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塾長 田尾 正行 

■ 塾長コメント ■ 

在京長崎・感・考・塾（以下、感・考・塾）

の二年目。長崎に何を感じ、何を考えるかをテ

ーマに「長崎宝箱計画」を提案し一年目を終了

しました。 

様々な観光要素がある長崎を宝箱に例え、足

りない物や事を埋めて、誰が行っても楽しめる

長崎にしようという「長崎宝箱計画」、少しで

も実現に向けて、具体的な計画へ持っていこう

と始まった二年目でした。 

結果としては、大道芸フェスタを長崎で行う

には、資金の問題が大きく、塾の活動レベルで

は実現するには困難であり、それよりも、スト

リートアーティストの自由な表現の場を提供す

るための仕組み作りの提案を行うこととなりま

した。今後も自主的な活動は続けていく予定で

す。 

軍艦島チームも、軍艦島が世界遺産候補とな

ったことで、注目を浴びることは間違いなく、

単なる軍艦島の PR というより、世界遺産とし

ての軍艦島と長崎との関係というテーマに変更

し、在京長崎人が知らなかった、軍艦島の現状

を伝えるイベントを行うことで、世界遺産候補

軍艦島を広めてもらうことにしました。 

また、長崎の食についても、在京長崎うまか

もん塾が作成した「長崎ちゃんぽんのススメ＠

江戸」の改訂版を製作しました。これは、東京

でのちゃんぽん情報について、問い合わせも多

く、紹介していたが、閉店した店も多く、情報

が混乱するので、改訂版を出すことにしまし

た。いずれにしても、東京で長崎出身者に塾で

考えたことを伝え、広めていくやり方に変更し

ましたが、軍艦島トークイベントは大きな反響

があり、長崎を広める機運が高まったといえま

す。 

■ 塾の目的 ■ 

昨年度は、東京から見てもっとこんな点が改

善されればよくなるとか、こんなところが足り

ないという提案を中心にした活動でしたが、本

年度は、その実現に向けて、在京長崎人の方々

にも共感していただけるように、宝箱計画を認

知していただくと共に、東京で長崎のことを広

める機運を高めるような機会と場を設けること

を目的としました。 

■ 塾の研究・活動内容 ■ 

塾のメンバーを「軍艦島チーム」と「大道芸

チーム」に分け、軍艦島チームは世界遺産候補

になったこともあり、2015 年以降の軍艦島の

PRについて考えました。 

そして、現在の軍艦島を在京長崎人に知って

いただき、広めていただくイベントを行いまし

た。 

大道芸チームは「なぜ長崎に大道芸が必要か」

について話し合い、提案書を作成しました。ま

た、長崎の食べ物の普及として、「在京長崎う

まかもん塾」で作成した「長崎ちゃんぽんのス

スメ＠江戸」の改訂版を製作しました。 

■ 塾活動の成果 ■ 

昨年度の活動から、本年度は具現化に向けて

の活動としました。昨年度の塾活動を通じて、

本年度は新しい長崎紹介活動が生まれています。

４月には、毎年行われる長崎ビードロ会主催の

六郷土手での長崎ハタ上げ大会に、東京ヘブン

－ 74 －



アーティストに登録されているストリートアー

ティストを招聘し、大道芸の楽しさを知ってい

ただきました。 

８月には、塾生の一人で軍艦島のオーソリテ

ィーでもある黒沢氏が、廃墟としての軍艦島で

はなく、長崎観光とつながる軍艦島の魅力を伝

えた「軍艦島入門」を出版しました。 

 

10月には、同じく塾生で調理人の小川氏が、

渋谷で長崎の料理を紹介するイベント「ながさ

きごはん」を開催し、現在も定期的に行ってい

ます。同じく 10月には、三軒茶屋の「三茶 de

大道芸」を見学しました。あいにくの雨で大幅

に縮小されながらも、演技場所は大勢の観客に

囲まれて盛況でした。プロデューサーの橋本氏

とお会いし、「長崎で大道芸」に賛同していた

だきました。 

 

1 月には、軍艦島チームの成果発表として、

二日間に渡り軍艦島トークイベントを行い、約

60 人の東京に住む長崎人を中心に、現在の軍

艦島を紹介し、参加者の方々と共に軍艦島を今

後の資源としてどうすればよいか話し合いまし

た。その後、小川氏による故郷のソウルフード

であるトルコライスを食べながら、長崎の話で

盛り上がりました。東京で、新しい観光施設と

しての軍艦島を口コミで広めようということで

イベントを終了しました。 

 

 

