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塾長 高山 美枝子 

 

■ 塾長コメント ■

29 年度に引き続き、今年度も沢山の塾生

の皆さんが活動に参加して下さいました。時

間をやりくりして講習会に駆けつけて下さる

方、スタッフとして様々なお手伝いをして下

さる方、また情報を長崎から送って下さる

方々。二年間を振り返ると沢山の方々に支え

て頂き、ここまで続けることが出来ました。 

合計 7 回の講習会では常連の方が数多く、

会を重ねる毎に皆さんの故郷長崎への興味が

深くなっているように感じました。どうして

も長崎から遠く離れている分、自分から求め

ていかないと情報は手に入らないことも多い

と思います。 

東京にはこれまでも在京塾が立ち上げられ

てきましたが、せっかくの横の繋がりをその

ままにしておくのはもったいない。 

これまでの在京塾長と今期から始まった在

京塾長にお越し頂き、豊富な知識を塾生に分

けて頂きました。 

今後も OB 塾同志が連携して長崎を応援す

る輪を広げていけたらと思います。 

実際には《東京で長崎―！っと叫ぶ塾》の

黒沢塾長には軍艦島伝道師として【非公開エ

リア上陸ツアー】を組んで頂き、30 名超え

の応募を頂きました。 

その中には長崎に縁もゆかりもない関東人

も多く集まりました。 

うまく情報を発信さえすれば、もっと長崎

へ人を動かすことは可能だと思います。 

そして今期からスタートした野母半島パワ

ースポット発信塾の中村塾長にも講師として

野母半島を熱く語って頂きました。 

長崎に住んでいる方でさえ知らないことの

多い野母半島をもっと知ってもらい足を運ん

でもらえるようなコースが出来た時には和華

蘭研究塾の長崎案内人とも連携して、盛り上

げていきたいと思います。 

■ 塾の目的 ■

一年目は塾生に対しての情報を提供するよ

うな塾でしたが、今期は講習会も実施しなが

ら長崎市東京事務所が企画するイベントなど

を積極的にお手伝いしました。また手伝いだ

けでなく塾自体でイベントを企画し公益性を

高めていこうと動きました。 

以前から塾終盤には何か長崎の物を販売し

ようと考えていました。 

場所は日本橋長崎館のイベントスペースで、

利益も上がり、購入された方が長崎に行きた

くなってしまう物を色々検討しましたが、身

近にあった長崎版画にしました。 

江戸時代、長崎留学後に帰る際の土産物に

した長崎の風物を描いた長崎絵。現代の長崎

絵を関東で売り、長崎への興味や郷愁を感じ

てもらう。 

そしてその絵を通して観光のガイドをして

長崎旅行へ行くお手伝いをする。 

すぐにでは無くても、絵を見ながら長崎へ

行きたいという気持ちを高めてもらえたらと

思いました。 

 

 

 

