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未来の長崎を考え、参画するきっかけづくり
人材のネットワークづくりと地域の活性化を目的として、昭和 61 年度に
設立した『長崎伝習所』は、その名のとおり幕末に多くの人材を輩出した「海
軍伝習所」「医学伝習所」などに由来し、長崎の活性化につながる人材育成
の場になるようにとの願いが込められています。
長崎伝習所の柱である『塾事業』では、これまでに、289 もの塾が長崎の
ためを想い、様々な活動を行い、卒業した塾生の総数は延べ 9,976 人に達し
ています。これら塾の中には、卒業後もそれぞれで活動を続け、「市民力」を発揮しながら、長崎のま
ちづくりに貢献していただいている方々が多数いらっしゃいます。
令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から、当初予定していた活動が制限される中で、長
崎では 4 つの塾が、東京では 1 つの塾が、長崎の歴史、文化、自然、そして、未来に着目した幅広い
テーマについて、調査、研究及び実践活動に取り組んでいただきました。
これらの各塾の成果は、毎年実施しているイベント「伝習所まつり」でも発表していますが、今回は、
コロナ禍の影響もあり、初めて動画配信で発表を行い、多くの方に見て知ってもらう新たな機会になり
ました。まさにピンチをチャンスに変える経験だったと思います。
また、「塾事業」の他に「つながり事業」に取り組み、３年ぶりに「自分新化講座」を行い、元 NHK
会長の福地茂雄さんのプロデュースのもと、様々な分野で活躍されている講師の方々をお招きして、３
回の講座を開催し、多くの皆様にご参加いただきました。
さらに、開所から３５年が経過した長崎伝習所を、より多くの方に知ってもらい、魅力的なものにす
るために、長崎の若い世代の皆さんにご参加いただき「伝習所をリノベする会」を開催し、伝習所の事
業やホームページ等の発信方法などについて若者ならではのアイデアやご意見をいただく取り組みも
行いました。
そして、令和３年は長崎開港 450 周年の記念すべき年です。これまでの長崎の礎を築き、支えた先
人たちに感謝し、長崎伝習所では今後も時代の変化に対応しながら、長崎のまちづくりに貢献していき
たいと思います。
最後になりましたが、塾長をはじめ塾生の皆さまのご努力と、お忙しいなかご指導いただきました運
営委員の皆さま、並びに、長崎伝習所の活動にご協力をいただきましたすべての皆さまに対しまして、
心から厚く御礼申し上げます。

長崎伝習所 総長 田 上 富 久

－ 2 －

運営委員からのメッセージ
長崎伝習所は開設から 35 年が経過しましたが、その
時代時代で塾のテーマには移り変わりが見られます。こ
の 5 年間に応募のあった塾のテーマには、若い人からの
これまでに見られなかったあたらしい目線によるものが
増えているように感じています。運営委員会としては若
い人にチャレンジしてもらいたいという意見が多く、令
和 3 年度もこれまでにない面白い塾がそろいました。市
民の皆様もぜひ参加していただき長崎のまちづくりを愉
しみましょう。

●運営委員 座長

兵働 馨

塾生の皆さん、一年間お疲れさまでした。新型コロナ
の影響が続き思うような活動ができなかったと思います
が、どの塾の皆さんも工夫を凝らした取り組みを続けら
れ大変なご苦労だったことと思います。
動画による伝習所まつりで皆さんの活動を拝見し、さ
らに多くの人のつながりが生まれ、明るい長崎の未来が
想像できる気がしました。皆さんのさらなるご活躍を期
待しています。

●運営委員

河村

規子
コロナ禍の影響でこの１年間、長崎伝習所の活動も制
約を受けましたが、制約をバネにした工夫が各塾で見ら
れました。審査会も事務局の工夫により、リモート形式
で実施。伝習所まつりは YouTube の活用で各塾の活動
の歩みを動画で見ることができました。もちろん、会場
での直接交流に越したことはありませんが、動画も活動
への理解を深める手段だと思いました。５年務めさせて
いただいた運営委員を本年度で終えることになりました
が、皆さまにいろんなことを学ばせてもらいました。伝

●運営委員

尋木

章弘

習所の今後一層の発展と進化を期待しています。

－ 3 －

当年度は活動が制限される中で、今できることを塾生
の皆さんが一生懸命考え、行動していく姿に元気をいた
だきました。活動を拝見していると、楽しみながら長崎
の活性化を願う姿、沢山の地域や人が元気になる場を作
り上げていく姿がとても頼もしく見えました。本年度で
私も運営委員を卒業させていただくことになりました。
７年間もの月日を長崎伝習所の運営委員として関わらせ
ていただき、本当にありがたく思います。これからも伝
習所の活躍を楽しみにしています！

●運営委員

豊田

菜々子

まずはコロナ禍で思うような活動が出来ない中でもい
ろいろなアイデアで乗り切った各塾の塾長、塾生の皆様
本当にご苦労様でした。
伝習所まつりの動画開催も含め、令和 2 年度は最初か
ら最後までコロナ禍に翻弄される年でしたが、そのよう
な状況下でもどうしたら前に進めるかを問われるチャレ
ンジの年でもありました。
2 年間のコロナ禍で得た経験を次年度ではぜひ活かし
ながら頑張っていただきたいと思います。

●運営委員

草野

一康

１年間運営委員として貴重な経験をさせていただき本
当にありがとうございました。

－ 4 －

長 崎 伝 習 所

Nagasaki Denshusho

denden

長崎には、
「このまちをもっとよくしたい！」
「大好きな長崎のために何かやりたい！」という熱い思
いや、「こんなことをやったらいい！」というユニークな発想を持つ市民の方が大勢います。そのよう
な市民の皆さんのエネルギーと自由な発想こそが、魅力的な長崎を創りあげる原動力となります。
長崎伝習所は、そのような熱意とアイディアを持つ人々や、それに共鳴する人々が集まり、協力して
活動できる場となります。テーマごとに市民の皆さんが「塾」を設置し、塾生を募集して、塾長を中心
に市民と行政が協働で「塾」事業を展開しています。

長崎伝習所の目的
長崎伝習所は、市民と行政が有機的に連携することにより、人材の育成・ネットワークづくりと政策
を生み出す活動を行い、地域の活性化と発展に寄与することを目的としています。名称の由来は、幕末
期に長崎に設置された「海軍伝習所」や「医学伝習所」などからきているもので、その輝かしい歴史に
学ぼうという意味が込められています。

設立からの経緯
長崎伝習所は、昭和 61 年度に人材のネットワークづくりと地域の活性化を目的に、異業種交流の場
として、海洋開発、都市デザイン、バイオテクノロジーなどをテーマに「塾」が設置され、しだいに長
崎の再生を模索する幅広い活動の場となってきました。
昭和 63 年の「ふるさと創生 1 億円」を基に、平成元年度に「長崎伝習所基金」を創設し、市民と行
政が有機的連携を強化することにより、人材の育成と政策を生み出す活動を行い、もって長崎の再生と
創造に寄与することを目的とする「長崎伝習所」の活動に充てています。
設立以来、長崎を魅力ある元気なまちにするために、市民と行政が力を合わせて研究活動を行い、令
和 2 年度末までに 289 塾が活動を展開し、塾卒業生は 9,976 名に達しています。
これまでに、川さるく森川里海塾による「ながさきよか川マップ」の作成、長崎の町ねこ調査隊塾に
よる町ねこ調査の実践、わが町公園 de 元気塾の活動の中から、全市一斉ラジオ体操が行われるなどの
成果が生まれているほか、現在も積極的に活動を継続している塾は多数あります。
令和 2 年度は、福地茂雄氏(アサヒビール㈱元会長)にプロデュースをお願いし、各分野で活躍してい
る方々を講師に迎え、3 年ぶりに自分新化講座を開催しました。
主な卒業塾の活動状況
長崎くんち塾…くんちデータベースの作成・くんち関係書籍の発行
国際交流塾…「地球館」の運営、外国人・留学生との交流事業
生ゴミシェイパーズ塾…生ゴミ堆肥化の普及活動
伝統工芸塾(銀細工、現川焼、長崎刺繍、長崎の染め、ステンドグラスの 5 塾)…歴史文化博物館の体
験工房で活動

－ 5 －

運営体制
塾テーマの選定から塾の運営まで、すべてを市民自らの手で行うのが、長崎伝習所「塾」の特色です。

長

伝

崎

習

所

運営委員会

塾事業

（市民代表）

○○塾
塾長・塾生(市民)
事務局員(市職員)

総長
（長崎市長）

つながり事業

事務局
(市民協働推進室)

まちづくりリーダー
育成事業
カタリバ事業
特別講座

「塾」とはこんな場所
「塾」といっても、誰かに教えてもらうところではありません。市民の皆さんから長崎のまちづくり
につながる企画や塾長を公募し、運営委員による審査会を経て、「塾」を設置。その趣旨に共感、共鳴
する市民の皆さんが集まり、調査研究やイベント、実践活動など様々な活動を展開しながら、魅力的な
まちづくりを進めていこうというものです。
●塾

…………… 市民が主体となって、自主的、自律的に活動する場

塾 長 ………… 塾運営の責任者
塾 生 ………… 塾のテーマに基づき活動する参加者
塾事務局員 …… 塾と行政とのパイプ役になる市職員
●運営委員会 ……… 設置する塾の審査や塾の活動内容等についてのアドバイス等を行う機関

－ 6 －

「塾」活動の流れ
塾テーマ・塾長 募集

12～1 月

市民の皆さんから「塾」活動企画を募集
塾長候補者が応募用紙に設置目的、研究・活動内容、
対象塾生、塾開催運営方法、成果品内容、連携したい
部署、予算などを書いて応募。

審

2 月中旬

査

会

運営委員による審査会で新年度活動塾を決定
塾長応募者からのプレゼンテーションで審査により
決定。
継続申請(2・3 年目)
塾活動は単年度事業が原則ですが、活動を継続する場
合、継続申請し、運営委員会の審査を受け、継続を決
定。

塾

4月

生

募

集

広く市民に呼びかけ、塾生を募集
塾の趣旨に共鳴、共感し、一緒に活動する塾生を募集。
4 月下旬に塾生を確定。

開

5月

所

式

塾生が一堂に会し、塾活動をスタート
塾長と塾生の初顔合わせの開所式を開催。開所式後に
第 1 回塾会議を行い、連絡体制や役割分担、定例会の
日程や場所等を決め、塾活動開始。

中 間 報 告 会

11 月

塾の活動状況を運営委員会に報告
塾活動の状況を運営委員会に報告し、以降の活動への
アドバイスを受ける。

長崎伝習所まつり

3月

各塾の活動の歩み・成果を広くアピール
塾活動の成果を広く市民の皆さんなどに知っていた
だくために「長崎伝習所まつり」(成果報告会)を開催。

成果報告書作成

3月

塾活動の成果・提言をまとめた成果報告書を作成
各塾の成果・提言をまとめた成果報告書を作成し配
布。伝習所事務局(長崎市市民活動センター「ランタ
ナ」)、市政資料コーナー、図書館・公民館等で閲覧
できる。

●
卒業後

●

●

●

●

フォローアップ補助金

自立して活動する塾

卒業塾の活動

●

●

●

●

●

卒業塾の活動支援
伝習所卒業後 2 年間は塾の自立促進のために設けら
れている「長崎伝習所フォローアップ補助金」の申請
が可能。サポートを受けながら、活動を継続し自立を
図る。
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令和 2 年度 長崎伝習所活動記録
日

時

場

所

内

容

令和 2 年
4 月 24 日(金)

令和 2 年度塾生募集締切
新規 2 塾、継続 2 塾、東京 1 塾（継続）

［中止］
6 月 1 日(月)
18:30～
10 月 19 日(月)
19:00～

令和 2 年度「塾」開所式
男女共同参画推進センタ

第 1 回塾長・事務局員会議

ー「アマランス」

「塾」の運営、伝習所まつりについて

長崎ブリックホール

第 1 回「自分新化講座」

国際会議場

演題：「今日の風、なに色？」
講師：

11 月 5 日(木)
18:30～
11 月 15 日(日)
14:00～
11 月 19 日(木)
19:00～

14:00～
11 月 28 日(土)
14:00～
12 月 17 日(木)
19:00～

15:00～

いつ子

氏

中間報告会

ー「アマランス」

「塾」活動の進捗状況を運営委員会へ報告、交流

長崎市立図書館

伝習所をリノベする会

新興善会議室１（和室）

第1回

長崎ブリックホール

第 2 回「自分新化講座」

国際会議場

演題：「日本の経済と社会の将来を考える」

齊藤さんとおはなし

白川

方明

氏

長崎市立図書館

伝習所をリノベする会

新興善会議室１（和室）

第2回

長崎市立図書館

伝習所をリノベする会

新興善メモリアルホール

第3回

長崎ブリックホール

第 3 回「自分新化講座」

国際会議場

演題：「語りは心の絵画」
講師：

12 月 24 日(木)

辻井

ほか

男女共同参画推進センタ

講師：
11 月 22 日(日)

※中止

岩本さんとおはなし
「こんな伝習所がいい！」を考える

平野

啓子

氏

市民活動センター

第 1 回伝習所まつり実行委員会

「ランタナ」

・日程、会場、スケジュール、各塾企画、全体イベント

市民活動センター

第 2 回伝習所まつり実行委員会

「ランタナ」

・必要備品、会場レイアウト、全体イベント、チラシ

令和 3 年
［中止］
1 月 15 日(金)
1 月 28 日(木)
2 月 11 日

伝習所まつりを動画で開催することに変更
Webex（オンライン）

(木・祝)
3 月 28 日(日)
11:00～

※中止

YouTube

令和 3 年度「塾」審査会(審査員：運営委員会)
新規塾 4 塾、継続塾 4 塾

の応募のうち、

新規塾 3 塾、継続塾 3 塾

を採択

長崎伝習所まつり(成果報告会)
オープニング、各塾動画発表、令和 3 年度活動塾紹介

※新型コロナウイルスの影響等により一部の活動が中止となっております。

－ 8 －

第 1 回「自分新化講座」（10/19）①

第 1 回「自分新化講座」（10/19）②

第 2 回「自分新化講座」（11/19）①

第 2 回「自分新化講座」（11/19）②

第 3 回「自分新化講座」（12/17）①

第 3 回「自分新化講座」（12/17）②

中間報告会（11/5）

伝習所をリノベする会 第 1 回（11/15）①

－ 9 －

伝習所をリノベする会 第 1 回（11/15）②

伝習所をリノベする会 第 2 回（11/22）①

伝習所をリノベする会 第 2 回（11/22）②

伝習所をリノベする会 第 2 回（11/22）③

伝習所をリノベする会 第 3 回（11/28）①

伝習所をリノベする会 第 3 回（11/28）②

伝習所をリノベする会 第 3 回（11/28）③

長崎伝習所まつり（3/28）

－ 10 －

塾研究成果報告

－ 11 －

令和高島未来塾

－ 13 －

人の中には、“空き家”“ゴミの不法投棄”
などの問題とともに、太陽光パネルは、島民
に何か恩恵があるのだろうか？などの疑問を
抱く人もいます。
歴史的に重要な島が、このような状態に甘
んじている、放置している感がするのは、島
民だって、悔しいと思っているはずです。本
腰を入れて取り組まないと、と危機感を抱き
ました。
塾長

木下

美佐子
■ 塾の目的 ■

■ 塾長コメント ■

７月の高島での松尾保さん（高島町自治会

昨 年 10 月 30 日 に 実 施 し た “ 高 島 in

連合会会長）との交流会において、高齢化が

2020 スケッチ大会”の展示会を、2 月 5 日

進んでおり、宿泊施設や食堂がなくなったこ

より、コクラヤギャラリーと長崎新聞文化ホ

と（うりずん、五平太等）、高層アパートが

ールの２か所で開催することができました。

耐震の関係から使用不可となったことなどを

３カ月の間、描き慣れない景色を描いていた

伺いました。トマトは島で売られるより、ネ

だき、参加者に感謝しています。

ット販売がほとんどで、釣り客も釣って帰る

そして、これを見に、コクラヤギャラリー
だけで、130 名の市民の方々が足を運んでく

だけの素通り状態。等々、いい話を聞くこと
はなかなかありませんでした。

ださいました。スケッチ大会の参加者もそう

また、地域おこし協力隊だった島川浩二さ

でしたが、このコクラヤギャラリーの観覧者

んを紹介頂き、話を伺いました。印象的だっ

のほとんどが、高島に行ったことがありませ

たのは、“老人ホームの人たちの死を静かに

んでした。

皆で見送り、幸せに人生を全うされたと皆で

その中で、長崎に生まれ、育ち、“長崎大

感じている”というお言葉でした。静かな余

好き人間”として有名な人が、ある絵をみて、

生を過ごすまちとして、お話くださったので

“何故、グラバーの銅像が高島に？”と質問

すが、私には炭鉱の島として栄えたあの誇り

されたときは、やはり驚きました。でも、こ

高い高島は、どこに行ったのだろうかと寂し

れこそが、“大多数の長崎人の常識だ”と思

さを感じました。

いました。

しかし島川さんが撮られた山崎徳さん（享

しかしながら、高島の島民も、これでいい

年 90 歳）のビデオは、私達を喜ばせました。

のでしょうか？何故、長崎人は知らないので、

彼の説明は、当時の高島の様子を彷彿とさせ

しょうか？

るものでした。私も山崎さんに実際にお会い

高島のニュースといえば、“トマト”、

したことがありますが、“グラバーのおか

“夏の水泳”と“珊瑚礁の発見”など、元気

げ”を連発されていたことが印象的でした。

な情報がいっぱいありますが、高島を訪れた

自分達の生活が、これ程豊かに暮らせるのは、
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グラバ－のおかげだったという思いが、山崎
さんの死の一年前に、溢れてきたのではない
かと思われました。私達は、その想いを引き
継ぐことが大切だ、と今は感じています。

■ 塾の研究・活動内容・成果 ■
私達は、とにかく、今の高島を包み隠さず、
長 崎 の 人 達 に 見 て 欲 し い と 思 い 、 “ 高 島 in
2020” とい う テ ー マで ス ケ ッ チ大 会 を 開 催
しました。残念ながら、絵画教室をお持ちの
赤間先生の助けを借りなければ、人を集める
こ と が で き ま せ ん で し た が 、 そ れ で も 、 14
名の方が参加してくれました。
先生も、高島にいくのは初めて。参加者も
ほとんどが初めてという状態だったので、下
見を念入りに行いました。
スケッチ大会当日は、さながら“高島ツア
ー”状態で、私達もツアーコンダクター状態
でした。うまくいくか心配でしたが、帰りの
船の中は、和気あいあいとした雰囲気で、中
には塾に入りたいと思う人もおり、やってよ
かったと安堵しました。スケッチ大会の３か
月後には、参加者の絵が完成し、コクラヤギ
ャラリーと長崎新聞文化ホールの 2 会場で、
200 名を超す方々に来場してもらいました。
今後は、皆さんとの関りを無駄にしない様、
さらに、高島をアピールして行くつもりです。
活動をまとめた小冊子も完成し、この小冊
子を、高島に興味を持った人達、歴史が好き
な人達、これからの高島の発展に構想を持つ
人達一人ひとりに、お渡しし、高島の活性化
につなげていきたいと思っています。
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令和高島未来塾 活動記録
日

時

場

所

内

容

令和 2 年
第 1 回塾会議、

6 月 14 日（日） アマランス
7 月 12 日（日）

コロナ感染症の中での今後の伝習所活動検討

高島港ターミナル

高島現地交流会

２F

会長）との交流会

会議室

8 月 9 日（日） 市民会館

小会議室

定例会

9 月 6 日（日） 市民会館

小会議室

定例会

9 月 20 日（日） レストラン

わかば堂

松尾保さん（高島町自治会連合会

元高島地域おこし協力隊

島川浩二さんの講演会、

山崎徳さんビデオ鑑賞会（1）

9 月 30 日（水） 高島

スケッチ大会下見(1)

