
旧

市民会館

めがね橋

崇福寺

浜町アーケード

新地中華街

メディカルセンター

交通アクセス

○路面電車
　「桜町」徒歩5分
　「市民会館」徒歩7分
○バス
　「桜町公園前」徒歩3分
　「歴史文化博物館」（県営バス）
○車
長崎自動車道・長崎芒塚IC
より10分

定休日・開館【時間】
○7～9月の定休日
7/16（火）、
8/19（月）2階常設展のみ閉室、 
9/2（月）、9/17（火）
○開館時間／8:30～19:00

申 込 方 法
●要事前申込みのプログラムは、当館ホームページ(http://www.nmhc.jp)
の「れきぶんの夏休み 申込フォーム」からお申込みください。※インターネッ
トが利用できない場合は、往復はがきでお申込みください。
●同一世帯に限り、兄弟姉妹など複数名の申込みが可能です。また、【伝統
工芸体験】と★マークがついた講座に限り、ご希望の日時を第2希望まで
ご記入いただけます。
●申込フォームから送信後、受付完了メールが届きます。（当選通知ではありま
せん）もし届かない場合は、下記までお問合せください。

●応募多数の場合は抽選をおこないます。開催日の１週間前までに、当選の方
にのみメールにて詳細をご案内いたします。内容をご確認の上、お越しくだ
さいますようお願いいたします。

長崎歴史文化博物館　れきぶんの夏休み担当
〒850-0007　長崎市立山1丁目1番1号
TEL 095-818-8366　FAX 095-818-8407
URL http://www.nmhc.jp

詳しくはホームページで
URL. http://www.nmhc.jp

れきぶんの夏休み

〈お問い合わせ〉

申込締切 7月10日（水）必着

れきぶん D A Y

大型イベント

 ※当日受付

7/26  金 10:00～12:00　13:00～15:00

ペンギン水族館がやってくる！
～タッチプール～

土7/27 1４:00～16:00

イベント広場　　無料　　長崎ペンギン水族館

長崎奉行所夏まつり
土8/3 16:30～20:30

出店やイベントが盛りだくさん。
夏の夜を奉行所で楽しみましょう。
イベント広場
（雨天時の場合は1階エントランス）
詳細はホームページをご利用下さい

長崎ペンギン水族館のタッチプール
を体験！ウニやヒトデなど小さな海の
生き物にふれてみよう。

1階講座室　　小学4年生～中学生　　100円

1階エントランス　　小学生以上　　300円（材料がなくなり次第終了）

1階エントランス　　どなたでも　　100円（小さなお子様は保護者の補助が必要です）

拓本体験
歴史調査にチャレンジ！墨と紙を使って昔の瓦の模様を写し取ります。

キラキラ手かがみ
手鏡をアクリルストーンでかざります。

ポスターバッグを作ろう
すきなポスターを選んで、エコでおしゃれな紙バッグを作ります。

長崎県新演奏家協会サマーコンサート

れきぶんクイズラリー

特 集 展 示

日7/28

日8/18
8/31 土

15：30～　　1階エントランス　　無料

土7/20 日9/1～ 8:30～19:00

「水と遊ぶ」

２階特集展示室（常設展示室内）

2階常設展示室　　小学生まで　　無料（要常設展観覧料※県内小中学生は無料）
常設展示室内で行うクイズラリー。全問正解するとプレゼントがもらえるよ。

レガリーノサマーコンサート

れきぶんミュージアムコンサート

レガリーノ、Dicha

夏のイタリアンコンサート
橋本英里子・新田壮人・山根知花

長崎県新演奏家協会

ライデン公演お披露目コンサート8/12 月・祝
ジュニアオーケストラながさき

常設観覧料（大人600円、小中高生300円）※県内の小中学生は無料

芥川龍之介の「河童図屏風」の展示にあわせ、魚介類や水鳥、人魚など
水辺の生き物たちをモチーフとした絵画や焼き物、水と戯れる様子を描
いたものなど、暑い夏に涼しくなるような作品の数々をご紹介します。

木7/18 9/16～ 月・祝

れきぶんナイトミュージアム
13:30～15:00金7/19 19:30～21:00（※19:00受付開始）

夜の博物館を探検しよう！
普段は見ることができない
博物館の裏側をご案内します！
1階ホール
小学生以上
小中高校生の方は保護者と応募して下さい
30組60名
常設観覧料（大人600円、小中高生300円）
※県内の小中学生は無料

もちもの：懐中電灯

要事前
申込 月7/22

1階エントランス　　小中学生　　無料
長崎県美術館、長崎ペンギン水族館、長崎歴史文化博物館、
がまだすドーム雲仙岳災害記念館（お山・防災）、
長崎バイオパーク（動物・虫）、佐賀県立宇宙科学館ゆめぎんが（宇宙）、
福岡市科学館（お天気）

※チームラボ展の見学は行いません。

夏休み

小中学生のみなさんの好奇心にいろいろな館の館長がお答えします。
科学・生き物・宇宙・天気・歴史・美術…どんな質問でもOK！事前質問は
「れきぶんの夏休み申込みフォーム」から。当日も質問は受け付けます。

