
れきぶんイベントのおしらせ

「ポスターバッグをつくろう」2/5

ものをつくる

1/7 「和紙の MY しおり」※コロナウイルスによりイベントが中止になることもあります
ちゅうし

えん つく

１つ５0 円 ( で作ることができます）　

 わ  し     まい

1/2 （月祝）
げつしゅく

11:30 ～　/　15:00 ～

「パフォーマンス書道」

日本で伝統的に使われてきた紙、 「和紙」 を使って、 本にはさむ

「しおり」 をつくります。

すべて 0 円 （で参加することができます）
　　　えん さん か

えん    　　　　つく

１つ 100 円 ( で作ることができます）　正月のイベント
しょうがつ

１階エントランス
かい

１階エントランス
かい

人数 ： 70 人
にんずう にん

月イチワークショップ

「春のお花のとびだすカード」3/5
えん つく

１つ 50 円 ( で作ることができます）　

開くと中のかざりが飛び出すメッセージカードを作ります。

13:30 ～ 16:30 

日本に昔からある楽器 「三味線」 の演奏を聞

くことができます。

つき

1/8

がつ　　　　　  がつ

1月～ 3月

しょどう

はる はな

（土）
ど

13:30 ～ 16:30 

13:30 ～ 16:30 

にち

博物館で使わなくなったいろいろなポスターを使って、 紙袋を作ります。

「書初め」

13:00 ～ 14:30

かきぞ

（日）
にち

13:00 ～ 14:00

「新春初弾」
しんしゅんはつびき

「津軽三味線の演奏」

15:00 ～ 16:00

つ　がるじゃみせん　　えんそう

れきぶんミュージアムコンサート

「ニューイヤーコンサート」

1/9（月祝）
げつしゅく

フルートやピアノの演奏を聞くことができます。

2023 年
ねん

1/2 （月祝）
げつしゅく

和紙に墨で文字をかく 「書道」 の体験もすることが

できます。 一年のはじまりに文字を書くことを 「書初

め」 といいます。

1/8（日）
にち

「れきぶんおみくじ」

演奏する人 ： 　ｈミュージック
鎮西学院高等学校箏曲同好会

長崎日本大学高等学校 ・ 中学校音楽部　

演奏する人 ： 　津軽三味線石井流秀歩会

西方小天鼓 （和太鼓）

パフォーマンスをする人

長崎県立長崎西高等学校書道部

日本に昔からある楽器 「箏」 の演奏を聞くこと

ができます。

1/1   ～

「奉行所節分豆まき」

見て楽しむ
み　   たの

展覧会
てんらんかい     しんねん   ことほ

「新年を寿ぐ」

12/21　　～ 2/19 （日）（水）
すい にち

8:30 ～ 18:00 ２階展示室
かいてん  じ  しつ

長崎でかかれた絵の中には、 長生きや、 子どもや孫の幸せを願うなど、

おめでたい意味がこめられたものがたくさんあります。 この展覧会では、

新しい年にあわせて、 おめでたい宝物を展示します。 また、 2023 年の

「干支」 （1 年ずつ交代で主役になる動物） になっているウサギの形を

した工芸品も見ることができます。

観覧料が必要です

※長崎県の大学に行っている留学生、 小学生、 中学生は 0 円

( で見ることができます。） 留学生は学生証明書が必要です
りゅうがくせい　　 がくせいしょうめいしょ　　　ひつよう

　かんらんりょう　　ひつよう

　　　　　ながさきけん　　だいがく　　　　 い りゅうがくせい　　　しょうがくせい　ちゅうがくせい　　　　　　　えん

み

博物館がお休みの日

※1/1 と 1/2 は 10:00 ～ 18:00 まで開いています。

1/3 （火）、 1/16 （月）、 2/6 （月）、 2/20 （月）、 3/6 （月）、 3/20 （月）

２階立山亭
かいりゅうざんてい

１階エントランス
かい

１階エントランス