10 月 11 日（日） アマランス

定例会

10 月 19 日（月） 高島

スケッチ大会下見(2)

10 月 25 日（日） 高島

スケッチ大会下見(3)

10 月 30 日（金） 高島

高島 in 2020 スケッチ大会

11 月 8 日（日） アマランス

定例会

12 月 13 日（日） 市民会館

小会議室

定例会

1 月 17 日（日） 市民会館

小会議室

定例会、山崎徳さんビデオ鑑賞会（2）

1 月 24 日（日） 市民会館

小会議室

臨時定例会

令和 3 年

2 月 5 日（金）
～2 月 9 日（火）

コクラヤギャラリー

2 月 14 日（日） 市民会館 第８会議室
2 月 15 日（月）
～2 月21 日(日)

長崎新聞文化ホール

3 月 14 日（日） 市民会館
3 月 28 日（日） YouTube

小会議室

高島 in 2021 絵画・写真展（1）
定例会
高島 in 2021 絵画・写真展（2）
定例会
長崎伝習所まつり動画公開
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塾活動は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、１か月遅れの活動開始となりま
した。市の感染症対策のガイドラインに添っ
た活動計画の見直しを行い、下記の活動を行
いました。１年間の活動の経過にそって概要
とその成果および提言に繋がる報告をします。

高島町自治会連合会会長との現地交流会
高島町自治会連合会会長

元高島地域おこし協力隊の経験を聴く会

高島郷土史家

松尾さんとの交

故 山崎徳さんの聞き取りビデ

オ鑑賞会

流会は、高島の現状をお聞きし、本塾の趣旨

「高島の活性化」を熱望する山崎さんの思い

および計画へのご理解とご協力をお願いする

や、山崎さんの語る「高島の歴史」は、今後、

場となりました。さらに元高島地域おこし協

塾生及び興味ある市民との交流の場で学習資

力隊で活動された島川さんを紹介してもらい、

料として有効活用する予定です。

高島の古地図、古写真の場所や呼び名を高島
の地図上で確認できたことは、これからの塾
活動の出発点となりました。

故山崎

徳さんのビデオの一場面

「高島 in 2020 スケッチ大会」開催
多くの人に高島の『 今 』をみてもらいたい
と 開催した「高島 in 2020
交流会後の高島港ターミナルにて

スケッチ大会」

は、公募により 14 名の参加をいただき、晴
天の中、なごやかに、進めることができまし

元高島地域おこし協力隊

島川浩二さんの経

験談を聴く会

た。高島来島初めての方がほとんどという中、
高島の今をそれぞれの目で、絵に、カメラに

2011 年から 2013 年までの 3 年間、高

おさめていただきました。押し付けでなく高

島地域おこし協力隊として活動した島川さん

島を知っていただく、興味をもっていただく

の経験談を聴く会を開催しました。

一つの手法として、有効なイベントとなった

「幽霊 モーリスのひとりごと」という紙芝
居の原稿、高島郷土史家

のではないかとかと考えます。

故 山崎徳さんの聞

き取りを録画したビデオを拝見することがで
きました。
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「タカシマ スケッチブック –『今』と未来-」
小冊子の発行
今年度の「令和高島未来塾」の活動のなか
から熱く思い描いたそれぞれの「高島の未来」
を成果品としてまとめることができました。
高島の今を描いていただいた絵画・写真展

高島港ターミナルでの参加者集合写真

の作品を加え、小冊子「タカシマ スケッチブ
ック –『今』と未来-」となりました。

「高島の今 in 2021 絵画･写真展」の開催
赤間龍太先生のご指導のもと、3 か月かけ

「高島の未来」について、今後何が必要か、

て作品を完成させ、26 枚の作品の展覧会を

塾生の議論の一部を紹介します。

開催することができました。



活性化のため「観光、産業、交流に役立

観覧者からは、高島の現状や魅力的な軍艦

てよう」

島の眺めなどを絵画や写真で見て、どこを描
いているのか、どんな歴史が潜んでいたのか、



定住人口の増加、島ならではの産業が必
要。

北渓井坑と高島炭鉱の意義を考え、塾生から
実際に高島について教えてもらうことで、高

「歴史を学ぶ」から、一歩進めて高島の



雇用創出する事業、産業が必要。

島への興味、関心がさらに高まったとの感想

その一つとして、島という特徴、人の手

を頂いています。炭鉱を閉山して 30 年余り、

がいらない、軽労働という特徴である「養

歴史的に重要な高島を、自然にもどりつつあ

蜂」が、最もふさわしい。

る島、ゆったりと静かに落ち着いた島として、



野母半島、高島、伊王島は、昔から船を

絵画、写真を通して、楽しんでいただきたい

通じた交流があり、これを経済圏とした

との主催者側の意図は達成されたものと考え

活性化策を模索中。


ております。

交流人口の増加だけでは、問題解決にな

絵画・写真展の来場者は、合計 228 名とな

らず、やはり高島にあう漁業、農業など

りました。絵画・写

の一次産業が重要。

真を鑑賞すること
を通して、人と人と

これら、塾生の１人１人の思いが、長崎市

の直接の絆が、いか

民とともに共有され、参画、協働して、つな

に人々の心をつな

がり、
「高島の未来」について大きなパワーと

げて行くことがで

なっていくことを願っています。

きるのかを実感す
ることができまし
た。

展覧会場での高島紹介
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絵画・写真展観覧者情報、アンケート結果

対象：2/5～2/7 まで１会場

１．全会場の来場者延人数：228 名、

23 名分を集計


高島とつながりのある来場者：
30 名(13.2%)

きっかけとして、新聞、友達から誘わ
れた人が多い。



※高島とのつながりとは

34.4％の人はスケッチ場所がわかる。

高島に住んでいたことがある/高島で働

21.3％はわかりにくく、地図がほしか

いていたことがある/高島小中学校卒業

ったと述べている。

生である/高島に友達、親戚、家族が住ん
でいる

高島について知りたいという人が、
14 人/23 人中

高島とつながりのある来場者の割合

2．長崎市内：197 名（86.4％）
長崎市外：31 名 （13.6%）

来場者分布
（地図は長崎市



総合事務所

全体配置図を使用し、

プロットを追記）

3．アンケート結果
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（60.9％）でした。

■ 塾生の感想 ■

に助かりました。

展覧会場での連日の当番は、すばらしい高

塾生間の連絡は、メーリングリストをつく

島の今を描いた絵画・写真に囲まれて、スケ

り情報を共有してきました。作成当初の昨年

ッチ大会の幸せな“とき”、に続いて二度目の

の連休あたりは、日本中がテレワークとやら

幸せな“とき”となりました。多くの方と高

に向かい、そのためかメールの遅延が続き、

島について語り合えたからです。

これは使えないかと思いましたが、最近は順

「高島とのつながりがありますか？」の問

調に送受信ができているようです。

いから始まり、

この塾での自分の役割は、3 月 31 日に会

「父が働いていた」、
「お爺ちゃんが」
「光町

計を締めるまで続きます。今は成果品である

アパートにいた」
「友達がいた」など、みんな

小冊子の三校の校正中で校了にむけて最終段

懐かしい話を語ってくれました。

階にきています。印刷会社さんからは、見積

「何年もいっていない」から会話が始まり、

もり 4 回提出してもらいました。おかげさま

「高島に行ってみてください」で終わること

で、費用対効果の高い冊子ができそうです。

になります。多くの「高島つながり」に触れ

冊子の内容確認のため、昨日も雨の中、一人

ることができ、みんな貴重な情報でした。な

高島に確認にいった塾生がいます。この冊子

んと高島外で暮らす「高島つながり」が多い

には、このように塾生一人一人の高島への「想

ことを知りました。今回得られた情報は、大

い」が凝縮されています。ご期待ください。

きな力になり、これらをつなげ、プロジェク
トにしたら「高島の活性化」プロジェクトへ
のネットワークになるのではと感じました。

（飯島静子）

昨年、６月から庶務・会計を担当してきま
した。公金を扱うということを常に意識しな
がら行動してきたつもりです。毎月の定例会、
編集会議などは可能な限り、伝習所の活動と
して減免が可能な施設、市民会館会議室など
を利用してきました。市の施設はパソコンか
ら予約ができるようなシステムができていた
ので、緊急事態宣言発令中でも業務に支障は
ありませんでした。印刷も遠路ではあります
が、極力、ランタナを利用してきました。ラ
ンタナの大型プリンターでの印刷は大変格安
で、また、そこでカットできるような備品も
貸していただけたので、パネル作成には非常
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（須田清美）

令和高島未来塾
塾長

木下

美佐子

1

浅尾

賢次
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41

2

飯島

静子
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3

大草
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事務局員
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高島地域センター

田平

光幸

長崎トラフグ応援隊塾
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武家の中毒死を防ぐため豊臣秀吉がフグ食
を禁じて以降、江戸時代までフグをご法度と
する藩が多かった中、シーボルトの時代には
長崎の人々がトラフグをふつうに食していた
ことがうかがえます。
時代は移り、明治 21 年（1888 年）に時
の初代総理大臣、伊藤博文公が下関でフグ食
塾長

多良

敏男

を解禁した逸話は有名です。第 2 次世界大戦
後には、全国でフグ食が解禁され、フグ食の

■ 塾長コメント ■

先進地である下関には全国から魚や職人が集

コロナ禍の本年度、「長崎トラフグ応援隊

まり、フグ食文化が華開きました。

塾」は長崎伝習所の皆様のご指導・ご配慮と

一方、長崎は種苗生産や養殖技術の開発に

関係者のご協力のもと、安全・安心に塾活動

より、日本一の生産量を誇っているにもかか

を全うできひとまず安堵しています。長崎伝

わらず「長崎トラフグ」の全国的な知名度は

習所の皆様、塾生の皆様さらに料理教室・ア

決して高くはありませんでした。また、地元

ンケート等でご協力頂きました長崎市たちば

でのふぐ専門料理店の数も少なく、トラフグ

な漁協、鶴洋高校、事務局員、他塾の皆様を

の味覚が集客に結び付いていないようです。

はじめ関係者に厚く感謝申し上げます。

長崎では獲れる魚の種類が豊富で、せっか

さて、日本人は古来より独自の食文化を築

くのシーボルト時代の遺産も途絶え、トラフ

いてきましたが、長崎のトラフグ食文化は、

グを食べる習慣を忘れてしまったようです。

江戸時代までさかのぼることができます。

養殖トラフグの県内三大産地の一つの長崎

出島オランダ商館医であると同時に、博物

市たちばな漁協は、県・市と協働して養殖ト

学の科学的調査の任を託され赴任したシーボ

ラフグの普及事業に取り組むとともに、生産

ルトと助手のビュルガーは、長崎で入手した

者と連携して「戸石とらふぐかき祭り」に合

様々な種類の魚を標本にし、また精緻な魚図

わせ、地元飲食店がふぐ料理を提供するイベ

を出島出入りの絵師の川原慶賀に描かせ、オ

ントの開催や地元小学校の学校給食への養殖

ランダに持ち帰りました。

トラフグの提供などトラフグの美味しさを知

助手のビュルガーは、それらの魚が当時の

ってもらう活動を継続しています。

長崎のどこで捕獲され、またどの魚が好んで
食べられたかについても記録に残しています。
また、ビュルガーは、川原慶賀が描いた精
緻な魚図の 1 枚であるトラフグについて「こ

このような活動により地元における養殖ト
ラフグの知名度は徐々に高まっていますが、
長崎の人々がご家庭の食卓で手軽に養殖トラ
フグを食べるまでには至っていないようです。

の大きなフグは…美味のためとりわけ需要が
あり、魚市ではとても高価である。ふつう乾

■ 塾の目的 ■

燥させて酒の肴として食される」と報告して
います。

このように、長崎は養殖生産量日本一を誇
る全国有数の養殖トラフグの産地ですが、市
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民の皆さんにあまり知られていません。そこ

■ 塾活動の成果 ■
長崎トラフグ応援隊塾は、塾生の岩永氏の

で、まずは知ってもらい、身欠きフグを長崎
の食文化の一つとして定着させ、市内におけ

お力をお借りして、長崎トラフグの消費を拡

る消費拡大から養殖トラフグを応援すること

大するために 7 項目の提言を取りまとめまし

を目的とします。

た。その一部を次のとおり掲載します。生産
者、市民の皆様のご参考になればと思います。

■ 塾の研究・活動内容 ■

近年、長崎トラフグは、他産地との競合で価

長崎トラフグ応援隊塾は、養殖生産量日本

格が低下し、他方では漁場環境の問題や多くの

一の長崎トラフグを広く市民に知っていただ

県外出荷による運送費の増加に伴って経営が悪

き、ご家庭でも手軽に食べていただく機会を

化するなど厳しい状況にあると思われます。

増やしていくことを目的に、本年度、養殖漁

今後は、多額な輸送コストを要するこれま

場の現地調査、トラフグ料理専門店での調理

での県外出荷中心から、生産地と消費地が近

視察と試食、フグの身欠き加工の視察研修、

接する市内出荷中心に移行できるような方策

トラフグに関するアンケート、トラフグ料理

を検討する必要があります。その方策の一つ

教室の開催、トラフグ料理レシピの作成等の

としては、市民の目線に立って家庭での消費

活動を行いました。

拡大など、市内消費の拡大を目指すことが重

トラフグに関するアンケートでは、家庭で

要です。

料理ができる「身欠き」トラフグが普及した

そのためには、関係機関や生産者が一体と

ら、「自宅で食べたい」との声が回答者の約

なって、長崎トラフグの市内消費の定着のた

5 割もあり、漁業者が丹精込めて育てた長崎

めの地産地消を目指したマーケティング活動

トラフグを、魚食文化の一つとして提供し、

を行うことです。それによって、トラフグの

最もおいしい、最も楽しい食べ方で長崎の皆

新たな食文化の形成につながるとともに、生

様に喜んでもらい、その情報を提供していき

産者は経営の安定につながっていくものと考

たいと考えています。

えられます。

また、「家庭で食べたいトラフグ料理」と

長い歴史をもつ長崎市の食文化は、かなら

「特別な日『クリスマス』に食べたい長崎ト

ずやトラフグの食文化も育んでくれるものと

ラフグ料理」をテーマとして開催した料理教

思われます。このトラフグの食文化の普及が

室では、定番料理のトラフグの刺身、皮の湯

長崎市民はもちろん国内外からの観光客の食

引き、から揚げ、鍋・雑炊に加え、応用料理

文化として普及・定着することによって地域

のトラフグのカルパッチョ、グラタン、トラ

活性化の一役を担うものと確信しています。

フグドッグ、トラフグバーガー、コラーゲン

長崎トラフグ応援隊塾は、「おうちで食べ

スープ、コラーゲンリゾット風を試作・開発

たい長崎トラフグ料理で『福』をどうぞ！」

しました。これらのトラフグ料理は「おうち

を合言葉に、これから市民の皆様や生産者の

で食べたい長崎トラフグ料理」として小冊子

方々とともに、長崎トラフグの食文化等を記

に取りまとめました。市民の皆様に広くご活

した『長崎トラフグ物語』に新しいページを

用いただければ幸いです。

加えてまいりたいと思います。
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長崎トラフグ応援隊塾 活動記録
日

時

場

所

内

容

令和 2 年
6 月 17 日(水)
7 月 17 日(金)
8 月 8 日(土)

長崎市たちばな漁協会議室

第 1 回長崎トラフグ応援隊塾会議
（年間行動予定の作成）

長崎市たちばな漁協会議室

第 2 回長崎トラフグ応援隊塾会議・養殖業者懇談会

橘湾の海上生簀

トラフグ養殖漁場視察

中崎水産株式会社(茂木町)

第 3 回長崎トラフグ応援隊塾会議
トラフグ調理見学会・トラフグ料理試食会

8 月 12 日(水)

鶴洋高校

トラフグ料理メニュー調査

8 月 19 日(水)

長崎市たちばな漁協

トラフグ料理メニュー調査

8 月 21 日(金)

中崎水産株式会社(茂木町)

トラフグ料理メニュー調査

8 月 22 日(土） 長崎シビックホール

ながさき未来塾との交流

8 月 24 日(月)

長崎市たちばな漁協

トラフグ料理メニュー調査

9 月 16 日(水)

長崎市たちばな漁協会議室

9 月 20 日(日)

わかば堂（出島町）

令和高島未来塾との交流

9 月 25 日(金)

長崎市東公民館

料理教室打合せ

10 月 11 日(日)

アマランス

令和高島未来塾との交流

10 月 14 日(水)

佐世保市役所

長崎トラフグ応援隊塾のＰＲ

10 月 17 日(土)

長崎市東公民館

11 月 8 日(日)

アマランス

令和高島未来塾との交流

松浦市役所

第 6 回長崎トラフグ応援隊塾会議

新松浦漁協水産加工場

県内産地地元消費拡大対策視察研修

長崎ペンギン水族館

長崎ペンギン水族館との交流

11 月 18 日(水)
11 月 24 日(火)

第 4 回長崎トラフグ応援隊塾会議
（事業実績報告・事業計画見直し）

第 5 回長崎トラフグ応援隊塾会議
家庭でできる長崎トラフグ料理教室の開催

第 7 回長崎トラフグ応援隊塾会議
12 月 6 日(日)

長崎市東公民館

特別な日『クリスマス』に食べたい長崎トラフグ料
理教室の開催

12 月 8 日(火)

長崎ペンギン水族館

長崎ペンギン水族館との交流

12 月 13 日(日)

長崎市民会館小会議室

令和高島未来塾との交流
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日

時

場

所

内

容

令和 3 年
第 8 回長崎トラフグ応援隊塾会議

1 月 13 日(水)

長崎市たちばな漁協会議室

1 月 17 日(日)

長崎市民会館小会議室

令和高島未来塾との交流

1 月 24 日(日)

長崎市民会館小会議室

令和高島未来塾との交流

1 月 26 日(火)

長崎ペンギン水族館

長崎ペンギン水族館との交流

2 月 5 日(金)

長崎市たちばな漁協会議室

長崎市たちばな漁協との交流

2 月 7 日(日)

石神町河内台自治会公民館

長崎トラフグ応援隊塾分科会

2 月 8 日(月)

長崎鶴洋高校

長崎鶴洋高校との交流

2 月 8 日(月)

長崎ペンギン水族館

長崎ペンギン水族館との交流

2 月 14 日(日)

長崎市民会館

令和高島未来塾との交流

2 月 17 日(水)

長崎市たちばな漁協会議室

2 月23 日(火・祝) 石神町河内台自治会公民館

（トラフグ料理レシピ印刷打合せ）

第 9 回長崎トラフグ応援隊塾会議
（令和 2 年度長崎伝習所研究成果報告書打合せ他）
学生メンバーによる長崎トラフグ料理教室の開催
第 10 回長崎トラフグ応援隊塾会議

2 月 27 日(土)

長崎市たちばな漁協会議室

2 月 27 日(土)

長崎トラフグ応援隊塾

長崎トラフグ料理集の完成

3 月 2 日(火)

長崎ペンギン水族館

長崎ペンギン水族館との交流

3 月 5 日(金)

長崎ペンギン水族館

長崎ペンギン水族館との交流

3 月 14 日(日)

長崎市民会館

令和高島未来塾との交流

3 月 16 日(火)

長崎ペンギン水族館

長崎ペンギン水族館との交流

3 月 17 日(水)

長崎市たちばな漁協会議室

3 月 19 日(金)

長崎鶴洋高校

長崎鶴洋高校との交流

3 月 28 日(日)

YouTube

長崎伝習所まつり動画公開

（令和 2 年度長崎伝習所まつり動画撮影他）

第 11 回長崎トラフグ応援隊塾会議
（令和 2 年度塾活動委託業務完了報告書打合せ他）
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トラフグ養殖漁場現地調査

