋの昇天」／梶井基次郎
日　　時 2月13日（日）

朝の部：11時～12時 昼の部：15時～16時

上演団体 StereoArT（演出：田中俊亮）

申込期限 1月21日（金）

会　　場 香焼公民館　別館（長崎市香焼町501-2）

❷ 上演作品「平家物語」
日　　時 2月11日（金・祝）

昼の部：15時～16時 夜の部：18時～19時

会　　場 長崎ブリックホール　和室（長崎市茂里町2-38）

上演団体 RAWWORKS（演出：川内清通）

申込期限 1月21日（金）

FM Nagasaki 79.5MHz

観る文学×聴く演劇
申込フォーム

長崎市公式YouTube

ラジオ放送日

❶ 作品「港の妖婦」／田中貢太郎

12月26日（日）20時～21時
YouTube配信 12月26日（日）21時～1月23日（日）
団　　　体 謎のモダン館

❸ 作品「平家物語」

YouTube配信 2月27日（日）21時～3月27日（日）
ラジオ放送日 2月27日（日）20時～21時

団　　　体 RAWWORKS

❹ 作品「路上」「Ｋの昇天」／梶井基次郎

YouTube配信 3月6日（日）21時～4月3日（日）
ラジオ放送日 3月6日（日）20時～21時

団　　　体 StereoArT

ラジオ放送日

❷ 作品「パロディ」／遠藤周作

1月23日（日）20時～21時
YouTube配信 1月23日（日）21時～2月20日（日）
団　　　体 劇団ヒロシ軍

※開場は開演の30分前

使 用 料 無料

申 　 込 長崎ブリックホールにある申込用紙に必要事項を記入し、郵送または持参。
※申込用紙は長崎ブリックホールホームページからも入手できます。

申込期限 １２月２５日（土）必着

問い合わせ 長崎ブリックホール　長崎市茂里町2－38　TEL/095-842-2002

対 　 象 次の全てを満たす展覧会。
①令和4年4月1日～令和5年3月31日に開催するもの。
　（ただし、ホールの利用状況に応じて使用できない日もありますので
ご了承ください。）

②入場料を徴収しないもの。
③営利目的でないもの。
④宗教的、政治的でないもの。

長崎ブリックホールギャラリー展覧会募集
長崎ブリックホール・エントランスの吹き抜け部分に広がる回廊型展示会場
「ブリックホールギャラリー」で展覧会を開きませんか。

そ の 他 会期は原則として、月の前半か後半の２週間程度です。申し込み受け付け後、内容を確認のうえ、結果
を２月下旬頃にお知らせします。期限後も日程に空きがある場合は、随時申し込みを受け付けます。
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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。
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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。

12〜1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

12月 1日（水） 稲佐保育園　生活発表会 稲佐保育園　TEL/095-861-3621

12月 2日（木）  「影絵劇フェスティバル」全国縦断公演
角笛シルエット劇場 (有)劇団角笛　TEL/03-3994-7624

12月 5日（日） 辻井伸行日本ツアー2021/22 NBC長崎放送　TEL/095-820-1022
平日10:00～12:00、13:00～18:00

12月 6日（月）  「影絵劇フェスティバル」全国縦断公演
角笛シルエット劇場 (有)劇団角笛　TEL/03-3994-7624

12月 7日（火） ロシア国立モスクワ・クラシック・バレエ
 「くるみ割り人形」 九州労音　TEL/0952-26-2351

12月 8日（水） DRUM TAO 2021　「光　FINAL」 TAO事務局　TEL/092-721-2015　平日10:00～19:00

12月17日（金） 長崎OMURA室内合奏団
第17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　平日 9:00～16:00

12月25日（土）
    ・26日（日） 市民参加舞台「ながさきのたね」 長崎市市民生活部文化振興課　TEL/095-842-3782

12月27日（月） 長崎市立長崎商業高等学校吹奏楽部
第54回定期演奏会 長崎市立長崎商業高等学校　TEL/095-887-1511

 1月 9日（日） 長崎工業高等学校吹奏楽部　第18回定期演奏会 長崎県立長崎工業高等学校　TEL/095-856-0115

 1月10日（月・祝） 長崎北高オーケストラ部 2022
New Year Concert 長崎県立長崎北高等学校　TEL/095-844-5116

 1月13日（木）
“ながさきグリーン＆ブルー”
～オーケストラといっしょに～
長崎OMURA室内合奏団Concert＆
かとうフィーリングアートバレエ

認定特定非営利活動法人長崎OMURA室内合奏団
TEL/0957-47-6537　平日 9:00～16:00

 1月15日（土） 長崎県立長崎東中学校・高等学校吹奏楽部
New Year Concert 2022 長崎県立長崎東中学校・高等学校　TEL/095-821-4642

 1月23日（日） THEATRE DANCE performance
30周年記念公演 THEATRE DANCE　TEL/095-825-2723

●国際会議場
日 時 催し物名 問合せ先

12月14日（火） ラウンジコンサート 長崎ブリックホール　TEL/095-842-2002

12月17日（金） 長崎伝習所2021「自分新化講座」 長崎伝習所　TEL/095-829-1125

12月18日（土） 長崎平和希望音楽祭 坂井　TEL/090-9486-5649

 1月11日（火） ラウンジコンサート 長崎ブリックホール　TEL/095-842-2002

 1月22日（土） ながさき異文化ちゃんぽんフェスタ 長崎市秘書広報部国際課　TEL/095-829-1113

 1月23日（日） 第67回長崎県小・中学校児童生徒美術作品展
 「子ども県展」特別表彰式 長崎県教育庁学芸文化課　TEL/095-894-3385
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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。
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12〜1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