かい

（日）
にち

15:30 ～

１階ホール
かい

演奏する人　長崎県新演奏家協会

フルート ： 岩崎梓、 本多史佳

ピアノ ： 中村卓士

2/3（金）
きん ぶぎょうしょせつぶんまめ

16:30 ～ 17:00

長崎歴史文化博物館　奉行所書院 ・ 玄関
ながさきれき し ぶん  か  はくぶつかん　ぶぎょう　しょ　しょいん　　　 げんかん

昔の人は病気や悪いできごとは、 鬼が起こすものだと考えていました。 季節

が変わるときに、 この鬼を追い払う行事を 「節分」 といいます。 追い払うと

きには 「鬼は外、 福は内」 と言いながら豆 （大豆） をまきます。 豆まきの

豆を食べると、 一年を元気にくらすことができるといわれています。

２階展示室入口
かいてん  じ  しついりぐち

8:30 ～ 18:00

観覧料が必要です
　かんらんりょう　　ひつよう

れきぶんにある縁起のよい （おめでたい） ものに

関係する、 オリジナルの 「おみくじ」 があります。

※おみくじは、 なくなると終わりにします。

※長崎県の大学に行っている留学生、

小学生、 中学生は 0 円 ( で見る

ことができます。）

留学生は学生証明書が必要です。

玄関の豆まきは、 0 円 （で参加することができます）

※書院に入るためには、 観覧料が必要です

げんかん　　まめ えん さん　か

　　　しょいん　　　はい かんらんりょう　 　ひつよう

はく ぶつかん やす ひ

　　か げつ げつ げつ げつ げつ　　　

あ

　　　　　ながさきけん　　だいがく　　　　 い りゅうがくせい　　　

しょうがくせい　　　ちゅうがくせい　　　　　　えん 　　　　　　　み

りゅうがくせい　　 がくせいしょうめいしょ　　ひつよう

お

えん　ぎ

かんけい

パフォーマンス書道は音楽にあわせて大きな紙に墨

で文字をかきます。

しょどう　　　おんがく おお　　　　　　かみ　　　すみ

　　　　　も　　じ

わ　　し　　　　すみ　　　　も　　じ しょどう たいけん

いちねん も　　じ　　　　 か かき　ぞ

ひと

なが　さき　けんりつ　ながさき にし　こう　とうがっ　こう　しょ　どう　　ぶ

（文化庁邦楽普及拡大推進校）

えんそう ひと

　　　　　に　ほん　　　むかし がっ　き　　　　 こと えんそう　　　　き　

　　　　　　に ほん　　　むかし がっ　き　　　　 しゃ　み　せん えんそう　 　　　き　

えんそう ひと つ　がるじゃ　　み　　せんいし　い　りゅうしゅう ほ　かい

さい　 ほう  こ  てん   ぐ わ　だい　こ

えんそう ひと　　　ながさき　けん　しんえんそう　　か　きょうかい

いわさきあずさ　　　　ほん　だ　ふみ　　か

なかむらたく　　し

えんそう　　　　き　

　に　ほん　　　でんとうてき　　　 つか かみ　　　　　　わ　　 し つか　　　　　　　　　ほん　

　はくぶつかん　　 つか つか　 かみぶくろ　　つく

　ひら　　　 　なか と   　　　だ つく

むかし　　ひと　　　びょうき　　　　わる おに　　　 　お 　　　　　かんが き　せつ　

　　   　か おに      お　     はら　   ぎょうじ　           せつぶん お　     はら

おに　    そと　    ふく　    うち い　    まめ　     だい ず      まめ　　

 まめ       た いちねん　　　げんき

ながさき え　　　　 なか なが い    こ まご　  しあわ　       ねが

い   み      てんらんかい

あたら       とし たからもの　　てん　じ　　　　　 ねん　　　　　　

   　え　　と ねん　　　　　　こう　たい　　　しゅ　やく どうぶつ　　　　　 かたち

       　こうげいひん       み

（日）
にち

（日）