11：00～12：00、16：00～17：00　大学生による個別相談

こどもなんでも相談室
自由研究にお

ススめ！

有明海魚介図巻（部分）



①11:00～11:30 ②13:00～13:30 ③14:00～14:30
④15:00～15:30

佐世保独楽絵付け

①10:30～12:00
②13:30～15:00

陶芸（現川焼）

長崎銀細工
①10:30～12:00
②14:00～15:30

べっ甲

①10:00～10:40 ②11:00～11:40 ③13:00～13:40
④14:00～14:40 ⑤15:00～15:40

ステンドグラス

①10:30～11:30 ②13:30～14:30 ③15:00～16:00

①10:00～12:30
②13:30～16:00

し      しゅう

　時間 　場所 　定員 　参加費 　対象 　講師・協力

7/23  火 ①10:30～12:00
②14:00～15:30

かっぱのスケッチ
7/20  土 10:30～11:3014:00～15:30

①10:00～11:00 ②11:30～12:30 ③13:30～14:30
④15:00～16:00

染め

①10:00～12:00
②14:00～16:00

8/5  月

①13:00～ ②14:00～ ③15:00～8/8  木
宝物のひみつ発見！

①10:00～12:00
②14:00～16:00

8/6  火
①かけじく編

①10:00～12:30
②13:30～16:00

夏休み親子ペア刺繍体験

①10:30～12:00 ②14:00～15:30

手ぬぐいしぼり染め

長崎の古いお寺にも塗られていた、赤い土の染
料と身近な道具を使って、手ぬぐいを染めます。

長崎のかっぱのおはなしを聞いた後、
特集展示室をみんなで見て、かっぱの
絵をスケッチしましょう。

夏のお花をアレンジします。作品はそのまま
お持ち帰りできます。

むずかしそうな論語にチャレンジ！！素読によって、論語に
親しんでみましょう。 色絵付けについて解説を聞きながら、

夏休みに自分だけのお皿を作ってみよう。

ちぎり絵
①10:00～12:30
②14:00～16:307/24  水

身近な材料を使い、自分だけのカメラを
作ったら、日光写真のさつえいにチャレンジ
します。

牛乳パックカメラ

1階講座室ほか
小学３年生～中学生
各回15名
500円

もちもの：１リットルの飲料パック

2階立山亭
幼児～小学校低学年の親子
20名程度
無料

フラワーアレンジ

こども論語素読教室
ろん　  ご そ　　どく

そ どく

紙すき つくってみよう私だけのお皿

長崎の和紙のお話を聞いた後、折紙で紋切りをして、ハガキ
サイズの和紙にすきこみます。

①10:30～11:30
②14:00～15:00 ①10:30～12:00

②14:00～15:30

～転写紙色絵付け編～

天
主
堂

長崎にのこる教会を、ちぎり絵で表現して
みましょう。

長崎版画

1階講座室
小学生～中学生
各回15名
500円

1階講座室
小学生
20名
1,000円
花芸安達流 伊達木百合子氏、古瀬由美子氏

1階講座室
小学生の親子
各回親子10組
1組（２名）500円 
兄弟が参加の場合は、
300円（1名につき）追加
石田孝氏

1階講座室
小学生～中学生
各回20名
100円

江戸時代、長崎のおみやげにもなっていた
「長崎版画」を、「合羽ずり」という技法で
体験します。

1階講座室
小学生
各回20名
500円

2階奉行所展示室
どなたでも
無料
当館館長 水嶋英治ほか

31水火7/30

21日 29 月土7/20 23 火月7/22 木7/25 木8/1 金7/26 日8/18

金8/1627土7/26 月金 8/5 10 11土 日火8/6217/31水 水 水8/7

火8/20
土8/24

①10:00～12:00
②14:00～16:00

②まきもの編
土8/10

木8/1

博物館の宝物のひみつを知ろう！最後はミニ
まきものまたはミニかけじくを作ります。

2階立山亭　　　小学4年生～中学生
各回12名　　　 300円

1階講座室
小学生～中学生
各回25名
無料（完成作品は後日着払いにて郵送）
小泉優莉菜・橋本紗英（ポーラ伝統文化振興財団学芸員）

主催：公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団

※電話申し込み

おはなし会

※

要
事
前
申
し
込
み

伝
統
工
芸
体
験

キーホルダーやペンダントトップ作り
2階伝統工芸体験工房
小学4年生～中学生
各回6名
500円
長崎やけんステンドグラス塾

素焼きの湯飲みの絵付け体験
2階伝統工芸体験工房
小学生～中学生
各回25名
500円
（作品を郵送する場合には別途送料）
長崎陶芸復興塾

ペンダントやストラップ作り
2階貸工房　
小学生～中学生
各回4名　　500円
川政べっ甲

型染めのエコバッグ作り
2階伝統工芸体験工房
年長～中学生
各回18名
700円（アイロン仕上げ代を含む）  
長崎の染め塾

佐世保独楽の絵付けと
独楽回し体験
2階貸工房
年長～中学生
各回10名　　900円
佐世保独楽 三代目 山本貞右衛門

銀細工によるアクセサリー作り
2階伝統工芸体験工房
小学5年生～中学生
（保護者同伴）
各回8名
1,000円
長崎銀細工研究塾

長崎刺繍のお話と桜の模様の刺繍体験（親子で花びらの
糸を交換して刺します）

2階立山亭
小学3年生～中学生の親子
各回5組
１組（２名）1,800円
長崎刺繍再発見塾

長崎刺繍
し      しゅう

長崎刺繍のお話と刺繍体験
2階立山亭
小学3年生～中学生
各回10名
800円
長崎刺繍再発見塾

自 由 研 究 こ う ざ ※要事前申し込み

 ※当日受付