ウイルス感染症にかかる３密対策や換気等の

令和 2 年 7 月 17 日（金）、橘湾で 20 年

対策を講じて、「家庭でできる長崎トラフグ

以上トラフグ養殖を営む長崎市たちばな漁協

料理」をテーマにした料理教室を長崎市矢上

の牧島重敏さんを訪ね、フグを育てている「生

町の長崎市東公民館で開催しました。

け簀」を見学しました。現地調査後、同漁協
会議室で養殖業者懇談会を行いました。

料理教室では、塾生の安野氏を講師として、
鶴洋高校の生徒さんと一緒に刺身、皮の湯引
き、から揚げ、鍋・雑炊、トラフグバーガー、
トラフグドッグを試作・開発しました。

トラフグ養殖漁場現地調査

料理店でのふぐフルコース試食会

家庭でできる長崎トラフグ料理教室

令和 2 年 8 月 8 日（土）、長崎市茂木町の
フグ専門店において、新型コロナウイルス感

トラフグの「身欠き」加工視察研修

染症にかかる３密を避ける対策を講じて、塾

令和 2 年 11 月 18 日（水）、松浦市にお

生の自己負担により長崎トラフグ料理試食会

けるトラフグの「身欠き」加工、消費拡大対

を開催しました。

策等の視察研修のため、新松浦漁協水産加工
場と松浦市役所を訪れました。

ふぐ刺し
トラフグ身欠き加工の視察研修
家庭でできる長崎トラフグ料理教室の開催
松浦市は県内三大産地の一つで、平成 30

令和 2 年 10 月 17 日（土）、家庭でも気
軽に食べていただける「家庭でできるトラフ

年（2018 年）の全国市町村別の養殖トラフ

グ料理」を試作・開発するため、新型コロナ

グ生産量では松浦市が 610 トンで 1 位、長
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崎市が 571 トンで 2 位となっています（前

学生メンバーによるトラフグ料理教室の開催

年は長崎市が 1 位、松浦市が２位）
。

令和 3 年 2 月 23 日（火・祝）、新型コロ

松浦市のトラフグ養殖業者数は鷹島地区

ナウイルス感染症にかかる 3 密対策や検温、

14 業者、松浦地区 9 業者の計 23 業者で、

換気等の対策を講じて、トラフグ応援隊塾の

生産された養殖トラフグは「鷹ふく」のブラ

応援隊学生メンバーによる「長崎の食卓にト

ンドで主に関西・下関の魚市場に出荷すると

ラフグが上がるか？試食会」をテーマにした

ともに、
「身欠き」トラフグの販路開拓により

料理教室を 10～20 代の学生 6 人が参加し

トラフグの消費拡大に注力していました。

て石神町河内台公民館で開催しました。

長崎トラフグのクリスマス料理教室の開催
令和 2 年 12 月 6 日（日）、家庭でも気軽
に食べていただける「長崎トラフグのクリス
マス料理」を試作・開発するため、新型コロ
ナウイルス感染症にかかる 3 密対策や検温、
換気等の対策を講じて、
「特別な日『クリスマ
ス』にお家（うち）で食べたいトラフグ料理』
をテーマにした料理教室を長崎市矢上町の長
学生メンバーによるトラフグ料理教室

崎市東公民館で開催しました。

料理教室では、長崎市たちばな漁協の道下
参事をアドバイザーに迎え、塾で作成した料
理レシピを参考に刺身、から揚げ、鍋、皮ポ
ン酢、トラフグドッグの 5 品を試作しました。
アンケートでは、食べたい料理とおうちで作
ることができる料理は異なることが分かりま
した。
長崎トラフグのクリスマス料理教室
トラフグ料理レシピ集（小冊子）の作成
料理教室では、塾生の安野氏を講師として、

令和 3 年２月 27 日、「おうちで食べたい

鶴洋高校の生徒さん、ながさき未来塾と令和

長崎トラフグ料理」のレシピ集（小冊子）を

高島未来塾の塾生さん、地域の皆様と一緒に、

作成しました。掲載した料理は２回の料理教

特別な日「クリスマス」に相応しいトラフグ

室で試作・開発したものです。また、料理写

料理ということで、洋風献立のトラフグのカ

真は塾生が撮影したものを使用しています。

ルパッチョ、グラタン、トラフグドック、か

この長崎トラフグ料理レシピ集は、長崎市

ら揚げ、コラーゲンスープ、コラーゲンリゾ

市民活動センター（ランタナ）等に配布させ

ット風の 6 品を試作・開発しました。

ていただきますとともに、関係団体と連携し
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てＳＮＳにより発信する計画です。市民の
皆様に広くご利用いただければ幸いです。

長崎伝習所まつり動画の撮影
令和３年２月下旬、長崎伝習所まつりの開催
方法の変更に伴い、長崎伝習所の皆様のご協
力により動画の撮影に取り組みました。

長崎トラフグに関するアンケート
(1)アンケート結果の要約

長崎トラフグ料理レシピ集

今回実施した令和 2 年度のアンケートは、
新型コロナ流行のために従来の生活環境と異

他塾や大学等との交流
長崎トラフグを市民の皆様に広く知ってい
ただくため、料理教室やアンケートを通じて

なった条件下での調査でしたが、101 人から
回答がありました。

長崎伝習所のながさき未来塾や令和高島未来

性別では男性が 54.5％、女性が 45.5％で

塾の皆様との交流を積極的に行いました。ま

男性が約 5 割 5 分を占めています。年代別で

た、長崎鶴洋高校、長崎ペンギン水族館の皆

は 40 代から 70 代までに約 7 割 5 分を占め

様にはトラフグの料理開発や写真撮影技術等

ています。所在地では長崎市内が約 7 割 5 分

のご指導・ご協力を賜りました。今後、長崎

を占めています。ちなみに、長崎トラフグ応

トラフグの市内消費拡大のため、市民の皆様

援隊塾の知名度は 33.7％でした。

や大学等の教育機関等の皆様とも連携を促進

(2)トラフグに対する結果からの要約
長崎が全国有数の養殖トラフグの産地であ

してまいりたいと考えています。

ることを知っていた回答者が 63.4％を占め
比較的に知られています。トラフグ料理を食
べたことがある回答者が 65.3％を占めてい
ます。
トラフグ料理を食べた場所は、約 7 割が専
門の料亭・フグ料理店で食べられており、フ
グ料理は高級料理・特別料理と思われていま
長崎鶴洋高校との交流

す。それは、トラフグ料理の値段に反映して
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います。つまり、食べたトラフグ料理の料金

さらに、
「身欠き」トラフグについては、家

は、5,000～1 万円の価格帯が約 3 割 5 分、

庭でも料理ができる「身欠き」トラフグ（調

3,000～5,000 円が約 3 割を占めているこ

理済みトラフグ）を知らない回答者が 74.7％

とからもうかがえます。

と非常に高い割合でした。今後、
「身欠き」ト

食べたトラフグ料理では、刺身の 90.9％

ラフグの消費者への周知が必要と思われます。

が最も多く、から揚げの 71.2％、鍋料理の

「身欠き」トラフグを食べるかについては、

66.7％、雑炊の 48.5％と、この 4 つの料理

食べるが 49.0％（5 割弱）
、
「食べない」
・
「わ

が上位を占めています。食べたトラフグ料理

からない」も約 5 割もあり、今後、
「身欠き」

の印象は、美味しかったが 86.4％を占め、

トラフグの普及・周知への努力が必要と思い

ほとんどの回答者はトラフグ料理に満足して

ます。

いることがうかがえます。

トラフグの刺身

長崎トラフグの身欠き

美味しかったトラフグ料理では、刺身が
76.8％で最も多く、次にから揚げが 69.6％

トラフグ料理を家庭で食べる場合は、単品

と多く、雑炊が 41.1％、鍋料理が 37.5％、
白子料理が 26.8％、ヒレ酒が 17.9％などと

料理が 58.8％で、フルコース料理の 22.7％

なっています。

を大きく上回っています。家庭で食べる場合

トラフグ料理を食べなかった理由では、値

の単品料理は、から揚げの 67.0％が最も多

段が高いが 41.2％で最も多く、店がわから

く、刺身の 59.8％、鍋料理の 50.5％で、こ

ないが 38.2％、フグ毒が心配 17.6％、その

の 3 つの料理が好まれています。その他、雑

他として機会がなかった 5.9％などとなって

炊の 32.0％、白子料理の 18.6％、ヒレ酒の

います。

11.3％などとなっています。

つまり、トラフグ料理は高級との印象があ

家庭でトラフグ料理を食べる場合の予算で

り、これが食べない大きな理由の一つであり、

は、1,000～3,000 円の 41.5％が最も多く、

また食べられる場所の周知、フグ食の安全性

3,000～5,000 円の 36.2％、5,000～1 万

についての課題があげられます。

円の 17.0％などとなっており、概ね 3,000

－ 31 －

円程度の予算が想定されていることがうかが

■ 塾生の感想 ■

えます。

トラフグ料理をご家庭で！
この塾に参加させてもらうまでは、トラフ

長崎トラフグの市内消費拡大の方法では、
スーパーで買えるが 51.6％で最も多く、家

グを家庭で調理して食する発想は皆無でした。

庭での消費拡大が 47.4％、値段を安くが

なぜなら、トラフグは有毒部分がある魚で、

45.3％、料理のＰＲが 36.8％、料理店の案

免許保持者でないと調理ができないことを知

内が 31.6％、観光客への普及が 29.5％、料

っていましたし、有毒部分が取り除かれ、誰

理・身欠きの宅配が 28.4％、学校給食への

でも調理できる「身欠き」という状態で販売

普及が 24.2％などとなっています。

されていることを知らなかったからです。

魚料理の情報を得ているメディアでは、テ

幸運にも私は、トラフグを料理屋さんでい

レビの 47.9％が最も多く、ＳＮＳが 33.3％

ただく機会に若いころから恵まれており、そ

と全体の約 3 分の 1 を占めています。ほかに

のおいしさは、刷り込まれていましたので、

家族・友人・知人が 29.2％、新聞・雑誌が

少々高くても年に 1 度くらいはトラフグのコ

24.0％などとなっています。利用しているＳ

ース料理を食べる習慣がありました。
それがこの塾に参加させてもらったことで、

ＮＳは、ラインの 74.7％が最も多く、フェ
イスブックの 42.2％、インスタグラムの

トラフグを家庭料理で食べることができるこ

39.8％、ツイッターの 24.1％などとなって

とを知り、これからは、年に 1 度ではなく、

います。

食べたいときに食べるという発想に変わりま

アンケート調査結果によると、長崎が全国

した。

有数の養殖トラフグの産地であることが比較

また、塾の活動の中で、トラフグの新メニ

的知られており、トラフグ料理を多くの回答

ューを考案してほしいとの依頼があったとき

者が食べており、かつ食べたトラフグ料理の

に、真っ先に浮かんだのはパンとのコラボで

印象は、美味しかったが 86.4％と高い評価

した。パンマイスターである私は、以前から、

をするなど、ほとんどの回答者はトラフグ料

パンに挟む魚のフライの魚種をもっと特別な

理に満足していることがうかがえます。

ものにしたいと考えていたので、トラフグは

しかし、トラフグ料理を食べなかった回答
者が 34.7％も存在しています。その理由と

うってつけの魚だと思いました。味や食感は
勿論、話題性もあります。

しては、値段が高い、店がわからない、フグ

そこでトラフグを食べたことのない方、特

毒が心配、機会がなかったなどがあげられま

に魚離れしている子供たちに「魚って、トラ

す。これらはトラフグ「身欠き」
（下処理済ト

フグって、こんなにおいしいんだ！」という

ラフグ）をＰＲなどで熟知させ、適正な価格

ことを身近に感じてもらうために、
「トラフグ

設定、食べられる場所の周知、フグ食の安全

ドッグ」と「トラフグバーガー」を考案しま

性などについて啓発することによって一般消

した。その他にもトラフグの定番料理の概念

費者にも普及すると思われます。

を超えるメニューとして、
「トラフグのカルパ
ッチョ」「トラフグのグラタン」「トラフグの
皮を入れたコラーゲンスープ」やそのスープ

－ 32 －

から作る「リゾット」を考案しました。

んが、少々厚くなっても、うまく切れなくて

これらは、ご家庭での特別な日、例えば、

ボロボロにちぎれても、トラフグの高級感で、

お誕生日やクリスマスなどをイメージしたご

見栄えのする豪華な料理に変身してくれます。

ちそうメニューとして、トラフグを活用して

（これらの料理は、塾で作成したレシピ本の

欲しいという思いで考案しました。

中で紹介されていますので、是非チェックし

ご家庭では、料理屋さんのように切り身を

てみてください。）

刺身用に薄く切ることが難しいかもしれませ

人は一度刷り込まれた美味しいものは、ま
た食べたいという気持ちになります。その逆
に食べたことのないものを食べるというハー
ドルは高いと思いますので、養殖トラフグ日
本一の長崎の皆様に地産地消していただくた
めに、是非トラフグのおいしさを体験してい
ただき、消費拡大につながるよう、今後もお
手伝いできたらいいなぁと思っております。
（安野良恵）

トラフグバーガー

トラフグドッグ

トラフグのグラタン

トラフグのカルパッチョ

トラフグのリゾット
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長崎トラフグの普及について

長崎トラフグ応援隊に参加して

長崎トラフグ応援隊塾に参加・活動して、

塾長の熱心なリーダーシップと塾生のコミ

トラフグの養殖の実態、トラフグの解体（鮮

ュニケーションとの調和が図られ、楽しく活

魚から身欠き）、トラフグ料理の種類・レシピ、

動が出来て、有意義な塾でありました。

トラフグ料理の試食など、鮮魚からトラフグ

先ずは、塾生がトラフグを知ることを目的

料理を「食する」までの一連の流れに関わる

に養殖場の見学やトラフグ料理店での試食、

見識を深めつつ、トラフグ料理や試食の体験

身欠き加工所の視察、そして何よりも私は初

ができたことでトラフグに関する知識が深ま

めて体験した料理教室での材料や調理法は貴

りました。

重な体験で、家庭でも役に立っています。

トラフグ料理教室での調理体験
トラフグ料理教室での調理体験
長崎県のトラフグは全国の養殖・生産の過
半数を占めているにもかかわらず、その知名

これらのことを、
「おうちで食べたい長崎ト

度や消費量が少なく、またトラフグ料理店を

ラフグ料理」の冊子として、最後に発行でき

利用する機会が少なく、さらに家庭で料理・

たことも大きな成果だと感じております。

食するためにトラフグの販売店（購入先）が
ほとんど見当たらない。

コロナ禍において、活動内容が制約されま
したが、これまで以上に「水産県長崎、養殖

長崎トラフグ応援隊塾は、長崎のトラフグ

トラフグ日本一、美味しい幸せのトラフグ等」

の普及を目標とした活動を通して、広く市民

を料理体験・試食等を通して広く PR 活動を

にトラフグに関する知識を普及し、値段や購

展開し、時には家庭でトラフグを料理して食

入先などで手ごろな入手条件をクリアーして、

べてもらえるよう、今後も活動を継続し、新

豊かな消費生活を享受できるように、また長

たな活動・企画も展開できればと思っており

崎市・県の経済・生活の活性化のための一端

ます。

を担うような活動を推進していきたいと思っ
ています。

（岩永忠康）

この一年間、関係者には大変お世話になり、
ありがとうございました。
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（楠田幸雄）

市民協働にてトラフグ応援隊塾を支援する

の手応えを得る。
（アンケート及び動画を参照

個人的に「市民力」、「地域創生とはなんぞ

下さい。）

や！」を実践したく過去、伝習所の３つの塾
に参加。

【長崎トラフグ応援隊塾 来年度】

【トラフグ応援隊塾 参加きっかけ】

長崎市民への普及活動を「計画の再立案」、

１・毎年 1 つの長崎伝習所の新塾に参加。

「ツール再考」そして「市民活動連鎖」を用

２・長崎の新たな食文化の創生に興味。

いて実践したい。

【トラフグ応援隊塾での学び】
１・
（長崎が）国内：養殖生産トラフグ No1。

【長崎市市民力推進委員成果として】

長崎の県外出荷品であることを知る。

ひとつの活動で「市民力⇔市民力+「官」も

「下関でフグを食べた！」
（が、中身は長崎産）

しくは「企業」。三方よしを考察。

２・トラフグ流通の特異性を学ぶ。養殖の手

今回の活動では偶然も重なり、
「トラフグ応援

間（歯切り）調理方法（身欠き）取引（買い

隊塾」
「ながさき未来塾」
（市民力）
「鶴洋高校」

手強）

（官・教育）
「中崎水産」
（企業）がひとつの

食卓に上がらない（毒処理のため一般流通に

目標を共有。今までにない、伝習所塾のパタ

乗らない。）

ーンを作れたと思う。

【活動成果として】

（稗圃健史）

（コロナ禍で大きく変更の中）
１・調理教室が 2 回開催。
２・鶴洋高校への新メニュー支援活動。
（反省として）
調理会：参加者がほぼ関係者。
また、普及活動に挙げた「SNS 等にて情報発
信」については皆無。来期の重点課題と認識。
【個人的活動として】
市民活動で PDCA を回す。（「やって終わ
り」でなく、
「結果から検証し次回へ繋げる。」
）
今回の活動から「アンケート結果」と「県民
食として食卓に上がるか？」を検証対象。
私の「長崎市市民力推進委員」のレポートテ
ーマ「市民活動連鎖」と紐づけ。
具体的には２つの市民活動団体「ながさき
未来塾」及び「川に学ぼうかい大橋地区」の
学生メンバーに協力要請。
トラフグ料理に馴染みのない学生メンバーの
調理実施及び試食会を通じ、来年度の活動へ
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料理教室でのトラフグの鍋づくり

長崎トラフグ応援隊塾
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水産農林政策課

川上

幸宏

水産農林政策課

小田﨑

百合子

のもざき自然塾
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■ 塾の研究・活動内容 ■
活動形態は大きく２つにわけられる。
ひとつは、フィールドワーク。研究者は知
識を持つが常にフィールドに居ることはでき
ず、土地の人はフィールドをリアルタイムで
観察できるが、専門知識を持たない。ここを
塾長

山本

春菜

繋げ、地域住民は調査方法を学び、専門家へ

塾長

山本

春菜

情報提供しやすい体制をつくる。
もうひとつは、情報発信。主に調査研究に

■ 塾長コメント ■

協力した専門家を講師として招き、講演会、

活動 2 年目となる本年度は、コロナ禍の影

ワークショップ、インターネットなどをつか

響もあり、当初予定していた子ども向けのワ

った情報発信を行う。ただし、野生動物がい

ークショップや講演会など参加型の企画を開

つ・どこで見られるという情報公開は、マニ

催せずに終わった。しかしその中でも個々人

アによる乱獲や、撮影目的のカメラマンによ

によるフィールドワーク、専門家への研究協

る生息地荒らし、地域住民とのトラブルなど

力を続けることができたのは、塾生のほとん

のリスクも伴う。どの情報をどこまで公開す

どが地域住民で構成されている強みだと思う。

るかは、慎重に検討している。

特に、外部の研究者が移動を規制されていた
時期でも、昨年の経験を活かして情報を記

■ 塾活動の成果 ■

録・提供できたことは大きな収穫だった。

本年度はほとんどがフィールドワークと研

本年度も新たな発見や展開があった。この
動きを来年度へ発展させていきたい。

究者の調査協力で終わった。本年度中に制作
予定だった、野母崎の身近な魚介類とその地
方名等を記載する図鑑「のもざきお魚図鑑」

■ 塾の目的 ■

は、聞き取り調査の不足により来年度完成に

野母崎は、長崎半島の端、長崎県の西南端

持ち越しとなった。図鑑のための魚の写真は、

に位置する。海棲動物、渡り鳥、昆虫、化石、

本年度だけで 100 種近く撮影された。まだ

岩石など、特異で多様な様態が見られる、ま

記録できていない魚も多くある。この土地で

さに生きた博物館のような土地である。実際

みられる海水魚とその地方名の豊かさには驚

に、さまざまな分野の研究者がフィールドワ

くばかりだ。

ークに訪れ、水族館への展示協力も多い。

また、ニホンアカガエルの産卵を確認でき

しかし、そのことをほとんどの地域住民が

たことは大きな収穫だった。長崎市では近年

知らずにいる。専門家の知見を地域住民に還

減少傾向にあるカエルで、野母崎では 2009

元し、地域の人が環境や自然のことを理解し、

年以来確認されていなかった。小さな子でも

どうやって保全あるいは活用していくか考え

容易に卵の観察が行える場所が産卵場なので、

る場として、この塾をつくった。

次シーズンは、子ども参加型の観察会を開催

－ 38 －

したいと考えている。
海ゴミ・釣り人のポイ捨て問題に関しては、
副塾長が積極的に活動した。これまではただ
ゴミを拾うだけだったが、そもそもゴミを捨
てないためにはどうしたらいいのか、という
問題に踏み込んで、来年度は活動を広げてい
く予定だ。