終了後の反響は非常に大きく、「在京で、こん

なに長崎のことを考えている人達がいる」とい

うことを皆さん喜んでおられました。イベント

終了後も、塾生の打ち上げに参加したいという

参加者もおり、遅くまで長崎について語り合い

ました。 

感・考・塾は本年度で終了ですが、このよう

な、長崎を熱く思ってくださる在京長崎人のネ

ットワークを、今後も広げていきたいと考えて

います。 
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在京長崎・感・考・塾 活動記録 

日  時 場  所 内   容 

平成 25 年 

4 月 29 日 

(祝・月) 
六郷土手 長崎ハタ揚大会に大道芸人招聘 

5 月 22 日(水) 市政会館 5F 会議室 長崎市長 意見交換 

6 月 6 日(木) 市政会館 5F 会議室 第一回定例会 

7 月 10 日(水) 
日比谷図書会館 

セミナールーム 
第二回定例会 

8 月 1 日(木)  塾生による「軍艦島入門」出版 

8 月 26 日(月) 市政会館 5F 会議室 第三回定例会 

9 月 28 日(土)  塾生による「ながさきごはん」開催 

10 月 2 日(水) 

市政会館 5F 会議室 第四回定例会 

蔵前 
倉庫をリノベーションしたバックパッカーホテル

「Nui」を視察 

10月 13日(日) 代々木公園 
有志にて、来て・見て・食べて・感動 九州物産展

2013 見学 

10月 20日(日) 三軒茶屋 大道芸見学 

11月 11日(月) 市政会館 5F 会議室 第五回定例会 

12 月 9 日(月) 市政会館 5F 会議室 軍艦島チーム分科会 

平成 26 年 

1 月 13 日 

(祝・月) 

日比谷図書会館 

セミナールーム 
第六回定例会 

1 月 25 日(土) 人形町三日月座 第一回軍艦島トークイベント 

1 月 26 日(日) 人形町三日月座 第二回軍艦島トークイベント 

2 月 12 日(水) 
日比谷図書会館 

セミナールーム 
第七回定例会 

3 月 21 日 

(祝・金) 
ベルナード観光通り 

長崎伝習所まつり 

調査内容パネルの展示、クイズなどを実施 
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●軍艦島チーム活動報告● 

 

2009年から観光上陸が始まった端島、通

称“軍艦島”は長崎の観光地の中でも最も新

しいもののひとつです。観光上陸開始直後は

メディア等でも“ガッカリ観光地”になるの

ではないかと揶揄されたりもしましたが、今

では毎年 10 万人が訪れる程の人気スポット

です。 

更には、2015 年に文化遺産として世界遺

産への登録が見込まれている「明治日本の産

業革命遺産」の顔のような役割も担っていま

す。 

 

 

住宅棟側から見た軍艦島 

 

一方で軍艦島を人気スポットに押し上げた

のが、いわゆる“廃墟マニア”と呼ばれる層

であったという点で、これまでの長崎の観光

地とは異質な存在でもあります。 

 

そこで、感・考・塾軍艦島チームでは軍艦

島を中心とした長崎観光について考察し、従

来とは別の切り口から廃墟ファンや産業遺産

ファンにもよりアピールできる長崎観光の可

能性について検討することにしました。 

 

■上陸しない軍艦島観光：辻川智子 

辻川さんからは軍艦島がキレイに見えるス

ポットを紹介する「上陸しない軍艦島観光」

という案が出されました。軍艦島に絡めて他

の地域を紹介することで実際に足を運んでも

らい、軍艦島観光を市内の他の地域の活性化

にもつなげることができないだろうかという

提案です。 

例えば、野母崎の高浜海水浴場からは真正

面に軍艦島を望むことができ、時期によって

は軍艦島に夕陽が沈む情景にも巟り会えます。

写真が趣味の方たちにとっては、絶好の撮影

ポイントと言えるでしょう。 

 

高浜海水浴場からの夕景(6月上旬) 

野母崎一帯では、その他にも国道 499 号

線沿いの夫婦岩や権現山などのビューポイン

トがあります。少し変わったところでは、難

易度は上がりますが、学校側を正面に望む中

ノ島なども面白いかもしれません。また高浜

に近接する「海の健康村」では、温泉につか

りながら軍艦島が眺められるようになってい

ます。 

この案についてのディスカッションでは、 

・水上航路を復活して遠目で見せる 

・五島航路で見せられないか 

・工場夜景ツアーとの組み合わせはどうか 

・空からの観光を企画できないか 
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などの意見が出されました。 

これらをまとめて、「軍艦島ベストビュー

スポットマップ」を製作して配布するのがい

いのではという意見でした。 

 

■ 3Dシアター：渡邉香織、田村由樹 

近年では、運行率・上陸率もかなり上がっ

てきていますが、予約を入れていても天候が

崩れると出航すらできないことがあるのが軍

艦島観光の弱点です。そこで上陸できなかっ

たときのフォローが大切になるのではないか

と考えました。 

3D の大型映像(あるいは 360 度スクリー

ン)を鑑賞できるような設備があれば、上陸

できなかった時でも軍艦島上陸を疑似体験で

きます。非見学エリアも含め 15 分程度の映

像にまとめた 3D 映像を体験できれば、それ

なりの満足感を持って帰ることができるので

はないでしょうか。(もちろん上陸できなか

った時は無料です。)  