12/24　　～ 2/12　（土）

「昭和」 （1926ｰ1989） は戦争が起こるなど、 人の生活

が大きく変わった時代です。 この展覧会では、 写真家が

カメラでとった昭和時代の写真を見ることができます。 写

真には、 こどもたちのくらしや、 生きる姿が写っています。

（日）
にちど「写真家が捉えた昭和のこども」

9:30 ～ 18:00　3 階展示室
かいてん  じ  しつ

　しゃしん  か　　  とら しょうわ

「佐世保独楽回しー長崎大会―」

1/29　　
えん さん　か   

0 円 （で参加することができます）　

※13:00 から受付を始めます。 受付が終

わった後は独楽回しの練習を行います。

大会は回す人が集まったときに始めます。

※大会用の独楽を当日に貸し出します。

13:00 ～ 15:00　

イベント広場 （雨のときは 1 階エントランス）
ひろば　　　　　あめ かい

「佐世保独楽絵付け体験　ー今年の干支を描いてみようー」

1 階講座室
　　かい　こう　ざ　しつ

　予約が

必要です

よ　やく

ひつよう

参加の予約
さん　か　　　　よ　やく

さ  せ  ぼ  こ  ま  えつけ    たいけん こ  とし　  え  と　    か

えん    　　　　つく げんてい　　　りょうきん

１つ 900 円 ( で作ることができます）　※れきぶん限定の料金です

展覧会
てんらんかい

（日）
にち

だれでも参加することができます

さ  せ  ぼ  こ  ま まわ ながさきたいかい

1/29　　 10:00 ～ 11:00  /  14:00 ～ 15:00　（日）
にち

教えてくれる人 ： 佐世保独楽本舗三代目　山本貞右衛門さん

だれでも参加することができます

教えてくれる人 ： 佐世保独楽本舗　山本優子さん

「オリジナルの羽子板作り」
　予約が

必要です

よ　やく

ひつよう

参加の予約
さん　か　　　　よ　やく

神様にあいさつをした 12 種類の動物が、 1 年ずつ交代で

主役になることを 「干支」 といいます。 もようが付いていな

い佐世保独楽に、 2023 年の干支 「うさぎ」 をかきます。

人数 ： 各回１２人
にんずう　　　 かくかい        にん

えん    　　　　つく

１つ４00 円 ( で作ることができます）　

佐世保独楽は、 長崎県佐世保市に昔からある遊びの道具

です。 この大会では、 一番長く独楽を回すことができた人

が勝ちます。

1/21　 11:00 ～ 12:00  /  14:00 ～ 15:00　

１階エントランス
かい

だれでも参加することができます 人数 ： 各回１4 人
にんずう　　　 かくかい　　　　　 にん

外国人のためのイベント
がいこくじん

場所（ばしょ）

TEL  095-818-8366

E-mail  info-his@nmhc.jp

http://www.nmhc.jp
ホームページ

15:00 ～ 16:302 階展示室

観覧料が必要です

このイベントに参加する人は、

観覧料が安くなります

大人：500 円 / 高校生：250 円

長崎に住んでいる外国人、外国にルーツを持つ人

※外国人の参加者と一緒に日本人も参加することができます

参加できる人数　やさしい日本語：10 人 / 英語：10 人　（早い人順）

テーマ　　長崎の歴史について知る
　予約が

必要です

よ　やく

ひつよう

　 かい　てん じ しつ

ながさき       す                     がいこくじん　 　 がいこく　　  　　　　　　　　　 も      ひと

　かんらんりょう　　 ひつよう

さん　か ひと

 かんらんりょう　  　 やす

 おと  な                 えん　　　こう  こう せい　　　　　　   えん