（塾長の写真）
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■ 塾の研究・活動内容 ■

今期の和華蘭研究塾の活動は大きく 3 つ。

①長崎案内人の為の講習会 

第 1 回黒沢氏の講習は 10 月 6 日に開催す

る「軍艦島非公開エリア上陸ツアー」を前提

により多くの参加を募る為に《知られざるエ

ピソードと共に解明される軍艦島》と題して、

より掘り下げた内容にして頂き、32 名の応

募がありました。開催日当日は残念ながら大

型台風の為に中止となりましたが、【軍艦島

デジタルミュージアム】の見学と市内観光に

変更しました。 

第２回講習会はもう一つの在京塾である 

『野母半島パワースポット発信塾』の中村

塾長に半島全域に数多くあるパワースポット

を紹介して頂きました。 

パワースポット以外にも世界・日本・長崎

を一枚の年表にして歴史のお話もして頂きま

した。 

第３回の講習会は長崎から講師・下妻みど

りさんをお迎えして「名残りの和華蘭～明治

から昭和の長崎」をテーマに古写真や当時の

長崎が書かれている物を読み解きながら、目

を瞑ると当時の風景が目に浮かぶような講習

会でした。 

②長崎関連イベントへの和華蘭お助け隊とし

てのお手伝い。 

ザよこはまパレード(東龍倶楽部・龍踊 )か

ら始まり、麻布十番まつり(角煮やかんぼこ販

売)など長崎市東京事務所さんや、ほかの団体

のお手伝いに塾生・塾長で参加しました。 

③和華蘭研究塾オリジナルイベントの企画 

二年目の三軒茶屋ふれあい広場でのランタ

ンフェスティバル PR 展は「長崎 PR 展」と

名前を変え、長崎市以外の市も参加した活気

あるイベントでした。和華蘭研究塾もブース

を出し長崎の物産(長崎版画)を販売しました。 

もう一つは日本橋長崎館で長崎版画展を開

催しました。観るだけの物ではなく公益性を

考え中小サイズの作品を販売しました。 

多くの方にお買い求め頂き、平日の長崎館の

売り上げに貢献しました。 

■ 塾活動の成果 ■

合計 7 回の講習会とグループワークで、在

京長崎人同士の繋がりが出来たと喜びの声を

多くの塾生の皆さまから頂きました。 

二年間の講習の成果を長崎案内人として長

崎へお連れするお友達の前で披露するのだと

意欲満々の笑顔を拝見し正直嬉しかったです。 

長崎版画展では沢山の方々が SNS などで

情報を拡散して頂いたこと、塾生・スタッフ

一丸となって PR して下さって、会場にお客

様を連れて来て下さいました。すべて長崎を

愛する気持ちが最高の成果を生んだと思いま

す。 

これからも長崎愛で繋がった絆を更にしっか

りと繋いでいけるように、情報の提供の場と

して和華蘭研究塾のホームページを作りまし

た。長崎関連のイベントのお知らせもですが

「和華蘭塾お助け隊」の活動にも活用してい

きたいと思います。 

 

和華蘭研究塾ホームページアドレス 

https://wakaran.wixsite.com/nagasaki 
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和華蘭研究塾 活動記録

日 時 場 所 内 容

平成 年

月 日 日 塾長宅 第 回講習会に向けてのスタッフミーティング

月 日（日） スタジオハコス
年度第一回講習会・講師 黒沢永紀氏

『知られざるエピソードと共に解明される軍艦島』

月 日 日 麻布・氷川神社 和華蘭塾お助け隊・そうめん流しお手伝い

月 日（月） 塾長宅 月イベントに向けての講師とのミーティング

月 日（日） 塾長宅 第２回講習会に向けての講師とのミーティング

月 日（日） スタジオハコス
年度第２回講習会・講師 中村奈美氏

『長崎・野母半島パワースポット探訪』

月 日（日） 新浦安シンボルロード 浦安フェスティバル・龍踊（塾長・塾生参加）

月 日（月） 南池袋公園 日本の民俗舞踊『ひとはおどる』龍踊 〃

月 日（土） 軍艦島ミュージアム 軍艦島非公開エリア上陸ツアー台風にて中止代替

日～ 日 長崎市内 長崎くんち取材（塾長・塾生）

月 日（日） 中央通り（日本橋～京橋） 第 回日本橋京橋まつり・龍踊（塾長・塾生参加）

月 日（日） スタジオハコス
年度第 回講習会・講師 下妻みどり氏

『名残りの和華蘭～明治から昭和の長崎』

月 日（月） 日本橋長崎館 長崎版画展 打ち合わせ 長崎館担当者

月 ～ 日 ちいさなギャラリー（長崎） 長崎版画展 打ち合わせ 版画家 荒木寿美氏

日 時 場 所 内 容

平成 年

月 日（日） 塾長宅 塾長合同ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（野母半島ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ発信塾）

月 日（金） 塾長宅 長崎 展 打ち合わせ

月 日（月） 三軒茶屋ふれあい広場 長崎 展 和華蘭研究塾ブース（版画販売）

月 日 木 日本橋長崎館 長崎版画展 打ち合わせ ディスプレイ

月 日（月）

～ 日 木
日本橋長崎館 長崎版画展 版画展示販売 トークイベント

月 日 木 ベルナード観光通り 長崎伝習所まつり 活動内容パネルの展示
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日時：平成 30 年 6 月 10 日(日) 

場所：スタジオハコス 

講師：黒沢永紀氏 

長崎伝習所在京塾 

『東京で長崎―！っと叫ぶ塾』塾長 

音楽家 著述家 軍艦島伝道師 

 

第一部『知られざるエピソードと共に 

解明される軍艦島』 

＊軍艦島を多方面から「和」「華」「蘭」をテ

ーマに講演。「和」日本の原風景は広がる島 

「華」島内にあった《泉福寺》で住職を務め

られた本間和尚と曹洞宗・晧臺寺「蘭」蒟蒻

煉瓦とヘンデリック・ハルデス 

 