調査、保全、ゴミ問題、これらは独立した
ものではなく、相互に密接に関係している。
全ての芯には、我々人間が自然環境に対して
どう関わっていくべきか？という問いがある。
とても難しい問題で、知れば知るほど悩みは
深くなるが、子どもたち、その先の子たちの
世代も、今わたしたちが当たり前に見て・食
べている生きものがいる世界であってほしい。
そうあるための活動を模索していきたい。
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のもざき自然塾 活動記録
日

時

場

所

内

容

令和 2 年
7 月 28 日(火)

きまま焙煎所

8月

野母崎地区内

定例会。ほか、海岸清掃数回。
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー
トに記録。
塾生各々でフィールドワーク。塾生各々でフィール

9月

野母崎地区内

ドワーク。グループ LINE のノートに記録。魚名を調
査し資料制作。

10 月 3 日(土)

野母の海岸

10 月

野母崎地区内

11 月

野母崎地区内

12 月

野母崎地区内

12 月 5 日(土)

長崎県庁ロビー

「山から海までプラスチックごみ掃討大作戦」協力。
野母の権先の浜清掃。
ボラ研究者へ検体提供協力。塾生各々でフィールド
ワーク。グループ LINE のノートに記録。
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー
トに記録。ボラ研究者の現地視察案内。
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー
トに記録。
ながさきエコライフ・フェスタ出展

令和 3 年
1月

野母崎地区内

塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー
トに記録。キツネに似た足跡確認。
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー

2月

野母崎地区内

トに記録。ニホンアカガエルの産卵確認。魚名を調
査及びまとめ

3 月 28 日（日） YouTube

長崎伝習所まつり動画公開
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【フィールドワーク】

られる。

本年度、特徴的だったのは渡り鳥の様子が
例年と違っていたこと。カツオドリやカモメ
などの海鳥がほぼ渡ってこず、地域の方も「こ
の数十年で初めてのこと」と言っていた。環
境の変化か、渡ってくる群れが変わったのか、
可能性はいくつもあるが推測の域をでない。
こうした「例年と違う」ことが明確にわかる
のは、日々の記録との比較があってこそだ。
調査と記録の重要性を実感した。
標準和名：ブダイ
野母、脇岬、樺島ではオーガン。雄（緑みが

■魚名調査・図鑑制作
図鑑用の魚の撮影は約 100 種完了。図鑑

強い）をオガン、雌（赤みが強い）をメガン、

に用いるものは、身近な魚と危険生物を 20

モハンとも。高浜・野々串の高齢の方はハン

種～50 種ほど選定予定。この図鑑制作と関

タジュー、50 代以下はオーガンと呼ぶ。湯

連して、専門家への調査協力として、シーボ

引きやフライで食べられる。

ルトが魚名を採録したものを中心に 188 種
の魚の地方名調査を行う。野母、高浜、脇岬、
樺島の 4 地区でそれぞれ漁業者（定置網、刺
し網、延縄、巻網、一本釣り）を中心に聞き
取りをした。その一例を以下に紹介する。

標準和名：カワハギ
高浜でカワハンギィ、野母でヒーランギャー、
脇岬でヒーランチャー、ヒーランギャー、樺
島でシーランギャー、シーラッポ。
カワハギは非常に地方名が多く、野母崎でも
標準和名：アイゴ

地区ごとに呼び名が異なった。食用で好まれ、

野母崎では 4 地区共通で、ヤー、ヤーノイオ、

比較的高値安定で人気がある魚。。

など。脇岬はさらになまってヤーネオ。
磯臭い魚の代表とされ、
「しょんべんしかぶり
やーのいお」という悪口がある。焼切り（や
っぎり、焼霜造りのこと）や干物にして食べ
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標準和名：オハグロベラ
野母でカンシー（黄色いのをキナカンシー、
黒いのをクロガンシー）
。樺島でカンシチ・ム
ギワラカンシチ（雌 or 夏季にとれるもの）。
脇岬でドーチュー（赤いのをアカドーチュ
ー・黒いのをクロドーチュー）。高浜の漁師は
「みたことがない」とのこと。名前がついて
いる地区ではいずれも「藻場にいる魚で、昔
はアラカブ釣りにいったらこればかり釣れた。
標準和名：アカハタ

最近は見ない」という声があった。

野母、高浜でアカハタ。樺島、脇岬でアカジ

この 20 年内で、野母崎は大規模な磯焼け

ョ（赤女）。

にみまわれ、藻場の消失が著しい。藻場が失

ここ 15～20 年ほどで急激に数が増えた、と

われ、そこに生息する生物が失われると、上

どの漁師も言う。野母崎の海の生態が変わっ

に記したような生物の名前や漁法といった人

ていることを象徴する魚のひとつ。白身で、

の文化もまた失われるのだと、痛感する例だ

どんな調理法にも合う。

った。

コロナの影響で満足な聞き取りができたと
は言えないが、それでも地区ごとの違いを可
視化することで想像以上の収穫となった。次
年度は、別種の魚も含めて聞き取りを強化し、
図鑑化にこぎつけたい。

標準和名：ニザダイ
野母でサンノジ、ウシ、高浜でコーブリ、コ
ーブリー、脇岬でサンコベ、樺島でサンノジ。
「サンノジ」
「ウシ」は長崎魚市で使われる名
前で、野母崎の漁業者にも長崎魚市での呼称
がだいぶ浸透している。聞き取りの最中何度
か「今はもう魚市の名で呼ぶから思い出せん。
もっと別の呼び名があった気がする」という
場面があった。漁業者が残って居ても、地区
で昔から使われてきた名前は消えることがあ
る。
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■ニホンアカガエル

■アオウミガメ

野母崎地区では、2009 年以来の産卵を確

NPO 法人日本ウミガメ協議会に「漂着・混

認。これまでに確認している産卵場所は、野

獲アンケート」を提出。2020 年 1 月～2021

母で 3 か所、脇岬で 1 か所。野母では、煮干

年３月までの記録は以下の通り。

し加工場跡地に放置されたプラスチック容器
の中に多くの卵とオタマジャクシがみられた。

混獲（生）…14 頭

環境に適応して生き繋ぐたくましさを感じる。

混獲（死）…３頭
死亡漂着…4 頭

上記の混獲のうち混獲（生）は定置網で、カ
メはすべて生きた状態で海に帰されている。
混獲（死）は刺網。死亡漂着は死んで打ちあ
がったもので、死因は不明。死亡漂着してい
るものは、甲長 60 ㎝以下の小さな個体が多
い。
この記録は塾生がとったもののみなので、
実態はより多くのアオウミガメが混獲、死亡
漂着していると思われる。
ニホンアカガエルは舗装や圃場整備などで

また混獲死亡個体のうち 2 頭は長崎ペンギ

産卵場所が減少しているので、次シーズンは

ン水族館で解剖、胃内容物調査を行った。若

子どもたちとともに産卵場づくりからオタマ

干のプラスチック片はあるものの、ほとんど

ジャクシの観察までかけた観察会を開きたい。

は海藻だった。2019 年も同様の解剖を行っ
たが、結果はほぼ同じだった。

■アカウミガメ
高浜・脇岬で上陸産卵の可能性があると思わ

■カツオドリ

れたが、2020 年は上陸しなかった。

樺島の白戸の穴付近に、例年、10 月～4
月にかけて 200 羽ほどが飛来する。
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しかし 2020 年は 12 月中旬～2 月中旬に
数十羽程度と、例年にない記録だった。観察
の船を出してくれる船長は「30 年近く見て
きてこんなことは初めて」とのこと。高浜・
野母側では、採餌の様子もほとんど見られな
かった。
いっぽう、対岸の天草の瀬や熊本港では、
10 月と 12 月にそれぞれ 100 羽以上集団で
休息している様子が確認されている。
■アサギマダラ
弁天山での幼虫越冬を確認。順調にいけば、
4 月以降に羽化する。

■ホンドギツネ
脇岬で目撃情報が複数あり、地域の方のドラ

■キイレツチトリモチ

イブレコーダーに姿が写っていた。2021 年

2020 年 12 月に開花を確認。

1 月の大雪の日に足跡調査を行ったところ、
樺島にキツネのものによく似た足跡があった。

■その他
その他、希少生物の繁殖等も記録している。

今後、トレイルカメラ（センサーカメラ）な
どを使って調査予定。

地域の方に、その貴重性を知ってもらいたい
が、乱獲のリスクを考えると簡単には公にで
きず、非常に難しい。
大学や博物館の研究協力も複数行っている。
論文が公開されたら順次告知予定。
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■ 塾生の感想 ■

店やいろいろの有志の団体がゴミを拾う活動
をしてくれている。この活動が一過性のもの
にならないよう、沖縄県で活動しているプロ
ジェクトマナティと協力しながら活動してい
くことがつい先ほど決まったところだ。
今後は、のもざき自然塾の活動の一つとし
て野母崎のフィールドワークを交えた環境教
育にも取り組んでいきたい。個人で取り組む
こと、団体として取り組むこと、行政や企業
と取り組むこと。野母崎に住んでいる人、野

【ゴミ問題について】

母崎を訪れる人。さまざまな立場の人といろ

海辺のまち野母崎に移住して 9 年が経つ。
海辺のゴミと向き合って 9 年が経つというこ

いろなアプローチで今後も海辺のゴミ拾いと
向き合っていきたいと思う。

とにもなる。はじめは海岸に流れ着く漂着物
を手当たり次第に拾っていたが、自然物と人
工物で分けられ、海藻などは海のミネラルと
して循環するのでそのままにしておくことを
知る。そのうちにゴミ拾いをしていた砂浜で
ウミガメが産卵していることを知るとともに、
ウミガメ以外にもたくさんの海洋生物や鳥た
ちの暮らしが野母崎にあるのだということを
知るようになった。
のもざき自然塾はまさにそのような流れの
中で行き着いた場所だった。塾長である山本
さんを通じ、水族館の職員や大学の研究者な
ど自然を専門に調査、研究している人達の活
動を知った。野母崎という土地に住んでいな
がら知らないことばかりだった。海辺のゴミ
をなんとなく拾うことが、野母崎で暮らす生
き物の暮らしに直結していくということを痛
感した。
昨年から続くコロナ禍での釣りブームに比
例して、野母崎の釣りゴミ問題が増えた。
SNS での発信から新聞やテレビなどのメデ
ィアにつながった。今では個人の釣り人たち
がゴミを意識するようになった。また、釣具
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副塾長 菅原真希

のもざき自然塾
塾長

山本

春菜

1

岡本

勇一

21

41

2

小川

隆

22

42

3

木村

智美

23

43

4

古賀

哲郎

24

44

5

菅原

洋樹

25

45

6

菅原

真希

26

46

7

三浦

凡夫

27

47

8

峰

隆一

28

48

9

山崎

聡

29

49

10

吉田

太郎

30

50

11

31

51

12

32

52

13

33

53

14

34

54

15

35

55

16

36

56

17

37

57

18

38

58

19

39

59

20

40

事務局員

－ 46 －

野母崎地域センター

山口

和美
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ます。また、若い塾生の中には、現在の教育
への疑問や変えていきたいという思いもあり、
そうした思いを大人たちが聞き、それらを実
現させていくという良い関係も継続していき
たいと考えています。

■ 塾の目的 ■
中学生、高校生、大学生は、想像以上に長
塾長

野口

崎のまちの未来のことを考えています。

美砂子

塾活動を通して、これからの社会を創り上
げていく子どもたちの、社会につながるきっ

■ 塾長コメント ■
私たちは長崎の未来がどのようになるのか

かけをつくりたいと考えています。

想像はできたとしても、実は誰も知らないの

長崎市の課題について、若者たちは「どう

です。ただ、現在（いま）を生きている私た

すれば解決できるか」といった議論も交わし

ちが、どのような意識で行動していくかで未

ます。その声を多くの市民に届けるため、そ

来の姿を創り出していくことは事実です。

して、実現させるため、若者と大人が一緒に

この社会が持続していくかどうかは、これ
からの私たちの生き方、考え方、暮らし方の

活動していく機会をつくることが必要である
と感じています。
自分たちの未来は自分たちで創造すること

選択で違ってくるのかもしれません。できれ
ば持続可能な社会であってほしいと願う中で、

を前提に、若者たちの、あるいは大人の塾生

その鍵を持っているのは「次の世代を担う」

の「社会参画」を促すことを目的としていま

いや、「未来の創り手」となる子どもたちで

す。

はないのでしょうか。
子どもたちのつぶやき、子どもたちの未来

■ 塾の研究・活動内容 ■

構想に耳を傾けると、とても明るい長崎の未

「長崎の現在（いま）を知り、長崎の未来

来が想像できます。そして子どもたちのアイ

について考えて行動すること」を主なテーマ

デアを実現に向けた取り組みとして開催した

としています。
「ながさき未来塾」の塾生は約６０名です。

のが「ながさき未来塾」です。
昨年度、まちづくりについて講師の話を聞

その塾生の約７５％が高校生など（中学生や

き、アンケート調査や現地調査を行い、話し

大学生もいます）の若者たちであり、この塾

合いを繰り返す中で、高校生を中心とした若

の中心は若者たちであると言うこともできま

い塾生の中に、長崎のまちで「人と人との新

す。

しいつながりの形をつくりたい」というアイ

この、長崎の未来を担う若者たちが、「な

デアや熱意が生まれてきました。この取組を

がさき未来塾」の活動を通して、「よりよい

継続することで、「長崎の未来を担う」若者

社会・未来づくりに参加しよう」という意識

たちのさらなる資質・能力の向上が見込まれ

を向上させたり、そのために必要な力を身に

－ 48 －

付けたりすることができるようにすることが、

⑤「理想の学校」についての協議

残り２５％の大人の塾生の願いでもあります。

・若者が考える「理想の学校」

若者の意識を向上させるために、この塾では、

・大人が考える「理想の学校」

大人の塾生がサポートしながら、若者たちに、

⑥「まちづくり」についての講演

自分たちのアイデアが（その一部でも）実現

・ 白 川勝 信氏 に よる 講演 「 芸北 せど や ま

する経験をさせようと考えています。

再生事業と地域活性の取組み」

新型コロナ感染拡大予防のため、予定して

⑦伝習所の塾同士のつながり

いたこと、やりたかったことが実現できなか

・長崎トラフグ応援隊塾とのコラボ

ったものもありますが、２年目の「ながさき
未来塾」の活動をおおまかに示すと、

以上のようになります。
以上の活動の中で、私たち塾生が学んだこと、

① 昨年度の活動内容を振り返り、今年度

気づいたこと、考えたこと、新しいアイデア

の活動予定について確認。

などについて、今後、多くの市民の方にお伝

・地元商店街とのコラボレーション。

えし、一緒に活動する仲間を増やしていきた

・長崎に関するアンケート調査

いと考えています。

→どちらもコロナ禍の影響により実施
■ 塾 活 動 の 成 果 (概 要 ) ■

できず。

塾活動２年目の今年度の成果は大きく３つ

② 若者による企画のプレゼンテーションお

あります。

よび実践。
・コミュニティ（共通する興味を持つ

一つ目は、「コミュニティづくり」と「コ

者同士が様々な意見交換を行う場

ワーキングスペースの実施」という若者たち

所）づくり

のアイデアを、大人との協働で実施できたこ
と、それによって、若者たちの、未来の長崎

・コワーキングスペースの実施
→どちらもシビックホールを会場に実

のまちづくりの担い手としての意識が向上し
たことです。

施した。
→ここで「教育」についての話題が出

二つ目は、今年度、ながさき未来塾では、

て、若者が理想の学校を考えるきっ

４回の講演・講座を行いましたが、それによ

かけになった。

って、塾生に、まちづくりの新しい知識や考

③「教育」についての講演

え方が身に付いたことです。講演・講座にお

・野口塾長による講演

ける学びは、塾生の活動の推進力にもなりま

「江戸時代の段階的養育法」

す。
三つ目は、長崎伝習所の他の塾とつながり、

④世代を超えたコミュニケーション
・塾生（濵田君・高３）による発表と

協働して活動することができたことです。塾
生にとって、新たな活動の場や、新たな活動

協議「生徒会活動について」
・城尾忠明氏・城尾多満子氏による発
表と協議「ながさき未来塾の今後を

のアイデアが生まれるきっかけとなったこと
も大きな成果であると考えています。

考える」
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ながさき未来塾 活動記録
日

時

場

所

内

容

令和 2 年
6 月 27 日（土） シビックホール

第１回塾会（役割決め、今年度活動内容について）

7 月 11 日（土） シビックホール

塾生のプレゼンテーション

7 月 25 日（土） シビックホール

講話「江戸時代の教育から幼児の段階的養育法」

8 月 8 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

話し合い「コワーキングスペースについて」

8 月 22 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

「長崎トラフグ応援隊塾」との交流について

9 月 13 日（日） シビックホール・ＺＯＯＭ

「コワーキングスペース」実施準備

9 月22 日
（火・祝） シビックホール

「コワーキングスペース」開催

9 月 26 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

「コワーキングスペース」の振り返り

10 月 10 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

今後の活動「魅力的な学校・新しいカタチの学校」

10 月 24 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

話し合い「理想の学校（校則）について」

11 月 14 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

ＧＯＴＯ商店街「築町・江戸町・銅座町」マップ

11 月 22 日（日） シビックホール・ＺＯＯＭ

講話「長崎のまちを様々な角度から」（城尾氏）

12 月 5 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

講話・話し合い「高校生の生徒会のはなし」
（濵田君）

12 月 12 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

トラフグ試食・理想の学校・伝習所リノベーション

12 月 27 日（日） シビックホール・ＺＯＯＭ

伝習所まつりについて・理想の学校

令和 3 年
1 月 9 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

伝習所まつり、理想の学校について

1 月 17 日（日） シビックホール・ＺＯＯＭ

伝習所まつり、理想の学校について

1 月 23 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

伝習所まつり、理想の学校について

2 月 7 日（日） シビックホール・ＺＯＯＭ

動画作成、理想の学校について

2 月 13 日（土） シビックホール・ＺＯＯＭ

講演「芸北せどやま再生事業」（白川勝信氏）

2 月 21 日（日） シビックホール・ＺＯＯＭ

講演振り返り・動画・報告書について

2 月 28 日（日） シビックホール・ＺＯＯＭ

動画・報告書作成

3月

シビックホール・ＺＯＯＭ

3 月 28 日（日） YouTube

今年度の活動の振り返り
長崎伝習所まつり動画公開
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Ⅰ

活動企画プレゼンテーション

Ⅱ

「教育」についての講座とコミュニティ
の実施

１．実施内容
○日時 令和 2 年 7 月 11 日（土）

１．実施内容

○場所 長崎シビックホール

○日時 令和２年７月 25 日（土）

○参加者 24 名

○場所 長崎シビックホール

○内容 ３名の塾生から企画の提案

○対象 誰でも！！(参加 17 名)
①

案1

コミュニティづくり

講座「江戸時代の段階的養育法」

○講師 野口塾長

※コミュニティとは、共通する興味を持
つ者同士が様々な意見交換を行う場の
こと

○江戸の「講」をベースにブレーンスト
ーミング方式で講座。
《稚児の段階的養育法》

○全員で共通のテーマを学び、考えを共
有する。

・三つの心 ・六つの躾
・九つの言葉 ・十二文
・十五理
② コミュニティの実施
○講座のあと、「教育」についてのコミ
ュニティを実施。
○全員で共通のテーマを学び、周りの人
と考えを共有。
→ 自分を成長させる。