さん  か にんずう に  ほん  ご にん えい  ご　 にん はや　　 ひと じゅん

ながさき    れき　し し

◎無料 （0円） で参加ができる人

・長崎県に住む留学生、小学生、中学生

※留学生は学生証明書が必要です

・れきぶんキャンパスメンバーズ校の大学生

および教職員

　　  む りょう えん さん  か ひと

    なが さき けん す　    りゅう がく せい   　しょうがく せい　    ちゅうがく せい

  りゅう がく せい　    がく せい しょうめい しょ　    ひつ  よう

こう　   だい がく せい

きょうしょくいん

がいこくじん　　　さん か しゃ　　 いっしょ 　　 に ほん じん　　 さん か　 

今から 400 年くらい前を「江戸時代」といいます。

江戸時代の日本では、キリスト教を信じることを

禁止していました。日本はキリスト教が広まるこ

とを防ぐために、外国との交流を少なくしました。

長崎は外国（中国・オランダ）と交流することが

できるただ一つの場所でした。中国やオランダか

ら伝わった文化や長崎のお祭りなど、長崎の歴史

についてお話しします。

「外国人のためのギャラリートーク」
がいこくじん

1/14（土）　 やさしい日本語

1/21（土）　 英語

予約ができます

に  ほん ご

えい ご

ど

ど

 よ  やく

3/11（土）　 英語

3/18（土）　 やさしい日本語

1 月 5 日から予約ができます

に  ほん ご

えい ごど

ど

がつ　　にち よ  やく

いま ねん まえ え　ど　じ　だい

　え　ど　　じだい　　　　にほん きょう　　 しん 

きん　し にほん きょう　　 ひろ

　　　　　　ふせ がいこく　　　　　こうりゅう　　すく　

ながさき　　がいこく　　ちゅうごく こうりゅう

ひと ばしょ ちゅうごく　

　　　つた ぶんか　　　　ながさき　　　　　まつ ながさき　　　れきし

はな　　

羽子板にはこどもが元気に大きくなるように願いがこめられています。 お正月の

かざりや、 羽子板を使った 「羽根つき」 という遊びにも使います。 何もかいて

いない木の板に、 絵やかざりを付けて羽子板をつくります。

おと な えん      　しょうがくせい　  こうこうせい えん

大人 ： 500 円、 小学生～高校生 ： 300 円

は　ご いたづく

　　しょうわ せんそう　　　　　お ひと　　　せいかつ

　　　おお　　　　　 か じ  だい てんらんかい 　　　しゃ　しん　か

しょうわ   じ  だい   　しゃ しん　     み しゃ

しん い　　　　　　すがた　  うつ

おし ひと　　　　　さ　　　せ　　ぼ　　こ　　ま　　ほん　ぽ　さん　だい　め　　　　やま　もとさだ　　　　え　 　　もん

　　 さ 　せ   ぼ   こ   ま ながさきけん さ   せ  ぼ   し      むかし     あそ どう  ぐ

たいかい いちばんなが　　こ　　ま　　　　まわ ひと

   　　　　 か

　　 かみさま しゅるい　　　　どうぶつ ねん　　　　　　こうたい

　　　しゅやく え　　と つ

さ   せ   ぼ  こ   ま ねん　　　 え　　と　　

　　 　　は　ご　いた げんき ねが しょうがつ

は　　ご　いた　　 つか は　 ね あそ つか なに

き　　　　いた え つ は　　ご　いた

おし ひと　　　　　さ　　　せ　　ぼ　　こ　　ま　　ほん　ぽ　　　やま　もと　ゆう　　こ

　　さん　か

　　さん　か

うけつけ　　　はじ　　　　　 うけつけ　　　　 お

あと      こ　　ま　まわ　　　　　　れんしゅう　　おこ

たいかい　　まわ　　　ひと　　　　あつ　　　　　　　　　　　　　　　　　はじ

たいかいよう　　　こ　　　ま　　　　とうじつ　　　　か　　　　だ

　　さん　か

（土）
ど