第二部『軍艦島非公開エリアのお話』『池島』 

＊池島に残る多くの施設はインスタ映えする

ものも多数、フジテレビで池島ツアーについ

て放送されて以来注目度が劇的にアップ 

「軍艦島非公開エリア」 

当時国内最高層の公立学校、島内最大の

65 号棟別名報国寮、端島神社、コンベ

ア支柱 

 

《軍艦島非公開エリア研修ツアー》 

平成 30 年 10 月 6 日(土)11 時 30 分～ 

 

参加応募者 38 名 

残念ながら台風直撃で中止となり、かわりに

軍艦島デジタルミュージアムへ行きました。 

 

第 回講習会 一
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第二回講習会 

日時：平成 30年 9月 9日(日) 

場所：スタジオハコス 

講師：中村奈美氏 

長崎伝習所在京塾 

『野母半島パワースポット発信塾』塾長 

医療系財団職員 

EPA産業医療コンサルタント 

 

第一部『長崎・野母半島パワースポット探訪』 

別名・野母半島というと野母崎をイメージ

する方が多いのですが茂木や戸町などかなり

手前からが野母半島になります。 

地元の方にもあまり知られていないような

貴重なお寺や神社、潜伏キリシタンが移り住

んだ場所など野母半島出身の塾長に熱く語っ

て頂きました。。 
＊忠臣蔵のモデルは「深堀騒動」 

＊夫婦岩は 4 億 8000 年前の溶岩が突き出

てできた岩。 

＊川原大池 おち姫伝説 

＊観音寺 シーボルトのお抱え絵師 

川原慶賀の天井画 

＊「香焼」や「落矢」の名前の由来は？ 

＊信者たちが石を積み上げて作ったルルド 

等々。 

 

 

第二部「野母半島パワースポット発信塾・塾

生研究発表」 

塾生・柏原久美子さん戸町地区・金鍔谷) 

隠れキリシタン、トマス金鍔次兵衛が身を

隠していた洞窟が残っている。次兵衛の生い

立ちから殉死するまでを詳しくお話されまし

た。また、この土地では和菓子の「きんつば」

はここで生まれたという説もある。差刀の金

の鍔に名前は由来。 

 

 

塾生：藤馬寛剛さん(脇岬地区・樺島地区) 

観音寺は 1000年前に平安時代に創建。 

御本尊は国指定重要文化財の千手観音様。 

京都の仁和寺と同時期のもの。 

天井画はシーボルトのお抱え絵師の川原慶賀。 

最西南端に位置する樺島灯台からの風景は

絶景、映画などのロケ地でもあります。 

近くには権現山と行者山がある。 

 

 

塾生：黒沢永紀さん(茂木地区) 

様々な建築物を分類しながら解説 
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第三回講習会 

日時：平成 30年 11月 4日(日) 

場所：スタジオハコス 

講師：下妻みどり氏 

長崎のライター。 

著書『川原慶賀の「日本」画帳～シー

ボルトの絵師が描く歳時記』（弦書房

刊）、『長崎迷宮旅暦』『長崎おいしい歳

時記』（書肆侃侃房刊）。 

TV ディレクターとして長崎くんちを

取材した『太鼓山の夏～コッコデショ

の 131日』(NBC長崎放送)では、平

成 17年度日本民間放送連盟賞を受賞。 

『名残りの和華蘭 ～明治から昭和の長崎～』 

鎖国の時代が終わり、特権的な”窓口”では

なくなった長崎でしたが、それでもなお、生

活の中には異国の香りがあふれていました。

明治後期から戦前までの日常に溶け込む”和

華蘭”を、それぞれの時代を生きた人々の記

録の中で見つめます。 

 

 

 

 

第二部「消えてなお、息づくもの。」 

 主役は版画家の田川憲さんと宮本フ左さん

と臣吾君。  

田川憲さんの版画を見ながら長崎の町を辿

る。普段は語られない倉場富三郎さんの話は

興味深いものがありました。  

フ左さんが体験した岡政、浜屋デパートでの

買い物の話が紹介された。  

最後に臣吾さんの紹介。臣吾さんは美輪明

宏さん。 美輪さんの南座での原爆体験とそれ

に抗議する思いが話された。 

 

 

 

 

 

第一部「異国の香り、あざやかに。」 

作家佐多稲子さんの紹介、そして執筆した 

「私の長崎地図」の文章に合わせて、長崎の

写真や絵画をプロジェクターに出し当時の長

崎を再現。続いて大野良子さんの紹介、そし

て作品「記憶に残る明治の長崎」の文章を用

いて明治時代の長崎を解説。 

本の中では、生活の中での長崎弁が話され

ていて、また二人とも小さい頃の思い出の為、

少女目線の長崎の町の様子が生き生きと語ら

れました。 
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【和華蘭お助け隊】 

日時：平成 30年 5月 3日(祭) 