案2

コワーキングスペース

○コミュニティの形成
○学生が様々な用途で使いやすい場所を
つくる

案3

塾熟プロジェクト（仮称）

○ながさき未来塾とトラフグ応援隊塾と
のコラボ
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Ⅲ

Ⅳ 世代を超えたコミュニケーション

コワーキングスペースの実施

１．城尾忠明氏・城尾多満子氏による講話と

１．実施内容

協議「ながさき未来塾の今後を考える」

○日時 令和 2 年 9 月 22 日

○日時 令和２年 11 月 22 日（日）

（火・祝日）
○場所 長崎シビックホール

○場所 長崎シビックホール＆Zoom

○対象 中学生以上

○参加 塾生 20 名

○利用料金 300 円

○内容

面白いまちづくりをしてきた

城尾さん夫妻の話をもとにまちづく

（お菓子・ドリンク代）

りについて協議する。

○運営スタッフ（塾生）高校生 5 名
○運営補助（塾生） 大人 3 名
２．利用者
○利用者 高校生 7 名
３．実施に向けて
○検討事項（利用時のルール・利用料金・
レイアウト・新型コロナウイルス感染
症予防対策・中止基準についてなど）
○大学生と高校生を中心に準備、大人も
サポート。

２．塾生（濵田和史君・高校生）による発表

○今回は試験的に実施、小規模での開催
とする。

「生徒会活動」と協議
○日時 令和 2 年 12 月５日（土）

○利用の周知は、ＳＮＳを利用。

○場所 長崎シビックホール＆Zoom

○利用料金は、お菓子やドリンク代とし

○参加 塾生 20 名

て使用。

○内容

生徒会活動の現状とこれか

らについて考え、若者が主体的にな
るためにはどうすればいいか議論。
○目的 中学・高校と生徒会で活動し
た濵田君が活動をとおして学んだこ
とを伝え、参加者と「生徒会活動」
というコミュニティについて意見を
共有する。
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Ⅴ 「理想の学校」についての協議

Ⅶ 伝習所の塾同士のつながり

○日時 令和 2 年度（その都度）

○長崎トラフグ応援隊塾とのコラボ

○場所 長崎シビックホール＆Zoom

レーション

○参加 参加できる塾生

①塾生がトラフグアンケートに協力

○内容 主に Zoom を活用して、若者、

②塾生がトラフグ試食会に参加

大人それぞれのグループで「理想の学

・令和 2 年 12 月 6 日（日）

校」について協議した。

・塾生 6 名参加
③塾生がトラフグ試食会に参加し
「長崎の食卓にトラフグは上がる
か」をテーマにディスカッションを
行った。
・令和 3 年 2 月 23 日（火・祝）
・塾生 6 名参加

Ⅵ 「まちづくり」についての講演
○日時 令和 3 年 2 月 13 日（土）
○場所 長崎シビックホール＆Zoom
○参加 運営メンバー以外は Zoomで。
20 名参加
目

的

○芸北せどやま再生事業の紹介と、地
域活性の取組みについての共有。長
崎での地域活性化のヒントを得る。
○「理想の学校」との結びつきを考え
る。
○「長崎市の経済循環マップ」づくり
の参考にする。
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■ 活動の成果と提言

■

スライド②

令和２年度の活動の振り返りを、高校生の
塾生、濵田和史君が中心となって、スライ
ドにまとめました。そのスライドの内容を
示しながら、活動の成果と提言について説
明します。

１

重要」という考えを共有し、若者の代表者

活動の成果

が「コミュニティ（共通する興味を持つ
活動の成果については、これから、活動
の内容ごとに説明をします。感染拡大が心
配される中、Zoom を活用して話し合いを
するなど工夫をしながら活動を進めまし

者同士が様々な意見交換を行う場）づく
り」と「コワーキングスペース」の２つ
の 企画についてプレゼンテーションを行
い、前述の活動の記録のとおり大人の塾生
も協力しながら準備をすすめて実施しま

た。

した。
「コミュニティ」および「コワーキング

① 若者のアイデアの実現

スペース」を実施したあとの、振り返りで
まず、一つ目の大きな成果は、コロナ禍
でもできることを若者が考え、プレゼンテ
ーションしたアイデアを、大人と一緒にな

出た若者と大人の意見の一部を紹介する
と、
○若い世代が「場」を求めている事を実感
した。

って実現することができたことです。
スライド①

○世代を超え、多様な考え方を知ることに
よって新たな価値観が生まれた。
○「コワーキングスペース」を実施して良
かった。利用者はシビックホールの雰囲
気の良さを実感していた。利用できなか
った高校生から、また開催してほしいと

スライド①のように、今年度は、地域商
店街とのコラボレーションを実施する計
画でしたが、新型コロナウイルス感染予防
のため活動内容を変更せざるを得ない状
況となりました。そのような中でも、若者
達は立ち止まらず、自分たちにできること
について話し合いを重ねました。
そこでスライド②のように、
「地域活性に
はコミュニティのちから・団結が何よりも
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いう声をかけられた。
○定期的に開催できるようにしたい。場所
もシビックホール以外、商店街にも広げ
たい。
〇今後は、学生のニーズに応える「長崎」
について考える場にしたい。
○宣伝方法の工夫が必要。シビックホール
の良さや雰囲気が伝わるように画像で見
せた方が良い。

○コロナ禍でもあるので、実際に集まらな

② 「理想の学校」について考える

くても、デジタルで仮想シビックホール
（あつシビ（仮称））のような取組も、
「場
の提供」の一つになるのでは。

①の「教育」についてのコミュニティは、
そのあと、若者たちが「理想の学校」につ

○「コワーキングスペースの開催時期は、

いて考えるきっかけにもなりました。

今ではないのでは？」と提言していたメ

若者たちは、Zoom を「コミュニティ」の

ンバーも安心して取り組めるように、今

場に設定して話し合いを重ねました。

回の結果から「安全に開催する」には何

まだ、「提言」するまではまとまってい

が有効だったか、どんな課題があるかを

ませんが、現在の話し合いの状況をまとめ

しっかりとクリアしてほしい。

たのが下のスライド④⑤になります。

○準備をはじめ、段取りとその共有は重要。

スライド④

○運営方法も、まだまだ検討を重ねる必要
あり。
というものでした。
スライド③

スライド⑤

若者たちから「やってみて良かった」
「ま
た実施したい」「コワーキングスペースを
（今年度できなかった）商店街でしてみて
はどうか」「今後は、学生のニーズに応え

スライドのとおり、若者と大人それぞ

る「長崎」について考える場にしたい」と

れで話し合いをして、話題となった内容

いう前向きな意見が多くでました。若者た

の共通点や相違点などを確認したところ

ちの「担い手」としての意識が向上してい

です。

ました。

話し合いをする中で、
「理想の学校」は

コロナ禍で、１回のみの開催となりまし

「未来のながさきのまちづくり」と深く

たが、若者が考えたアイデアを、大人が協

繋がっていることに気付きました。これ

力して実現すること、そのものが、これか

から「未来のながさきのまちづくり」に

らの長崎を担う人の育成につながること

ついて「理想の学校」とあわせて考えて

を実感しました。

いきます。
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③

講演・講座などの学びを生かして

めて感じた。行政の中に、情熱をもってい
る人がいるというのがとても大事。

令和２年度は、「江戸時代の段階的養育

○印象に残ったキーワードが多くあった。

法」
（野口塾長）、
「生徒会について」
（塾生・

『フィールドミュージアムという捉え方/

濵田君）、「ながさき未来塾の今後を考え

「がちがち」の方針ではなく「なんとなく」

る」（城尾忠明氏・多満子氏）、「芸北せど

という捉え方で/できなかったら変えてい

やま再生事業」（白川勝信氏）の４つの講

けば良い/本気になってくれる人が三人集

演・講座を実施しました。

まれば活動を始めることができる』など。
○「地域の資源」を使って生きる力を育て

スライド⑥

ることが重要。長崎の歴史のよさが伝わる
地域づくりが必要だと感じた。子どもが経
験から学ぶ課程に、大人もコミュニティの
一員として加わる姿勢も大事だと感じた。
○「地域の困った」を仕事にする。やるべ
きだと思うこと、やりたいことは日中の時

講演・講座の振り返りでは、

間を使って実行するのが時間の使い方と

（世代を超えたコミュニケーション）
○若いころの様々な出来事も話された城尾
さん夫妻。学校のことチャレンジすること
の難しさなど意見を出し合うことができ
た。
○まちづくりについて知り、わくわくする
ことの大切さを感じた。
○生徒会活動をする生徒に対して、教師の
サポートの必要性を認識。
○今後は、様々な学校の生徒会活動を知り、
若者は何ができるのか話し合う。

して王道。本当に重要なことは、無償のボ
ランティア⇒お金を生み出す仕事へシフ
トできないか探っていきたい。
という意見が出ていました。
振り返りの内容からも見えてきますが、講
演・講座の成果として、新しい知識や考え
方を塾生が学ぶことによって、自分自身が
「長崎の未来の担い手」であるという意識
が強くなったというところがあります。講
師の話を聞いて「長崎で何ができるのか」
を塾生は真剣に考えていました。

（芸北せどやま再生事業）
○体験の中で、子どもの未知が知になった。
子どもにそのような機会を与えることが
大切だと思った。
○「ともに考え、ともに動く」という言葉
のとおり、一緒に考えて動くチカラの大切
さを感じた。
○白川氏自身が公務員であるというのを聞
き、やはり行政のチカラは大きいとあらた
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講演・講座における学びは、塾生の活動の
推進力にもなります。
白川氏の講演は、芸北せどやま再生事業が、
学校も含めた事業であったこと、簡単な地
域の経済循環マップが示されていたことか
ら、今後、
「理想の学校」について考えをま
とめたり、長崎市の「経済循環マップ」づ
くりをしたりする上で、参考となるもので
もありました。

④他塾との横のつながり

２

ながさき未来塾の提言

スライド⑦

スライド⑩

スライド⑧

スライド⑪

スライド⑫

スライド⑨

スライド⑩のとおり、ながさき未来塾で

スライド⑦・⑧のとおり、ながさき未来
塾と長崎トラフグ応援隊塾のつながりが、

実践した、若者たちのアイデアを大人と

ながさき未来塾の塾生に鶴洋高校の生徒

の協働によって実現させる取組は、長崎

や先生がいたことから、鶴洋高校も含め

の未来を担う若者のまちづくりに参加す

たつながりへと広がりました。

る意識を向上させます。

伝習所の塾同士がつながることができ

それをスライド⑪・⑫のように、「長崎

たこと自体が成果であると言えると思い

市や地域でも実現しよう」というのが、

ますが、そのつながりが広がったことや、

私たちの提言です。
そうすることにより、多くの若者たちの、

塾同士が協働して、塾生の活躍の場が生
まれたり、新たな活動のアイデアが生ま

未来の長崎のまちづくりの担い手として

れたりしていることも、大きな成果であ

の意識が向上し、より多くの担い手のチ

ると考えています。

カラで、よりよい長崎市を目指すことが
できるはずです。

ながさき未来塾では、スライド⑨のとお
り、新たなつながりを生み出そうとして
います。
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■ 塾生の感想・コメント

■
○

○

一番の収穫は，今年度の難しい局面

2020 年度の活動を通して私は、楽

であっても、若者や塾生のアイディア

しく精一杯がんばったやりがいを感じ

を小さな一歩であったとしてもカタチ

ています。コミュニティという活動を

にできたことでした。

やってみたり、いろんな人の話を聞い

もどかしさを感じるときもありまし

たり…大変なこともありましたが、や

たが，後ろ向きにならず、未来に向か

りたいことができて良かったです。人

って試行錯誤する時間を共有できた一

と人との繋がりが大切だと改めて感じ

年でした。

た今年度。今だからこそコミュニティ、

また、経験値を持った方々を招いて

長崎、教育、日本を考える必要がある

の講演を開催できたことも新たな視点

と思います。

を与えられる機会になりました。

来年度から東京でリモート参加予定

今後，この協働的な活動をどこと手

です。場所は違うからこそ、自分ので

をつないで広げていけるのか、みなさ

きることをやってさらに楽しみたいと

んと考えていければと思います。

思います。他の塾生のみなさんと協力

また、塾内の話し合いで，「尊異論」

しながらがんばります！

（互いの異なる意見を認め合う）とい

今年度皆さまお疲れ様でした。来年

う考え方に出逢ったことは、高校生に

度もよろしくお願いします。

とって、
「多様性」に関わる実践につな
がったようです。

○

コロナ禍ということで、直接的に顔
を合わせて取り組むということが少な
かったのが残念でしたが、そんな中で
も、どのような取り組みができるの
か？

何が求められているのか？

を

考え行動しようとする学生さん達にパ
ワーをもらいました。
Zoom でのミーティングなども、新
しい生活様式に合った取り組みとして
経験に繋がっていると感じます。

○

今年はコロナ禍ということで、新し
い生活様式での取り組みで Zoom での

風の時代に相応しく、制限ある中で
も前に向かって柔軟に取り組まれてい
たという印象を受けました✨

参加で直接的に顔を見ての参加はでき
ませんでしたが、みなさんの前向きな
パワーを感じながら参加でき、繋がり

コロナも落ち着きつつあるので、ま
た新たに皆が元気になれる取り組みが
できたらと思っています！
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を感じました。
講演会では、これからの長崎の資源

を活かす取り組みなどヒントになるキ

○

参加者それぞれが長崎を良くしてい

ーワードが高校生の心を動かしたので

こうという強い意志を持っているのが

はないかと大人組として期待していま

わかり、負けてられないなと思いまし

す。来年度更にコロナ禍が落ち着きみ

た。よろしくお願いします。

なさんと顔を合わせて参加できること
を願っています。ありがとうございま

○

した。

今年は若い世代の活躍が目覚ましく、
活発な意見交換や主体的な行動が見ら
れて素晴らしいと感じました。

○

コロナ禍の中、臨機応変の共有の形

横の繋がりについてはコロナの状況

と「コワーキングスペース」、
「理想の

下でなかなか難しい面もありましたが、

学校」、少しずつ形になったのは塾活

トラフグ応援隊塾との交流や他の県で

動 2 年目の成果です。来期は活動定

活動されている方々との zoom での交

着と新たな展開を期待致します。

流などもできました。世の中の状況に

個人活動では「長崎市市民力推進委

合わせて、形を変えながら活動が出来

員」である私の「塾熟プロジェット」

た一年だったと思います。

（トラフグ応援隊塾の応援）の応援を
副塾長へ依頼。クライアント目線でみ

○

教育の大切さを振り返り、今の教育

てほしいとの依頼に対して「様々なア

のあり方に疑問を持った年でした。大

イデア」出しは勿論、幅広い年齢層の

人とか子供とか関係なくできることを

会合においてもファシリテーターと

認め合い、いいことはシェアできたこ

しても活躍。「安心出来る相談者」で

とが、すごく楽しかったです。

ありました。結果は「長崎伝習所まつ
り」YouTube にて確認下さい。
また、今回の「活動」が新たな未来
塾の事業として成立する手応えを得
ました。
長い「伝習所塾活動」でも、この活
動は特筆すべき事項であり、支援頂い
た未来塾の皆様にも感謝致します。来
期も宜しくお願い致します。

－ 59 －

ながさき未来塾
塾長

野口

1

有谷

2

井家上

3

美砂子
信之介

21

小林

英稔

41

林

知花

22

酒井

亜架利

42

稗圃

史晃

池田

恭士朗

23

坂田

絵美

43

深堀

由倫香

4

石橋

由衣

24

柴田

奈々子

44

福丸

敬太

5

一ノ瀬

蓮優康

25

下田

真太郎

45

布志木

美名

6

井手口

萌

26

苑田

菜々子

46

寶子山

海

7

浦上

一也

27

高木

京子

47

本田 礼人

8

浦川

瑠那

28

髙濵

真理

48

本田

圭子

9

尾上

大和

29

田代

雅美

49

増田

和美

10

笠松

廉

30

谷川

有芽

50

水野

和美

11

亀井

尊

31

田原

拓朗

51

水野

環

12

川里

茉璃

32

富川

絵理華

52

宮崎

翔

13

川内

颯馬

33

中島

麗奈

53

宮村

真理

14

神崎

楓子

34

中野

聖子

54

保家

廉太郎

15

木村

菜々子

35

中村

和雅

55

山﨑

菜々子

16

久米

初

36

野村

ひかり

56

山﨑

美子

17

黒澤

美陽

37

橋田

ひろみ

57

18

古賀

凛華

38

馬場

海

58

19

小橋川

39

濱田

和史

59

20

小林

40

林

直美
晴日

春代
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事務局員

里咲

学校教育課
荒木 俊明

長崎・野母半島パワースポット発信塾

●東京発信●
長崎市南部を
紹介しています

－ 61 －

の仕事をされており、国内外で活躍されてい
る方ばかりで、軽く空いた時間に手伝ってね。
と、今思えば、なんと甘く考えていたかと思
います。これが…動いてみると結構ボリュー
ム満載でした。初年度は、長崎野母半島の全
体を紹介するパンフレットを作りました。週
末は、ほぼ国公立や大学の図書館通いで資料
や文献探し。東京から塾生も連れての帰省も、
ほぼ情報収集に協力依頼。多くのご縁があり

＊東急池袋物産展に南部から東京初出展の友人のお店

塾長

中村

奈美

協力を得てパンフレットができあがりました。

■ 塾長コメント ■

あまりにもパンフレットの評判が良く新聞や

私たちの塾は、東京を活動拠点としていま

ラジオで紹介されたり、県立図書館や九州国

す。メンバーは長崎出身や縁のあるかたを中

立博物館はじめ大学機関や県警など寄贈依頼

心に長崎の応援に有志が集い活動しています。

の声がかかるなど、これに気を良くして、２

長崎観光をするなら長崎市南部も含めてぐる

年目に続けました。 ＊ 深堀エビスさん笑顔にしてくれます

りと長崎半島の全部を知ってもらいたく、あ
えて「長崎・野母半島」と言い紹介していま
す。今年で 3 年目の活動となりました。
この３年間を振り返ると、本当に塾活動は
大変でしたが、それ以上に、とても楽しかっ