12月 5日（日） 長崎国際音楽フェスティバル　プレコンサート 一般社団法人長崎国際音楽交流協会　TEL/095-825-1122

12月 7日（火） 前進座創作歌舞伎「牛若丸」長崎公演 「牛若丸」長崎公演実行委員会　TEL/095-825-0533

12月11日（土） ひかり幼稚園はっぴょう会 幼保連携型認定こども園ひかり幼稚園　TEL/095-861-1832

12月12日（日） 三和幼稚園　おゆうぎ会　クリスマス会 学校法人愛光学園幼保連携型認定こども園三和幼稚園
TEL/095-892-1486

12月13日（月） 映画「いただきます　ここは、発酵の楽園」
上映と吉田俊道先生のお話 長崎県映画センター　TEL/095-824-2974

12月14日（火） 令和3年度長崎市人権問題講演会 長崎市人権男女共同参画室　TEL/095-826-0026

12月16日（木）
    ・17日（金）

長崎県高等学校文化連盟図書専門部
ライブラリーフェスティバル

長崎県高等学校文化連盟図書専門部（長崎南山中学校・高等
学校）　TEL/095-844-1572

12月21日（火）・
22日（水）・23日
（木）

長崎市民劇場　第465回例会
劇団ＮＬＴ「ミュージカルＯ.Ｇ.」 長崎市民劇場　TEL/095-823-6588

 1月26日（水） ＮＢＣ　新春寄席 ＮＢＣ長崎放送　TEL/095-820-1022　平日10時～18時

チトセピアホール

日 時 催し物名 問合せ先

12月19日（日） 第14回かとうフィーリングアート
タップクラスリサイタル

かとうフィーリングアートバレエ
TEL/095-844-4802

12月26日（日） ダンス・スタジオ・シータ第9回発表会 詳細はDanceStudioΘのHPをご覧ください

12月28日（火） 演劇公演 長崎市立長崎商業高等学校演劇部　TEL/095-887-1511

 1月28日（金） piano×clarinetデュオコンサート 大橋　TEL/080-5206-9108

 1月29日（土） 原作遠藤周作、監督マーティン・スコセッシ
映画「沈黙―サイレンス―」上映会 長崎市遠藤周作文学館　TEL/0959-37-6011

市民生活プラザホール

日 時 催し物名 問合せ先

12月 3日（金） ふくしのお仕事面談会 長崎県社会福祉協議会　TEL/095-846-8656

12月 5日（日） ドルチェの会　ピアノ発表会 峠　裕香　TEL/090-8289-7228

12月12日（日） 田上保育園お遊戯会 田上保育園　TEL/095-827-1511

12月19日（日） 人形劇団京芸『火ようびのごちそうはひきがえる』 ながさき子ども劇場　TEL/095-825-0533

12月26日（日） 映画上映会 部落解放同盟長崎支部　TEL/095-845-4145

 1月29日（土） 賃貸トラブル防止セミナー 長崎市消費者センター　TEL/095-829-1500

 1月30日（日） ラボ・国分パーティー 25周年感謝のつどい ラボ・国際交流センター　TEL/095-857-9591



［
SW
ITC
H！］2021.12-2022.1　

令
和
3年
11月

30日
発
行
　
第
138号（

隔
月
発
行
） 発
行
 長
崎
市
文
化
振
興
課

ながさき情報倶楽部　スイッチ

vol.138
2021.12-

2022.1

浦上川

浦上駅
茂里町電停

長崎原爆病院■
■長崎文化放送

■ローソン←長崎駅

■ GS

■長崎新聞社 平
和
公
園
→

ハ
ー
ト 

■

セ
ン
タ
ー
みらい長崎ココウォーク

長崎
ブリック
ホール

■

長崎
ブリックホール
長崎市茂里町 2-38
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FAX.095-843-0445
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千歳町電停
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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」
12月25日（土）・26日（日）いよいよ開催！

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。

2021.12-2022.1 SCHEDULE

12月2日（木）～12月14日（火）
こうやぎ写真クラブ　4610展
12月16日（木）～12月26日（日）
第11回「レンガのある風景」絵画写真展

1月5日（水）～1月14日（金）
世界平和祈念ポスター・標語展
1月16日（日）～1月29日（土）
蜃気楼2022

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

● 長崎大学教育学部附属小学校合唱団（童声合唱）
● 諏訪小弦楽クラブ（弦楽合奏）
● 木下新次（ギター弾き語り）  
● 長崎県オペラ協会（オペラ）  

出演者

12月14日（火）  19:00～ 日  時

● KOTO MIZUNO-GUMI&平山透山（箏曲）  
● 新婦人コーラス花の輪（合唱）
● ぴいたあ＆His Orchestra（ドラム演奏）

出演者

1月11日（火）  19:00～

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♪

がんばらんば長崎市応援寄付金
（ふるさと納税）
「芸術文化の振興」への応援をお願いします