場所：横浜山下公園～伊勢佐木町 

『ザよこはまパレード』龍踊 

塾生・塾長参加 

 

 

 

日時：平成 30年 7月 8日(日) 

場所：麻布 氷川神社 境内 

『そうめん流し』調理・販売 

塾生・塾長参加 

 

 

 

 

日時：平成 30年 8月 25日(土) 

場所：麻布十番商店街・長崎市ブース 

『麻布十番まつり』物産販売 

 塾長参加 

 

 

 

日時：平成 30年 9月 16日(日) 

場所：浦安シンボルロード 

『浦安フェスティバル』龍踊 

塾生・塾長参加 

 

日時：平成 30年 9月 24日(月) 

場所：南池袋公園 

『日本の民俗舞踊「ひとはおどる」』龍踊 

塾生・塾長参加 
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日時：平成 30年 10月 28日(日) 

場所：日本橋～京橋・中央通り 

『第 46回 日京まつり』龍踊 

塾生・塾長参加 

 

和華蘭研究塾 イベント パート１ 

『 長崎 PR展 』 

日時：平成 3１年 2月 11日(祭) 

場所：三軒茶屋ふれあい広場 

 

前年度は長崎市東京事務所のお手伝いをさ

せて頂きましたが今期は和華蘭研究塾もブー

スを出しました。ランタンフェスティバルを

PR するために講師で来て頂いた実行委員の

張さんにお願いし、長崎華僑の年中行事など

も教えて頂きパネルにして来場されたお客様

にご説明しました。また長崎版画の龍や中国

獅子を展示し、小さな版画は販売もしました。 
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和華蘭研究塾 イベント パート２ 

『 長崎版画展 』 

日時：平成 31年 3月 11日(月)～14日(木) 

場所：日本橋 長崎館 イベントスペース 

 

塾の活動には公益性をという事で、二年間

の最終イベントでは長崎の物を販売し地元に

貢献しようと思っていました。 

販売するには食品のように消えてしまう物

ではなく形として残るもの、傍に置いて長崎

を想い出し、帰りたい・行きたいと思わせる

物。 

私は以前から、いつか東京で開催したいと

思っていたのが『長崎版画展』でしたので、

美術館の物販コーナーのように、思わず家に

連れて帰りたくなる手頃な大きさの版画を二

種類作って頂きました。気軽に買って頂ける

ように価格は 2500円～8000円。 

 

他には野母半島パワースポット発信塾から

の依頼でリサイクルキャンドルも販売しまし

た。このキャンドルは毎年 8月 8日原爆投下

前日に灯される【平和の灯】をリサイクルし

て作ったチャリティーキャンドルです。 

 

 

和華蘭研究塾は長崎案内人が少しでも多く

なればと二年に渡り講習会をしてきました。 

今回のイベントは、トークイベントも盛り

込み続けてきた講習会ほど時間は取れません

でしたが、毎日 15時と 18時 30分～二回

版画の先生は技法や歴史など、塾長の私は日

替わりで観光ガイドを務めさせて頂きました。 
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＊日替わり観光ガイド 

展示してある版画を使い絵の中に描かれて

いる風景や、その周りの施設など解説しまし

た。 

11日作品《教会》外海地区 

12日 〃《史跡 花月》長崎市街地 

13日 〃《長崎ランタン》季節のまつり 

14日 〃《水仙と軍艦島》野母半島 

 

＊版画実演と解説 

より長崎版画を身近に感じて頂こうと実際

に摺る作業を生で見て頂きました。 

 

２Lサイズ版画実演           

＊期間中の来客数と販売実績 

日本橋長崎館の来客数が少ない平日の開催

という事で多少の不安はありましたが、反対

に少ないからこそ、スタッフ一同、力を合わ

せて告知をし集客に繋げました。 

当初は商品単価が高いこともあり、来客数

や売り上げも期待されていなかったようでし

たが、日が経つにつれ見る目が変わってきた

のが分かりました、最終的にはこのまま終わ

るのはもったいないので、今後も継続的にと

の言葉も頂きスタッフ一同喜びました。 

 

総来客数は平日 4日間でしたが 

329名のお客様がご来場下さいました。 

 

＊ホームページの開設 

これまでの活動内容を載せると共に、これ

からは長崎の情報や東京で開催される長崎関

連のイベントなど継続的に発信して行く予定

でおります。 

 