深堀に約８０体

たです。多くのことを学ぶことができ、多く

２年目は、観光資源と物産品の紹介に力を

のご縁、長崎との繋がりが一層深くなり、ま

いれ、イベント出展や、商品のプロモーショ

だ知りたいことや伝えたいことも増えました。

ンに取りかかることになり、とにかく多忙で

自分でもこの終わりのない探求心やモチベー

した。塾生の皆さんはじめ、長崎市東京事務

ションを意外に思っています。というのも、

所や関係機関の方々にもご協力いただき背中

初めて塾の立ち上げ申込みをした時は、本音

を押されながら、数多く長崎野母半島として

を言うと、こんなに活動が大がかりになると

露出することができました。後半になると、

は思っていませんでした。東京から長崎を見

興味をもっていただいた JR や有名企業より

ると全く知られていないままの歴史や面白い

声をかけてもらうことが増えたおかげで、手

エピソードのあるスポットが多くあり勿体な

探りの塾活動ではありましたが、私たちなり

く、それらを紹介して半島全域で興味を持っ

に東京塾は少し期待もされているのかなと、

てもらい、人の往来が増えるようになれば、

嬉しく実感できることも増え、自信もつきま

地元も活気づくのでは。と思いました。そこ

した。
それならば、実際に長崎・野母半島へ行っ

でただ願うだけではなく実際に動いてみよう
かな。と手を挙げました。そのときは気楽に。

てもらうための環境つくりのきっかけが作れ

塾のメンバーは、私を含め皆、何らか本業

れば。と願い、腹をくくり塾活動を続けよう
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と 3 年目に手を挙げました。

疎化が進む長崎市南部の地域活性化に繋げる

実際に観光関連の団体より、長崎・野母半

きっかけをつくりたいと考えました。

島の観光商品化に興味を持ってもらう話もわ

長崎野母半島へ東京から実際に足を踏み入

き「プ ラス １Day」と いう狙 いで 、モニ ター

れられる体制が構築できるよう、地元と調整

ツアー案など、ちらちら話もでてきました。

し、王道の観光地である長崎市中心街にプラ

ところが、２期目が終了時期の３月には新型

ス 1 日して長崎野母半島へ観光に来ていただ

コロナウイルス感染症が東京を襲い、あっと

けるという滞在期間を延ばす選択肢（オプシ

いう間に何もかも世界が一変しました。ご存

ョン）ができることを目指しました。

知のとおり東京は日本で一番危険な地域とな

また、地域の物産品を見直して新しく市場

り、経済活動は鈍化し、見たことのない静ま

展開できるきっかけができないかと探ること

り返った無機質な光景の不安な日々となりま

も目指してみました。東京塾では、今まで情

した。暫くの間だけ辛抱していれば。と思っ

報集約力の高さやセンスの豊富さを生かして、

ていたのが既に一年経とうとしています。未

商品プロモーションやマーケティングを行い、

だに終わりの見えない状況が続いています。

その実績も出してきました。これらの情報を

それに伴い塾の計画、活動方法をかなり変

地元へフィードバックしながら、物産品の更

えました。わたし自身も本業は医療機関に勤

なる価値向上に繋がることができたら嬉しい

務しています。塾生は皆何らかの仕事してお

と思いました。地元では見過ごされている

り、生活に影響を受けていました。活動の話

様々な良さを外から俯瞰して見つめるという

どころか連絡にも気をつかう重苦しい時期も

地域にはない客観的視点が東京塾にはありま

ありました。東京から出られない。そもそも

す。長崎市南部ならではの独特な魅力を引き

家から出るべきではない。となったかと思え

出すことで、地域活性化に貢献できればと考

ば、GO TO で外出して巣ごもり生活のうっ

えて動きだしました。

ぷんを挽回しようという時期もあり、何かと
翻弄された一年でもありました。この状況を

■ 塾の研究・活動内容 ■

過ごしたおかげで、普段は見過していた気づ

３年目は遅れての開塾でした。実際に動き

きや、焦らずじっくり期を待つ忍耐や、謙虚

出したのは７月後半あたりで、４～６月迄は

にする処世術も学びました。それらは私たち

葛藤の連続ながら、2 期目で出た話も止まっ

の今年得た成果の一つともいえます。派手に

ていたのが GO TO 事業で一気に動きだし声

動きまわらなくとも、成果を得たこともあり、

がかかりました。が、また止まり。動きだ

報告したいと思います。

し・・と、何度となくあり一喜一憂ありまし
た。春から夏にかけて、何と表現したら良い

■ 塾の目的 ■

かわかりませんが、グレー色の風景というイ

長崎野母半島にある歴史や文化、豊かな自

メージで、この頃はあまり記憶がありません。

然。それらを活かした新旧の物産品を首都圏

東京-長崎間の飛行機は毎日一便運航。電車移

から半島まるごと紹介することで、「長崎・

動には感染の恐怖と、外出していることで周

野母半島」としてエリアの認知度をあげ、過

りへの後ろめたさを感じるという奇妙な感覚
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もありました。でも暗いままでもなく、人々

が東京の百貨店での物産展に初出展にきまし

は日々に飽き、私たちも無理しない範囲で動

た。塾からも応援に駆け付けてみました。

いてみました。これは正解で、動けば必ず何
か得ることができると痛感しました。先ずは

■ 塾活動の成果 ■

小さいことでも良いので何かしら動くことで

１

す。とにかく止まったままでは、何も得ない

①

板橋区主催の物産展（WEB）に選出。

②

ミニパンフレット製作し同封

と思い、次の１～５をやってみました。

２

①

旅行プランの検証まで繋がった

１．物産展参加（WEB）

３

①

パンフレットの反響

４

①

各スポットへパネル配布

WEB 物産展に応募させていただきました。参

②

スポット見直しと新スポットの発掘

加地域が多数のなか、どうやったら参加でき

③

長崎大学（瓊林会東京）同窓会の

イベントが打てない中、板橋区区民宛の

るよう選定してもらえるか、長崎らしい独自

会報誌にて新スポットの紹介

の物は何が良いのか。そして長崎市南部の物

このコロナ禍のなかでも、１～５の活動で、

産品で日持ちする物のほか、よその物産品も

これだけ成果がでました。詳細は後述します。

探りました。

2.

旅行業関連先へ企画し紹介
長崎県内の旅行誘致団体から、連絡があり

ました。私たちのパンフレットにあるコース
を実際にまわってみたいので、手配の紹介を
して欲しいと連絡があり動きだしました。

3.

パンフレット送付
パンフレットを発送して紹介してみました。

どうせなら遠くにいる長崎ゆかりの方々へ送
ろうと海外を狙ってみました。どこが良いか
を探りました。

4.

紹介スポットを充実させる
時間もできたので、じっくり地図を見て各

地のスポットももう一度、深く掘り下げてみ
ました。また、三和町に古くからあったのに
新しく知られることとなったスポットにも行
きつき、友人、知人から紹介に紹介を重ねて
もらい、数珠つなぎのご縁から写真撮影や情
報収集ができ、結果、東京で紹介することが
できました。

5.

地元との連携
コロナ禍を乗り越え、地元飲食店の友人ら

＊長崎の夏の海
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ペーロンを紹介しました

長崎・野母半島パワースポット発信塾 活動記録
日

時

場

所

内

容

令和 2 年
7 月 1 日(水)

ZOOM

コロナ禍でのスタート、計画修正案

7 月 2 日(木)

ZOOM

上記の続き。現状に反して問合せが増えている。

7 月 18 日(土)

塾長宅

現状況での可能な限りでの協力依頼、役割分担など

8 月 14 日(金)

カフェ（恵比寿）

何らかの形で物産販売など紹介方法の模索。

8 月 19 日(水)

塾長宅＋LINE グループ

長崎市内在住の塾生とのセッション現状把握

8 月 22 日(土)

丸の内

長崎県観光関連団体より問合せあり、対応策探る

9 月 4 日(金)～
9 月 10 日(木)
9 月 21 日(月・祝)
10 月 5 日(月)

企業内会議室

塾長宅
赤坂うまや

募る

板橋区主催物産展に推薦物出品申込。PR 対策探る
新宿

JR 九州グループ

タイアップ案あり GO TO EAT で南

部食材の紹介、パネル貸与の企画など打診

LINE ミーティング

板橋区主催 WEB 物産展に採択。パンフ同封案模索

10 月 12 日(月)

HIS 新宿

GO TO トラベル

10 月 25 日(日)

東武池袋店

長崎市南部の店舗が初出店。塾もパンフ等で応援

10 月 31 日(土)

新宿 BIZ ホテル

ミニパンフレット案の打ち合わせ

イビザホテル

上記

塾生職場

現行パンフレットの在庫配布。同人に修正案。

電話・LINE

板橋区主催 WEB 物産販売

塾長宅

パンフ発送、パネル貸与の役割分担など

11 月 1 日(日)
11月3 日(火・祝)～
11 月 15 日(日)
11 月 15 日(日)
11 月 28 日(土)・
11 月 29 日(日)
12 月 2 日(水)

ZOOM

12 月 5 日(土)

塾長宅

12 月 17 日(木)・
12 月 18 日(金)
12 月 23 日(水)～
12 月 25 日(金)
12 月 30 日(水)

塾長宅や貸倉庫

野母半島ミニツアー企画提案

続き

JR 吉祥寺

BOOK MARKET

成果報告とパンフ手配

ご当地合同展示イベント

出展の打診あり
視察訪問した報告。コロナ対策など打合せ
貸倉庫に管理しているパネル入出庫、
物販での人員配置など課題の話し合い

吉祥寺周辺

イベント中止。パネル等の撤収

塾生宅

案内挨拶状の手配
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名刺等寄集め整理。

日

時

場

所

内

容

令和 3 年
1 月 2 日(土)

塾長宅

今年度の塾活動の振り返りと今後について

代々木塾生のオフィス

パネル製作案、パンフレット発送

Quraz 倉庫との運搬

倉庫からパネル移動、パンフレット案模索

2 月 14 日(日)

ZOOM

コロナ対応で動けないため、役割分担、仕切り直し

2 月 23 日(火)

塾生宅

パンフレット構成、見積等打ち合わせ、役割引継ぎ

ZOOM

進捗報告、確認

YouTube

長崎伝習所まつり動画公開

1 月 13 日(水)・
1 月 14 日(木)
1 月 21 日(木)～
1 月 28 日(木)

3 月 1 日(月)
3 月 28 日(日)
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等

東京で塾活動について

島の方ではない？”“実家とか大丈夫です

３年目となった塾活動。私たちは東京から

か？”と、心配しての連絡が多くありました。

長崎をもっと広く半島ごと知ってもらおうと

「野母・ノモ」という呼び方を知ってもらえ

動いてきました。長崎半島をぐるりと捉えて

てきたことを皮肉にも災害ニュースで知るこ

ほしく、縦長の長崎市南部を長崎市から半島

とにもなりました。この台風で被災された方

の岬の先まで見てもらうために街に区切りを

もいるかもしれず、気の毒に思いながら少し

つけず、あえて「長崎・野母半島」と言って

だけ、活動してきたことを実感して息を深く

きました。

吐いたのを覚えています。

活動当初は「野母」という文字を見ても「の

とにかく、少しずつながら、動いてみまし

はは」や「のぼ」と読み方すら解らない人が

た。何をして良いかもわからないなか、
「なん

多くいました。とにかく知ってもらおうと頑

かできないかな。地元のことも応援してみた

張ることに。手に取り見れるようパンフレッ

いけど。」と声もかけてきました。外出は控え、

トを作り、あちこちで配り、物産品や観光ス

少人数で密もつくらずに無理しすぎないで、

ポットを紹介するなど地道にこつこつと露出

できることから動きました。

の機会を掴んできました。長崎をもっと広く
知って欲しく活動してきました。

やはり東京です。情報発信力も収集力、機
動力も何だかんだで、あります。その一端に

３年目。コロナ禍が私たちの活動を阻みま

いくつか乗ることができました。

した。そのなかで、絶対に無理しない。と、
安全第一で感染対策も講じ、少しでも良いか

1．板橋区主催の WEB 物産展へ参加を果たす

らできることや、塾のみなさんにストレスを

①

板橋区主催の物産展（WEB）に参加

かけないことを、念頭に動いてみました。途

イベントが打てない中、板橋区が区民宛に

中で何度も、気持ち的に疲れ気味となりまし

WEB で物産展（うまいもんマルシェ）を実

たが、気分が沈みそうになっては、地元の友

施することとなり、多くの地方物産品の応募

人や知人、そして塾の活動ご縁で繋がった皆

のなかから、私たち塾に何か長崎代表の物産

さんが連絡して塾の皆さん含め応援の連絡を

品を推薦してほしいと、長崎市東京事務所の

もらうこともあったり、塾生の皆さんと

方から声をかけていただきました。とてもあ

ZOOM で会話することで、いつのまにか気も

りがたかったです。数多くの物産品が応募さ

紛れ、ヤレヤレだね～と笑いながら、乗り越

れます。そのなかで、どうやったら選定採用

えてきた一年でした。

してもらえるかと、悩みました。コロナ禍で

東京にいることで、地元からは心配しても

の私たちにとっても長崎にとっても貴重な機

らったり、東京からは長崎に停泊中の豪華客

会です。長崎市南部の物産品で長崎らしい独

船のニュースに驚いたりと、東京と長崎で何

自の物は何が良いのか。よその地域の候補で

かとご縁が繋がっているなと感じました。

あろう物産品も探り探り考えぬきました。

印象深いのが、とても不謹慎ながら、
「野母

結果、私たちが推したのは、高浜地区にある

崎が暴風域」というニュースが流れ、東京の

熊製麺さんの「ちゃーめん」つまり皿うどん

知人や友人、企業さんから、
“あなたのいう半

麺の２個セットです。こちらの麺は長崎独特
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の「唐灰汁」が使われており、おいしい。唐

2.

観光業団体のツアー企画の検討へ協力

（中国）から受け継いだ長崎独自の技法が使

旅行プランの検証へ繋がる

われている中華風の麺。これを前面に推して

長崎県内の旅行誘致団体から、連絡があり

みたところ見事に選ばれ出品を果たすことが

ました。私たちのパンフレットにあるコース

できました。板橋区のサイト内で、紹介され、

を実際にまわってみたいので、もし個人タク

二度の購入募集で、麺は 59 セット（計 118

シーを使ったらどこにお願いするのか、幾ら

個）が売れました。

くらいで行けるのか知りたい。力を貸してほ
しいとのことで、塾は喜んで動きました。
これには、2 年目のときに長崎個人タクシー
協会さんにはご縁を繋いでいただき、以前か
ら窓口担当の方も既に体制を作っていただい
ており、相談したところ直ぐに動いていただ
きました。私たちが企画した複数のコースの
うち、2 つのコースを希望されたので、それ
ぞれのコースを知り尽くした適任の運転手さ

② ミニパンフレットを製作し同封

んを手配いただき視察をされました。感想を

このとき塾では、急遽、麺のセットに長崎

お聞きすることができ、担当の方は南部の素

野母半島の紹介のためにミニパンフレットを

晴らしいスポットが多く、今まで全く知らな

つくりました。長崎を半島で見てもらい、観

い所ばかりで楽しかった。コースとしても良

光地も物産品も豊かにあることを少しでも印

いと満足していただいたので、今後、詰めて

象つけられたかと思います。イベント後も熊

いきます。との報告をいただきました。

製麺さんには、そのパンレットをお中元セッ
トなど箱に入れてもらっています。

その後、秋終盤ごろ実際に首都圏の大手観
光業の方が視察へ来られて、候補として観光
ルートを周ったところ、評価も高かったとい
う報告を聞いています。どうしても少人数の
グループ旅行として限定され、大勢の団体は
望めないですが、最近、世の中の旅行スタイ
ルのニーズとして、小グループや家族など単
体でのフリーな観光が好まれており、特に今
後はそれが主流となるであろうことから、後
は手配できる台数やボリュームなど整理があ

＊ミニパンフレット入り（麺２個組）

るとして、内容について、ルートを巡るなか
素晴らしい景色や、スポットやその土地なら
ではの買物も楽しめ、概ね好感触だったよう
です。コース、交通手段がクリアされ食事処
の要望があったので、いくつか追加で候補の
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ご紹介をしました。地元の皆さまにも多くの

山良いところがあったのかと知り、とても興

ご協力をいただければ、もっと楽しいコース

味をもち、いつか日本へ帰ったときは行きま

となると思います。

す。外国人の友達にも勧めます。ありがとう。

今後も観光コースの一つとして紹介してい
くつもりで、今後、いろいろと充実できそう

とコメントのついたメールを受けとり大喜び
しました。

なので期待しています。と、言っていただけ

今後は、英語表記もあれば、もっと拡がる

ました。また、長崎県個人タクシーの担当の

と気がつくこともできました。

方からも私たちの作ったルートは十分わかり

4.

やすく、よく考えられていると、既に商品と

① 各スポットへパネル配布

して扱ってくれていました。

紹介スポットを充実させる

パンフレットに掲載した写真を使いパネル

これは大きな一歩で、私たちの動いてきた

を作りました。それらを幾つかのスポットに

ことの一つの成果になったと実感しています。

お願いして、パンフレットに紹介している長
崎野母半島のスポットとわかるよう、置いて
いただけることのご協力も得ました。今後、
ルート周遊に繋がることを期待しています。

* 善長谷教会から望む海原。夕陽に照らされている軍艦島

3.

パンフレット送付による反響

長崎に関連しそうな都内企業、今までお世
話になったり応援してくれている在京長崎の
方や、関係団体の方へ紹介のためパンフレッ
トを発送しました。いつか長崎へ観光に行け
るときには、長崎野母半島へも行くことも検

② 見直しと新スポットの発掘

討してほしく、興味を持ってくれたらと願い

週末など不要不急の外出ができない分、時

を込めて、どうせなら遠くにいる長崎ゆかり

間をつくることができたので、じっくり地図

の方々へ送ろうと海外も狙い、アメリカの長

を見なおし、各地のスポットももう一度、深

崎県人会や縁のある方へ送りました。

く掘り下げ、少し表現を追加や変更するなど

随分経ってから、SNS（Instagram）経由
で、長崎の岩屋町出身で現在アメリカに 20

修正検討を重ねました。
③ 新スポットの発掘

年以上在住の方から、パンフレットを友人か

新しいスポットに茂木、戸町、三和エリア

ら受け取って、長崎の南部地区にこんなに沢

の３か所が加わりました。そのうちのひとつ、
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三和町の布巻の国道沿いには「菅原神社」が

殆どの人がそこに神社があることを知らずに

あります。ここは天正時代（1573 年あたり）

おりました。去年の暮に実に 25 年以上のと

からあった小さい古社のようで、塾は初年度

きを超え、この辺りの工事が着工となりまし

に東京のメンバーと視察しました。参道は綺

た。カーブ外側にあたる丘と反対側の商業施

麗で手入れが行き届いていることがわかりま

設の駐車場をザックリ削ることで、国道全部

したし、社には梅の印もあり、天神さまを祀

が、対面二車線へ変貌を遂げようとしていま

っているとわかるそのものの可愛い神社でし

す。

た。但し、そこ自体が外からは、こんもりし

この丘の麓は舗装のため樹々を伐採したと

た丘にしか見えず、入口もわかりにくく、参

ころ、この菅原神社が丘の上に現れてちょっ

道の外側は樹木や草木に囲まれ鬱蒼として、

とした巷のニュースとなったようです。

鳥居が急に表れる。と、いうような感じで、

実は、国土交通省の方が道真公を移動させ

その先に綺麗な参道が続き、可愛い社に天神

ることは、たたりが怖いと言って動かせずに

様を祀っているなど思えない雰囲気と、イン

工事が進まずにいたと昔から何度も聞いてい

パクトにも欠けるため紹介を見合わせていま

ます。古くからこの土地の人々は、道真公を

した。

氏神様として深く慕っていたようです。

ところが、この国道拡張により、社の下ギ

本殿は、小さく可愛ささえあり、正面天部

リギリまで崖が削られることとなり、樹木も

には、
「梅」の紋もあり、小綺麗で手入れが行

伐採され鳥居と社が現れたようです。ただの

き届いており、この地の方々が丁寧に扱いな

森と思われていた山の中に神社があったこと

がら慕ってきたと窺えます。

すら地元の方も知らない人も多く、皆が上を

相手が国であろうが、誰であろうが、動じ

見るようになったと聞き、写真撮影や情報収

ず、小さくてもじっと腰を据えて耐え、自分

集しました。この菅原神社も紹介スポットに

の居場所を勝ち取った天神様の力にあやかり、

加えることにしました。

受験や学業成就の祈願スポットとして紹介し

ちなみに、この菅原神社。すぐ横に走る

ました。また、道真公は、学問の他に飢饉や

道が、昔は県道でした。平成 5（1993）年

雨乞いなど熱心にされていたとも。ぜひお力

に「国道」499 号へ昇格しました。国道にな

をいただけるよう、多くの人が訪れてこの社

ってから拡張工事が始まり、対面一車線で離

をこれからも守ってもらいたいと願っていま

合の狭い道路から、対面二車線の広い道路へ

す。そのためこのエピソードと共に紹介しま

と拡張工事が進みました。ほぼ広い道路です

した。

が、この布巻のカーブの近くになると急に狭
くなり、また一車線となり、暫く走ると、徐々
に対面二車線へ拡がるという何とも奇妙な道
で、誰もがあのカーブがなくなるよう、横の
小高い丘を削れば良いのに…と、疎ましくさ
え思っていました。この丘の上には「菅原神
社」が存在していたのですが、木々に隠れて、
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⑤ 地元との連携
今回のコロナによって、東京の百貨店で行
われる長崎物産展で行政の支援をうけ、初参
加された地元業者さんが複数おられました。
その中には、長崎市南部の業者さんも 2 社入
っていました。長崎市深堀町の友人が経営す
るお店も初出展とあり、私たち塾は応援に向
かいました。パンフレットを持参し店頭に置
いてもらいました。初日の夜にお店の場所の
説明にすごく助かるので、追加で沢山ほしい
と連絡があり、翌日、大量に持っていき喜ば

④

＊菅原神社

れました。その後に話をしましたが、第一声

長崎大学（瓊林会東京）同窓会の会報誌

は、長崎の範囲が広くて、少し戸惑っていま
した。物産展には五島市はじめ離島や他市の

にて新スポットの紹介
在京の長崎大学経済学部の同窓会の会報誌

物産品が出ています。またこのときは、波佐

で紹介することができました。長崎縁の方へ

見焼のコーナーが別にできており、波佐見町

知ってもらう機会となりました。

の物産推しが際立って目立っていました。そ

また、新しいパンフレットにも紹介スポッ

れには、友人も確かに長崎だけど波佐見や県
北の紹介が多くて…と、自分たちがどこから

トとして加えることにしました。
他にも、先の予定ですが塾生が寄稿し、福

来たか知ってもらうことからだったと難しさ

岡市のローカル雑誌で紹介されることにもな

の感想も吐露していました。佐世保市、島原

っています。長崎にある新聞社へ資料を送っ

市や平戸市と、同じ長崎ですが、歴史文化も

たところ 2 社から質問が来たので、関係する

特産品もそれぞれが個性あって違います。長

方々へ繋ぎました。

崎を知る人からすれば、各地の違いや距離感
もわかりますが、長崎以外の人から見れば、
東京では、全部、「長崎」です。
長崎のイメージは出島があったことから異
国情緒で、異人さんがいたグラバー園や幕末
兵士の活躍したところがあって、皆が諏訪神
社に行き、おくんちが好きで、ちゃんぽん、
カステラを食べる。教会がたくさんあって、
キリシタンが多い。被ばく地で、きのこ雲を
みんな見ており、平和公園に毎年祈りを捧げ
に行く。と、定説です。東京にいる県北の人
たちからすれば、馴染みなく知らん。という
感じです。
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私たちが、なぜ、長崎半島を「長崎・野母
半島」と言っているのか。野母半島であって、
野母崎地区を指しているのではない。長崎市
南部なので、茂木地区や戸町地区も市中心地
から全部入っていると、いうことを、やっと
３年目にして、理解してもらえました。これ
をもとに長崎市南部がもっと地区関係なく半
私たちが、今回のコロナ禍でできたことは、

島全体で結束することの必要性を懇々と伝え
託しました。地元との連携も深めていくつも

以上です。
このような状況下で、活動には限界もあり、

りです。

機会喪失や動ける範囲も狭いことなど、時間
も足りず、反省する面も多々ありますが、私
は本当に塾の皆さんが、自分の状況も顧みず、
時間をつくって動いてくれたことに感謝しか
ないと思っています。
地元では、日常のなかで、あたり前になり
すぎて見過ごされそうな小さな情報でも、東
京塾ならば、センスを活かした別の視点でキ
ャッチして、情報を整理して発信につなげる
ことができます。一つひとつゆっくりでも進
めることができ成果も出せました。
逆にこの状況下でさえ、東京にいる私たち
が、これだけ情報を集めることができたとい
うことは、地元にいる皆さまは、きっと、も
＊東急百貨店池袋店にて長崎物産展

っと、もっと、沢山の良い情報を持っている

他にも、地元の熊製麺さんから、塾へパッ

と思っています。それら多くを地元だけで埋

ケージデザインも相談され、以前、ちゃーめ

没させることなく、私たち塾へ声をかけてい

んのパッケージを塾生が作成しました。今回、

だきたい。情報を共有し、発信することがで

ちゃんぽん麺も同様にデザインの相談があり、

きれば、地方から発信に加え、首都圏から情

製品へ採用されています。

報発信もあれば、全国のみならず、長崎にい
る地元の人々にアプローチが届き、地元の価
値を見直す機会にもなります。
地域振興には、何より地元愛は不可欠です。
その地域の誇れることが共有されてこそ、地
域の発展を願い、人が動くのが強い力になる
と思います。それから次に新たに何かへ発展
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させるヒントを掴む一つのきっかけとなれば、
それが塾の本望です。
その役割として、私たち塾が続いたのだと
思います。この 3 年の塾活動を通して、言え
ます。今後もこの活動は、自分たちのペース
で続けていくつもりです。これからも活動で
きるよう、いまは先ず、塾が自立して持続で
きる方法を探っているところです。
最後に本当に多くの方や、スポットの皆さ
ま。ならびに個人、法人と、あらゆる方面で
のご協力やご支援いただきました。そのおか
げでこれら活動ができました。この報告書に
変えてお礼申し上げます。特にこの機会を与
えてもらった長崎伝習所塾ならびに長崎市東
京事務所の皆さまには、ときにハラハラとご
心配おかけしてばかりでしたが、手厚いフォ
ローを何度もしていただき、大変お世話にな
りました。重ねてお礼申し上げます。
これからも長崎のこと応援して参ります。
何か役にたつかもしれないので、東京にいる
私たちのことを思い出して声をかけてみてく
ださい。
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長崎・野母半島パワースポット発信塾
塾長

中村

奈美

1

伊藤

嘉朗

21

西尾

直美

41

2

荻野

憲之

22

橋本

聖子

42

3

柏原

久美子

23

春平

祐一郎

43

4

金田

良一

24

久松

絵理

44

5

金光

亮太

25

福田

博之

45

6

木本

志帆

26

マイオラーノゆ
かり

46

7

黒沢

永紀

27

桃園

貴美子

47

8

鍬塚

和隆

28

安岡

昌彦

48

9

酒井

透

29

八杉

裕美子

49

10

清水

久和

30

能美

清

50

11

高山

美枝子

31

能美

弓子

51

12

田中

美枝子

32

52

13

田谷

信一郎

33

53

14

福島

梢

34

54

15

藤馬

寛剛

35

55

16

朝長

修

36

56

17

朝永

由美

37

57

18

中尾

和美

38

58

19

中島

敏隆

39

59

20

中村

朱美

40

事務局員
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東京事務所

藤瀬

翔

つながり事業成果報告ᴾ
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2020 自分新化講座
広く市民の皆さんに対して、様々な分野においてわが国のトップクラス
の方々と接する機会を設けることにより視野を広め、長崎の活性化に向けて
行動するきっかけづくりとしようと開催しました。
令和２年度は、福地茂雄氏(アサヒビール㈱元会長、NHK 元会長、新国立
劇場顧問)にプロデュースをお願いし、各分野で活躍している方々を講師に
迎え、全３回で開催し延べ 542 名の方に聴講いただきました。
概

要

会

場：長崎ブリックホール国際会議場

対

象：一般・学生(高校生・大学生)

第1回
日 時：令和 2 年 10 月 19 日(月)19:00～21:00
講 師：辻井 いつ子氏
(世界的ピアニスト辻井伸行の母)
テーマ：「今日の風、なに色？」
第2回
日 時：令和 2 年 11 月 19 日(木)19:00～21:00
講 師：白川 方明氏
(日本銀行前総裁、青山学院大学特別招聘教授)
テーマ：「日本の経済と社会の将来を考える」
第3回
日 時：令和２年 12 月 17 日(木)19:00～21:00
講 師：平野 啓子氏
(語り部・かたりすと、元ＮＨＫキャスター)
テーマ：「語りは心の絵画」

第1回

第2回
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第3回

2020 自分新化講座（第 1 回 10/19）
つじ い

こ

辻井 いつ子 氏
世界的ピアニスト辻井伸行氏の母

テーマ：
「今日の風、なに色？」
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2020 自分新化講座（第 2 回 11/19）
しらかわ

まさあき

白川 方明 氏
日本銀行前総裁、青山学院大学特別招聘教授

テーマ：
「日本の経済と社会の将来を考える」
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2020 自分新化講座（第 3 回 12/17）
ひら の

けい こ

平野 啓子 氏
語り部・かたりすと、元ＮＨＫキャスター

テーマ：
「語りは心の絵画」
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伝習所をリノベする会

第１回

齊藤さんとおはなし

日 時：令和 2 年 11 月 15 日（日）
■ 事業の目的 ■

14:00～16:00

35 年目をむかえた長崎伝習所をより多く

場 所：市立図書館 新興善会議室１（和室）

の方に知ってもらい、魅力的なものにするた

ゲスト：齊藤 秀男

め、事業や HP 等の発信方法をリノベ（作り

参加者の方々へ伝習所事業の概要をお伝えし

かえ）すべく、皆さんのご意見をいただくた

た後、琴海地区地域おこし協力隊の齊藤さん

め、長崎で活躍中の方々をお迎えし、色々と

をゲストにお迎えし、現在の活動内容や、活

お話を伺いながら伝習所をリノベする会を開

動に対する心構え等お伺いしました。会場が

催しました。

和室ということもあり、和気あいあいとした
空気の中、開催されました。

アドバイザー

森 恭佑 氏

第２回

岩本さんとおはなし

日 時：令和 2 年 11 月 22 日（日）
14:00～16:00
場 所：市立図書館 新興善会議室１（和室）
ゲスト：岩本 愉
〈つくる邸〉をはじめとした市民活動で活躍
中の岩本さんをゲストにお迎えし、市民協働
についてやあぐりの丘での活動をわかりやす
参加者

17 名 （17 歳～28 歳）

うち 35 周年検討会議外部委員 2 名

く教えていただきました。また、グループご
とに塾を考えるワークも行いました。

塾生 2 名 大学生 6 名 社会人 7 名
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「DENSHUSHO TO THE FUTURE」と題
し、ワークを行いました。
『伝習所を知っても
らいたい』という「きいてカード」に対して、
あらゆる世代の方が集まる『スーパー銭湯』
のおたからカードを用いて、そこでイベント
を開くとより多くの人に知ってもらえるので
は。といった、具体的なアイデアが出たり、
何よりも皆さんが作った「おたからカード」
にユニークなものが多く、とても楽しい時間
になりました。頂いた意見やアイデアを今後
の長崎伝習所事業の参考にさせていただきま
す。また、塾長になってみたいとの声もいた
だいておりますので、とても楽しみです。参
加者の皆様、ゲストの齊藤さん岩本さん、そ
して、アドバイザーに就任していただいた森
さん本当にありがとうございました。

第３回

「こんな伝習所がいい！」を考える

日 時：令和 2 年 11 月 28 日（土）
14:00～16:00
場 所：市立図書館 新興善メモリアルホール

みなさんのお悩みと伝習所の悩み（きいてカ
ード）を、皆さんのできること・やりたいこ
と（おたからカード）で解決しようと

－ 81 －

資

－ 83 －

料

編

塾卒業者数の変遷
〔 ハ イテク塾 ・ 長 崎 伝 習 所 〕
昭和61年度

塾長

海洋開発塾

卒業生数

黒瀬 正行

23名

宮原 泰治郎

24名

バイオ塾

鴨川 秀俊

31名

工業システム開発塾

高岡 則彦

22名

メカトロニクス塾

平田 泰郎

21名

海洋システム塾

利光 一紀

23名

都市デザイン塾

岡林 隆敏

26名

観光開発塾

岩永 明士

21名

鉄川 進

20名

伝習所事務局

33名

数

10塾

244名

昭和62年度

塾長

流通塾

建築塾
基礎講座塾
総

卒業生数

海洋開発塾

高橋 和雄

17名

ＡＩ塾

谷口 良輔

15名

小笹 裕

12名

建築塾

池田 賢一

18名

ニュービジネス研究塾

久保 一雄

27名

都市デザイン塾

浜永 孝雄

32名

イベント研究塾

田上 俊一

25名

ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾊﾞｰｸｶﾞﾌﾆ

27名

’87紅塾

竹中 晴美

23名

長崎食文化塾

本田 時夫

21名

数

10塾

217名

昭和63年度

塾長

マイコン制御塾

来庵交流塾

総

卒業生数

ニュービジネス研究塾

下山 重次

28名

長崎グランドデザイン塾

黒瀬 正行

17名

ニューメディア研究塾

木室 和孝

14名

長崎都市探検塾

吉岡 宣孝

23名

シティーリニューアル塾

大草 一俊

22名

林 敏幸

20名

竹中 晴美

24名

中村 聡

14名

北郷 雅子

15名

伝習所事務局

－名

10塾

177名

来庵交流塾
’88紅塾
長崎ＣＭ塾
塾「花集」
伝習所おまかせ塾
総

数

－ 84 －

平成元年度

塾長

卒業生数

カード研究塾

山下 国広

22名

経営活性塾

前田 慎一郎

20名

造船塾

坂本 伸慈

17名

都市演出研究塾

大草 一俊

46名

長崎工芸塾

竹田 克人

19名

風力発電研究塾

平井 隆市

25名

“まちづくりと商店街”塾

佐藤 秀人

27名

7塾

176名

総

数

平成2年度

塾長

卒業生数

風力発電研究塾

平井 隆市

26名

長崎・サウンドデザイン塾

吉岡 宣孝

19名

林 一馬

46名

長崎工芸塾

浜脇 昌盛

17名

長崎観光・物産塾

下山 重次

21名

港元気塾

平山 敏

28名

三重トピア塾

田川 茂

16名

7塾

173名

都市夢塾

総

数

〔 長崎伝習所〕
平成3年度

塾長

卒業生数

長崎・サウンドデザイン塾

吉岡 宣孝

23名

商店ＧＵＹＳクリエイティブ・ネットワーク塾

山下 国広

20名

こどもたちの夢広場塾

猪山 勝利

32名

都市夢塾Ⅱ

渡部 雅弘

56名

来庵交流塾

岡部 道夫

25名

リサイクル文化研究塾

糸山 景大

45名

稲佐山元気塾

松原 一成

16名

7塾

217名

総

数

平成4年度

塾長

卒業生数

リサイクル文化研究塾

糸山 景大

37名

サウンドデザイン塾

吉岡 宣孝

18名

こどもたちの夢広場塾

猪山 勝利

46名

長崎都市夢塾

上野 晧士

46名

牛嶋 洋一郎

82名

西 武宏

47名

浦川 貴隆

29名

7塾

305名

国際交流塾
居留地未来塾
港再生塾
総

数

－ 85 －

平成5年度

塾長

卒業生数

長崎都市夢塾

宮原 和明

53名

リサイクル文化研究塾

糸山 景大

38名

居留地未来塾

黒崎 邦博

41名

牛嶋 洋一郎

100名

エコ・デザイン研究塾

渡部 雅弘

37名

遊びデザイン塾

藍葉 忠之

18名

文化・地域活性化塾

猪山 勝利

25名

ふれあい福祉２１塾

牛津 信忠

35名

8塾

347名

国際交流塾

総

数

平成6年度

塾長

国際交流塾

卒業生数

牛嶋 洋一郎

110名

おんな達の素朴な？塾

磯田 朋子

36名

ＮＧ発見塾

有馬 一郎

26名

よか・余暇・環境デザイン塾

前田 卓郎

19名

横田 嗣

18名

山本 いま子

31名

都夢創野塾

藍葉 忠之

15名

文化ニューウェイブ塾

猪山 勝利

23名

エコ・デザイン塾

渡部 雅弘

27名

リサイクル文化研究塾

糸山 景大

33名

居留地未来塾

宮本 博文

41名

野田 茂

32名

12塾

411名

長崎表現塾
いのち・くらし・共育塾

都市夢塾
総

数

－ 86 －

平成7年度

塾長

卒業生数

都市夢塾

阿野 史子

40名

エコ・デザイン研究塾

渡部 雅弘

22名

牛嶋 洋一郎

166名

出島ルネッサンス塾

松原 一成

17名

ソフトエネルギー研究塾

平井 隆市

27名

フィールド自遊塾

前田 卓郎

28名

ＮＧ発見塾

有馬 一郎

25名

上海塾

藍葉 忠之

28名

おんな達の素朴な？塾

二宮 節子

32名

平成の海援隊塾

柴田 惠司

30名

浜田 勇

34名

いのち・くらし・共育塾

山本 いま子

22名

リサイクル文化研究塾

糸山 景大

21名

13塾

492名

国際交流塾

都夢創野塾

総

数

平成8年度

塾長

都市夢塾

卒業生数

山口 美智子

39名

糸山 景大

23名

牛嶋 洋一郎

263名

エコ・デザイン研究塾

杉山 和一

22名

いのち・くらし・共育塾

山本 いま子

41名

前田 卓郎

25名

森 郁子

40名

都夢創野塾

柴田 貞志

15名

出島ルネッサンス塾

松原 一成

24名

早田 猛

29名

２１世紀長崎産品塾

徳勝 盛敏

19名

ドリーム＆エンジョイライブラリー塾

川口 綾子

58名

12塾

598名

リサイクル文化研究塾
国際交流塾

フィールド自遊塾
おんな達の素朴な？塾

平成の海援隊塾

総

数

－ 87 －

平成9年度

塾長

都市夢塾

卒業生数

中山 千賀子

35名

リサイクル文化研究塾

糸山 景大

32名

エコ・デザイン研究塾

杉山 和一

22名

牛嶋 洋一郎

290名

出島ルネッサンス塾

松原 一成

22名

ドリーム＆エンジョイライブラリー塾

川口 綾子

64名

ＮＡＧＡＳＡＫＩキラメキ☆シネマ塾

溝口 昌喜

18名

小久保 徳子

55名

数

8塾

538名

平成10年度

塾長

国際交流塾

なんでんかんでん都市（まち）のデジタル探検隊塾
総

卒業生数

坂のまちなんでんかんでん研究塾

栗原 正紀

60名

平成の紅塾

竹中 晴美

16名

塩田 真由美

21名

溝口 昌喜

18名

小久保 徳子

38名

夢いっぱい！としょかん塾

尾崎 寿美

34名

出島ルネッサンス塾

松原 一成

19名

牛嶋 洋一郎

295名

数

8塾

501名

平成11年度

塾長

コーポラティブ住まい塾
NAGASAKIキラメキ☆シネマ塾
ネットワークコミュニティ「都市のデジタル探検隊塾」

国際交流塾
総

卒業生数

ごみとくらし研究塾

山本 幸代

46名

長崎くんち塾

安達 征治

87名

記憶の中の長崎案内塾

太田 恭子

29名

坂のまちなんでんかんでん研究塾

栗原 正紀

56名

NAGASAKIキラメキ☆シネマ塾

溝口 昌喜

17名

小久保 徳子

52名

夢いっぱい！としょかん塾

尾崎 寿美

48名

出島ルネッサンス塾

松原 一成

18名

8塾

353名

ネットワークコミュニティ「インターネット探検塾」

総

数

－ 88 －

平成12年度

塾長

卒業生数

長崎ぶらぶら踊り塾

「行」

宗 保孝

78名

バグパイプ塾

「行」

廣高 信彦

26名

ヤンコ踊り塾

「行」

陳 東華

53名

歩いて楽しめ長崎まちづくり塾

「市」

矢川 正男

29名

エコシティ研究塾

「市」

宮原 和明

33名

ごみとくらし研究塾

「市」

山本 幸代

41名

記憶の中の長崎案内塾

「市」

藤城 薫

22名

7塾

282名

総

数

※平成12年度から従来の「市民提案型」の塾に、「行政提案型」の塾を加え、市民と行政が協働による、
魅力あるまちづくり事業を展開している。
「市民提案型」を「市」、「行政提案型」を「行」と表記している。