＊ホームページ アドレス 

https://wakaran.wixsite.com/nagasaki 
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塾生の感想

 

ご参加の塾生の皆さん、塾長はじめ運営ス

タッフの皆さん、二年間本当にありがとうご

ざいました。 

在京ながら長崎弁の飛び交う、大変居心地

の良い塾で感謝しております。大変充実した

カリキュラムを組んでいただいた高山塾長の

人脈と行動力には脱帽です。 

「和・華・蘭」それぞれのテーマに沿った

講師陣の、長崎の成り立ち、お祭り（くんち・

やランタンフェスティバル）のこと、野母半

島や軍艦島、長崎に残る和華蘭の名残など、

一歩も二歩も深く踏み込んだお話で、重層的

で特異な発展をしてきた歴史と文化満載の長

崎を再発見することができました。 

長崎帰省の折々での訪問先・視点が変化し、

長崎探訪の新たな楽しみが増えたと感じてい

ます。 

また前身の長崎検定塾にも参加させていた

だいておりましたが、おかげさまでこの期間

に受験・進級を果たすことができました。 

長崎出身でない塾生も多く、長崎に興味を

持っていただいたこと、接点を持たせていた

だいたことをうれしく思います。 

まだまだ知らないことがいっぱいですが、

長崎ファンを増やすべく、さらに勉強を続け

て長崎の魅力を発信し続けたいと思います。 

（副塾長：松尾一昭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

在京長崎人の私にとって、この塾の活動の

期間は長崎の事が本当に好きなんだな！と改

めて実感させるものでした。 

年に一、二度の帰省の際は、塾で学ばせて

もらった場所を訪ねることも多く、去年は初

めてランタンフェスティバルも拝見しました。 

参加されている塾生の方々は、長崎愛にあふ

れる方ばかりで、塾終了後の懇親会では「も

う食べたと？」「そがんことなかよ」などなど

方々で長崎弁が飛び交い、とても暖かい素敵

な空間でした。塾は今年度で終了となります

が、これからは個人的に長崎の良さを発信で

きればと思います。 

二年間ありがとうございました。 

（副塾長：與賀田直哉） 
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和華蘭研究塾

塾長 高山 美枝子 

1 秋山 俊浩 21 神谷 努 41 高井 さな枝 

2 石井 順 22 黒沢 永紀 42 田中 麻紀 

3 石井 伸治 23 小岩 寿樹 43 田中 洋子 

4 市原 実 24 小金井 宏之 44 堤 利裕 

5 岩永 智 25 小園 裕造 45 辻川 智子 

6 内田 祥子 26 小林 康孝 46 寺川 京子 

7 卜部 愛子 27 小林 瞬 47 藤馬 寛剛 

8 内田 弘則 28 兒島 正数 48 中野 誠一 

9 大山 久美子 29 小林 裕子 49 夏目 恵美子 

10 尾垣 聡子 30 小川 綾子 50 南部 好孝 

11 岡村 豊 31 坂本 貞好 51 南部 順子 

12 岡村 衣作子 32 柴田 みどり 52 生井 久子 

13 岡谷 未於 33 白根 直幸 53 北山 紫帆 

14 小川 友子 34 白根 博徳 54 西尾 直美  

15 落合 正浩 35 末吉 正宏 55 西澤 真希子 

16 太田 光浩 36 関 和浩 56 長塚 誠 

17 大西 岳仁 37 関 涼美子 57 林 誠二 

18 柏原 久美子 38 田尾 正行 58 友田 宏生 

19 狩野 祐光 39 高山 明子 59 鶴見 豪大 

20 川崎 秀之 40 高島 則子 ６０ 高久 恵美 
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和華蘭研究塾

塾長 高山 美枝子 

６1 廣田 哲成 ８1 宮田 訪子   

６2 平野 智子 ８2 横山 昌彦   

６3 平野 紀子 ８3 與賀田 直哉   

６4 広瀬 正己     

６5 藤田 茂     

６6 藤巻 憲一       

６7 古谷 奈緒子     

６8 深堀 悦子     

６9 高橋 雄一     

７0 前田 利夫     

７1 松尾 一昭     

７2 松尾 陽子     

７3 馬渡 賢一     

７4 増田 彌尋     

７5 松田 嘉弘     

７6 三浦 克介     

７7 村上 実     

７8 村田 貴紀     

７9 武藤 しほ     

８0 ゲルラハ 美佐   事務局員 
東京事務所 

藤瀬 翔 
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