平成13年度

塾長

卒業生数

観光長崎バリアフリー創造塾

「市」

後藤 惠之輔

26名

わが町の達人・名人さがし塾

「市」

入枝 一男

21名

エコシティ研究塾

「市」

宮原 和明

33名

歩いて楽しめ長崎まちづくり塾

「市」

矢川 正男

32名

出島事始め塾

「行」

宮川 雅一

19名

にいまるまるいち

「行」

脇山 順子

18名

長崎源木発見塾

「行」

赤瀬 憲市

32名

くらしと環境研究塾

「行」

木村 一生

53名

長崎ぶらぶら踊り塾

「行」

宗 保孝

116名

ヤンコ踊り塾

「行」

陳 東華

80名

バグパイプ塾

「行」

廣高 信彦

20名

11塾

450名

２ ０ ０ １女性塾
げんき

総

数

－ 89 －

平成14年度

塾長

卒業生数

２００２長崎サウンドデザイン塾

「市」

吉岡 宣孝

14名

命とからだ探検隊塾

「市」

安日 泰子

61名

エコな街づくり研究塾

「市」

李 桓

35名

観光長崎バリアフリー創造塾

「市」

後藤 惠之輔

28名

わが町の達人・名人さがし塾

「市」

入枝 一男

25名

「長崎刺繍」再発見塾

「行」

嘉勢 路子

19名

長崎の染塾

「行」

砂崎 素子

28名

長崎やけんステンドグラス塾

「行」

橋口 都

17名

河川環境研究塾

「行」

冨工 妙子

45名

ごみ夢中塾

「行」

矢野 博巳

32名

出島事始め塾

「行」

宮川 雅一

33名

にいまるまるいち

「行」

脇山 順子

15名

長崎源木発見塾

「行」

赤瀬 憲市

45名

長崎ぶらぶら踊り塾

「行」

宗 保孝

77名

ヤンコ踊り塾

「行」

陳 東華

84名

バグパイプ塾

「行」

廣高 信彦

28名

数

16塾

586名

平成15年度

塾長

２ ０ ０ １女性塾
げんき

総

卒業生数

活き活き園芸長崎塾

「市」

井石 八千代

44名

Ｎｏ！ドメスティック・バイオレンス塾

「市」

悦 晴美

32名

長崎まちづくり事業化研究塾

「市」

増倉 康久

25名

長崎ビジネス活性化塾

「市」

大﨑 孝徳

34名

環境ネットワークながさき塾

「市」

宮原 和明

41名

長崎銀細工研究塾

「行」

酒井 美枝

20名

長崎陶芸復興塾

「行」

藤原 清一

33名

「長崎刺繍」再発見塾

「行」

嘉勢 路子

27名

長崎の染塾

「行」

平田 素子

33名

長崎やけんステンドグラス塾

「行」

小笹 悦二

16名

新・竹取物語塾

「行」

森 昇

26名

生ごみシェイパーズ塾（生ごみ減らし隊）

「行」

山口 八重子

22名

河川環境研究塾

「行」

冨工 妙子

45名

出島事始め塾

「行」

宮川 雅一

31名

14塾

429名

総

数

－ 90 －

平成16年度

塾長

卒業生数

長崎チェス塾

「市」

牛嶋 洋一郎

31名

「いつも青春」塾

「市」

田口 育子

14名

長崎の歴史再発見塾

「市」

小嶺 昭典

38名

Ｎｏ！ドメスティック・バイオレンス塾

「市」

悦 晴美

28名

長崎まちづくり事業化研究塾

「市」

矢川 正男

30名

環境ネットワークながさき塾

「市」

宮原 和明

45名

長崎の食 探検塾

「行」

宍戸 直嗣

19名

生きもの再生塾

「行」

引地 秀司

44名

新・竹取物語塾(平成17年度から長崎節木塾に変更)

「行」

森 昇

28名

生ごみシェイパーズ塾（生ごみ減らし隊）

「行」

山口 八重子

63名

数

10塾

340名

平成17年度

塾長

総

卒業生数

長崎の産業文化今昔物語塾

「市」

余語 保博

25名

長崎弁研究塾

「市」

田川 文夫

41名

メディエーション（対話術）研究塾

「市」

梅枝 眞一郎

22名

長崎チェス塾

「市」

牛嶋 洋一郎

25名

長崎の歴史再発見塾

「市」

小嶺 昭典

37名

オブジェ塾

「行」

川西 庄次

17名

長崎の食 探検塾

「行」

宍戸 直嗣

31名

生きもの再生塾

「行」

引地 秀司

36名

生ごみシェイパーズ塾（生ごみ減らし隊）

「行」

山口 八重子

73名

数

9塾

307名

平成18年度

塾長

総

卒業生数

ちょいわる団塊世代の面白発見塾

「市」

新田 照夫

17名

長崎 月の文化研究塾

「市」

山﨑 讓

16名

舞台裏おじゃま塾

「市」

枡田 尚子

13名

長崎の産業文化今昔物語塾

「市」

余語 保博

23名

長崎弁研究塾

「市」

田川 文夫

42名

メディエーション研究塾（対話による問題解決術）

「市」

梅枝 眞一郎

33名

市民オブジェ塾

「行」

川西 庄次

17名

パートナーシップ塾

「行」

西岡 由香

13名

長崎出島楽坊塾

「行」

林 弘美

43名

9塾

217名

総

数
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平成19年度

塾長

卒業生数

長崎うんすんかるた塾

「市」

大場 勝彦

31名

新長崎市の史跡探訪塾

「市」

田端 光男

54名

長崎ステークホルダー会議塾

「市」

杉山 和一

41名

CM伝塾

「市」

吉光 正絵

25名

ながさき・ぶらんど創新（イノベーション）塾

「市」

谷口 竜一

42名

残しておきたい長崎ポートレート塾

「市」

矢川 正男

26名

長崎 月の文化研究塾

「市」

山﨑 讓

12名

舞台裏おじゃま塾

「市」

枡田 尚子

12名

メディエーション研究塾～紛争解決から学ぶ快適ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ術～

「市」

梅枝 眞一郎

25名

市民オブジェ塾

「行」

川西 庄次

16名

パートナーシップ塾

「行」

西岡 由香

17名

長崎出島楽坊塾

「行」

西﨑 寛弘

46名

数

12塾

347名

平成20年度

塾長

総

卒業生数

発見！実現！体験楽習塾

「市」

吉田 伸吾

46名

おはなし音楽塾～親子で楽しむ音楽ものがたり～

「市」

池田 祐希

18名

「エコ名人を探せ！」塾

「市」

佐藤 恵

23名

長崎うんすんかるた塾

「市」

大場 勝彦

38名

新長崎市の史跡探訪塾

「市」

田端 光男

56名

長崎ＥＳＴステークホルダー会議塾

「市」

杉山 和一

33名

ながさき・ぶらんど物語（イノベーション）塾

「市」

谷口 竜一

24名

ＣＭ伝塾

「市」

吉光 正絵

32名

数

8塾

270名

平成21年度

塾長

総

卒業生数

川さるく 森・川・里・海 塾

「市」

兵働 馨

36名

長崎洋館音楽舞踏塾

「市」

槙山 智子

24名

発見！ながさき遺産塾

「市」

川瀬 智子

18名

発見！実現！体験楽習塾

「市」

吉田 伸吾

53名

「エコ名人を探せ！」塾

「市」

佐藤 恵

26名

「龍馬伝と幕末人物」塾

「行」

三丸 正紀

59名

在京長崎応援団塾～長崎を外から見る～

「行」

深野 浩平

30名

7塾

246名

総

数
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平成22年度

塾長

卒業生数

「ながさきポルトガル」知る知る塾

「市」

山口 克己

39名

長崎ビューポイント探訪塾

「市」

村田 明久

29名

川さるく 森川里海塾

「市」

兵働 馨

21名

長崎洋館音楽舞踏塾

「市」

槙山 智子

26名

発見！ながさき遺産塾

「市」

川瀬 智子

27名

「龍馬伝と幕末人物」塾

「行」

三丸 正紀

54名

在京長崎うまかもん塾

「行」

片山 六郎

49名

数

7塾

245名

平成23年度

塾長

総

卒業生数

ナガサキポルトガルシルシル塾

「市」

山口 克己

27名

長崎ビューポイント探訪塾

「市」

村田 明久

21名

坂のまち長崎なのに自転車塾

「市」

村里 静則

60名

孫文・梅屋庄吉と明治大正長崎事情塾

「市」

村崎 春樹

41名

長崎の町ねこ調査隊塾

「市」

中島 由美子

30名

在京長崎うまかもん塾

「行」

片山 六郎

25名

数

6塾

204名

平成24年度

塾長

総

卒業生数

長崎の町ねこ調査隊塾

「市」

中島 由美子

31名

孫文・梅屋庄吉と明治大正長崎事情塾

「市」

村崎 春樹

33名

ながさきで物語をつくろう塾

「市」

重野 裕美

15名

東京出島塾

「行」

大瀬良 亮

29名

在京長崎・感・考・塾

「行」

田尾 正行

19名

数

5塾

127名

平成25年度

塾長

総

卒業生数

ながさきで物語をつくろう塾

「市」

重野 裕美

10名

長崎 町おもい塾

「市」

中川 香菜

16名

キリスト教関連遺産調査塾

「市」

城田 征義

38名

東京出島塾

「行」

大瀬良 亮

31名

在京長崎・感・考・塾

「行」

田尾 正行

21名

5塾

116名

総

数
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平成26年度

塾長

卒業生数

キリスト教関連遺産調査塾

「市」

日宇 孝良

34名

コントラクトブリッジ塾

「市」

牛嶋 洋一郎

36名

東京で長崎－ッ！と叫ぶ塾

「市」

黒沢 永紀

33名

数

3塾

103名

平成27年度

塾長

総

卒業生数

コントラクトブリッジ塾

「市」

牛嶋 洋一郎

48名

アートマニアながさき塾

「市」

内藤 修子

42名

長崎ビワ感動塾

「市」

井上 智子

25名

高島グラバー別邸調査・研究塾

「市」

浅尾 賢次

14名

わが町公園de元気塾

「市」

吉村 正春

17名

東京で長崎－ッ！と叫ぶ塾

「市」

黒沢 永紀

44名

長崎検定塾～もっと長崎ば知ろう～

「市」

小岩 寿樹

31名

数

7塾

221名

平成28年度

塾長

総

卒業生数

アートマニアながさき塾

「市」

内藤 修子

45名

長崎びわ感動塾

「市」

井上 智子

25名

高島グラバー別邸調査・研究塾

「市」

浅尾 賢次

13名

わが町公園de元気塾

「市」

吉村 正春

16名

野母崎夢塾

「市」

三浦 豪介

21名

長崎こども社中塾～空き家deこどもの城づくり～

「市」

大西 博子

10名

長崎検定塾～もっと長崎ば知ろう～

「市」

小岩 寿樹

35名

数

7塾

165名

平成29年度

塾長

総

卒業生数

野母崎夢塾

「市」

三浦 豪介

16名

長崎こども社中塾～空き家deこどもの城づくり～

「市」

大西 博子

13名

アースダイバー琴海塾

「市」

鈴木 飛鳥

15名

和華蘭（わからん）研究塾～長崎よかもん再発見～

「市」

高山 美枝子

83名

4塾

127名

総

数
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平成30年度

塾長

卒業生数

ながさきドローン塾

「市」

平塚 健一郎

25名

街道再発見塾

「市」

岩永 忠康

23名

ネットワーク型高島地域創造塾

「市」

小村 秀蔵

15名

和華蘭研究塾

「市」

高山 美枝子

84名

長崎・野母半島パワースポット発信塾

「市」

中村 奈美

30名

数

5塾

177名

令和元年度

塾長

総

卒業生数

ながさき こと（言）・おと（音）塾

「市」

西村 公美子

13名

ながさき未来塾

「市」

野口 美砂子

51名

のもざき自然塾

「市」

山本 春菜

16名

ながさきドローン塾

「市」

平塚 健一郎

42名

長崎・野母半島パワースポット発信塾

「市」

中村 奈美

30名

5塾

152名

総

数

令和2年度

塾長

卒業生数

令和高島未来塾

「市」

木下 美佐子

6名

長崎トラフグ応援隊塾

「市」

多良 敏男

10名

のもざき自然塾

「市」

山本 春菜

11名

ながさき未来塾

「市」

野口 美砂子

57名

長崎・野母半島パワースポット発信塾

「市」

中村 奈美

32名

5塾

116名

総

数

卒業塾・卒業者数総計

289塾
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9,976名

フォローアップ塾の概要
目

概

【交付実績】

的：市民のまちづくりに関する研究、実

年

践活動の振興を図り、もって長崎伝

度

習所事業の目的である市民と行政の

H8

居留地未来塾

ネットワークの形成に寄与するため、

H8

上海塾

まちづくり市民団体に対し、長崎伝

H8

ＮＧ倶楽部

習所フォローアップ補助金(以下｢補

H8

ソ フ ト エ ネ ル ギ ー 研 究 ｾﾝﾀｰ

助金｣という。)を交付する

H9

ＮＧ倶楽部

要：長崎伝習所「塾」事業において過去

H9

ソ フ ト エ ネ ル ギ ー 研 究 ｾﾝﾀｰ

に採択されたテーマについて研究、

H9

平成の海援隊塾

実践活動を行うことを規約等に定め

H9

都夢創野塾

た団体で、かつ次の各号の全部に該

H10

平成の海援隊塾

H10

リサイクル文化研究塾

H11

国際交流塾

H12

国際交流塾

H12

長崎くんち塾

H12

NAGASAKI ｷﾗﾒｷ☆ ｼﾈﾏ塾

H12

夢いっぱい！図書館塾

H12

出島ルネッサンス塾

H13

長崎くんち塾

H13

夢いっぱい！図書館塾

H13

出島ルネッサンス塾

H14

ごみとくらし研究塾

H14

くらしと環境研究塾

H14

歩いて楽しめまちづくり塾

H15

ごみとくらし研究塾

H15

くらしと環境研究塾

H15

観 光 長 崎 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ創 造 塾

H15

わが町の達人・名人探し塾

H15

長崎ぶらぶら踊り塾

H15

ヤンコ踊り塾

H15

バグパイプ塾

H16

観 光 長 崎 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ創 造 塾

H16

わが町の達人・名人探し塾

H16

ヤンコ踊り塾

当する団体をいう。
(1)その構成員が 10 名以上である
もの
(2)年間を通して定期的な活動をす
る見込みのあるもの
(3)その活動が公益的かつ人材育成
に寄与するもの
沿

革：平 成 6 年 度 に 制 度 を 創 設「 長
崎伝習所まちづくり市民団体活動費
補助金」、平成 20 年度に補助率など
を改定し、名称も「長崎伝習所フォ
ローアップ補助金」とした。

名称

長崎伝習所フォローアップ補助金
1 団体 1 回目 20 万円を限度

補助

1 団体 2 回目 10 万円を限度

金額

補助対象経費から当該事業に係る
収入を差し引いたものの 4/5 以内

補助
制限

1 団体 2 回限り
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塾

名

H16

河川環境研究塾

H23

川さるく森川里海塾

H16

出島事始め塾

H23

長崎洋館音楽舞踏塾

H17

河川環境研究塾

H23

「エコ名人を探せ！」塾

H17

出島事始め塾

H24

ナガサキポルトガルシルシル塾

H17

No！ ﾄﾞﾒｽﾃｨｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ塾

H24

長崎ビューポイント探訪塾

H17

長崎まちづくり事業家研究塾

H25

長崎の町ねこ調査隊塾

H17

環境ながさきネットワーク塾

H29

わが町公園 de 元気塾

H17

長崎節木塾

H30

わが町公園 de 元気塾

H18

No！ ﾄﾞﾒｽﾃｨｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ塾

H18

長崎まちづくり事業家研究塾

H18

環境ながさきネットワーク塾

H18

長崎節木塾

H18

長崎チェス塾

H18

長崎の歴史再発見塾

H18

長崎の食

H18

生きもの再生塾

H18

生ごみシェイパーズ塾

H19

長崎チェス塾

H19

長崎の食

H19

生ごみシェイパーズ塾

H19

ち ょ い わ る 団 塊 世 代 の 面 白 発 見 塾

H19

長崎弁研究塾

H20

残 し て お き た い 長 崎 ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ塾

H20

舞台裏おじゃま塾

H20

メディエーション研究塾

H21

残 し て お き た い 長 崎 ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ塾

H21

長崎うんすんかるた塾

H21

長 崎 EST ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ会 議 塾

H21

長崎イノベーション塾

H21

ＣＭ伝塾

H21

おはなし音楽塾

H22

長 崎 EST ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ会 議 塾

H22

長崎イノベーション塾

H22

おはなし音楽塾

H22

「エコ名人を探せ！」塾

探検塾

探検塾
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長

崎

伝

習

所

要

綱

（目的）
第 1 条 この要綱は、長崎伝習所（以下「伝習所」という。）を設け、市民と行政の
有機的連携を強化することにより、人材の育成と政策を生みだす活動を行い、もっ
て長崎の再生と創造に寄与することを目的とする。
（事業）
第２条 伝習所の事業は、おおむね次のとおりとする。
⑴ 長崎伝習所「塾」に関すること。
⑵ その他伝習所の目的を達成するために必要と認められる事業
（組織）
第３条 伝習所は、総長及び前条に規定する伝習所の事業を実施する者（以下「実施
者」という。）で組織する。
２ 総長は、長崎市長をもって充てる。
３ 実施者は、総長が指名する者をもって充てる。
（総長）
第４条 総長は、伝習所の事業を総理し、伝習所を代表する。
２ 総長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する実施者がその職務を代理す
る。
（運営委員会）
第５条 伝習所に助言機関として運営委員会を置き、その組織、会議等については、
別に定める。
２ 運営委員は、総長が指名する者をもって充てる。
３ 運営委員会は、伝習所の事業について助言することができる。
（資金）
第６条 伝習所の資金は、長崎市からの補助金、寄付金及びその他のものをもって充
てる。
２ 資金は、安全かつ確実な方法により管理するとともに、適正な執行に務めなけれ
ばならない。
（事業年度）
第７条 伝習所の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
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（決算）
第８条 伝習所は、毎事業年度の決算を翌年度の５月３１日までに完結しなければな
らない。
（事務局）
第９条 伝習所の事務局を市民生活部市民協働推進室内に置く。
（委任）
第 10 条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

附 則
この要綱は、平成３年５月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成３年８月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２０年 4 月 1 日から施行する。
附 則（令和元年 8 月 1 日告示第 487 号）
この要綱は、告示の日から施行する。
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■ 令和 2 年度版

ポスター・チラシ ■

●「塾」テーマ募集

▲ チラシ(A3 両面)

● 塾生募集

▲ チラシ(A3 両面)

● 自分新化講座

▲チラシ(A4)
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市役所前バス停より徒歩５分
諏訪神社電停より徒歩３分
諏訪神社電停
バス停

ここ
長崎伝習所事務局
(市民活動センター)

市役所本館

市役所前
バス停
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