また併せて、香焼や女神大橋など違う長崎

を紹介してもいいかもしれません。 

場所は大波止のターミナル内に設置できれ

ばというのが理想です。 

シアターだけでなく資料館を併設するなど

して、施設として発展させることも検討しま

した。イメージとしては高島にある石炭資料

館のようなものです。写真展のようなパネル

展示に加え、島全体の模型や石炭のサンプル、

炭鉱で使われている用具などを展示します。 

さらに 坑道や部屋を再現した空間がある

と臨場感がでます。タブレット端末やスマー

トフォンをかざして、自由に解説を観たり聴

いたりできる仕組みがあると便利です。 

 

高島の石炭資料館 

カフェスペースを併設して、例えば石炭を

練りこんだパンのサンドイッチや真っ黒いカ

レーなどの軽食にこだわるとちょっとした満

足感があるかもしれません。お土産物スペー

スも用意したいです。(軍艦島饅頭は県外の

人はぜひとも抑えておきたいアイテムかも。) 

修学旅行コースに組み込めるような施設に

して、県外からも人を呼びたいです。 

 

■アーカイブがキーワード：松本宗大 

松本さんは、自身の上陸体験から「軍艦島

はその歴史を知っていた方が面白い」という

ことで、軍艦島についてのアーカイブを充実

させる事が大事ではないだろうかという提案

が出されました。 

現在は野母崎に軍艦島資料館、高島には石

炭資料館、民間でも三菱資料館があります。

三菱資料館は、実際に足を運んでみて、得る

ところも多かったそうです。 
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三菱資料館 

3D シアターの提案とも重なる部分があり

ますが、やはり資料館のようなものを充実さ

せることが大事かと思われます。 

一方で、軍艦島は閉山直後に坑道等を自分

たちで取り壊していて、実物が残っていない

のが残念だという声もありました。 

軍艦島そのものの保存については、一部の

建物には保存のために手を入れるということ

で検討されているものの、それ以外は日々風

化していく運命です。その風化していく姿を

アーカイブとして残していくことも大事だと

いう意見もありました。長い目で見ればその

変化のプロセス自体もまた軍艦島の魅力とい

えるかもしれません。 

いずれにしても軍艦島から歴史を取り去っ

てしまえば、それは単なる巨大な廃墟に過ぎ

ません。アーカイブを充実させて共有してい

くことが、軍艦島の魂を受け継いでいく事に

つながるのではないでしょうか。 

 

■行事とリンク：執行祐介 

執行さんは、「長崎らしさと言えばおくん

ち。軍艦島を観に来た人にもぜひ見て欲し

い」という意見をお持ちで、パンフレットを

製作して関東での認知度 UP につなげたいと

いう案が出されました。 

 

 

■軍艦島特別公開と長崎再発見の旅 

黒沢永紀 

黒沢さんは、過去 10 年に渡り産業廃墟映

像制作ユニット“オープロジェクト”で、軍

艦島を題材にした DVD、WEB、iPhone／

iPad アプリ、写真集等を発表し続けている

軍艦島のオーソリティーです。昨年（2013

年）も『軍艦島入門』（実業之日本社刊）を上

梓しました。 

その黒沢さんからの提案は、“軍艦島特別

公開と長崎再発見の旅”です。 

軍艦島をより深く理解すると同時に、世界

遺産で注目を浴びる産業遺産を見学するヘリ

テージ・ツーリズム 

、そして長崎の既存 

の観光地を軍艦島の 

視点から見る軍艦島 

を中心にした新しい 

ストーリー作りによ 

る長崎観光の提案で 

す。 

軍艦島に関しては、 

住宅棟や学校など一般の観光上陸では立ち入

ることのできないエリアを公開し、一般の観

光客にもより深い軍艦島体験ができる道を切

り開こうというものです。 

NPO法人 J-heritage主催の見学ツアー（2012） 
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過去には NPO 法人 J-heritage の主催で、

長崎市職員の立合いの下に非公開エリアの見

学ツアーが特例的に実施されたこともありま

すが、同様なツアーの定期的な開催を目指し

ます。 

崩壊が進行中の建物群ですので、安全性の

確保は必須で、見学できるエリアの選別、ま

た上陸前のレクチャーなどが課題と言えま

す。 

案内は黒沢氏本人、軍艦島を NPO 法人世

界遺産にする会理事長の坂本道徳氏、および

先述の NPO 法人 J-heritage のスタッフが

務めることを想定しています。 

産業遺産に関しては、九州最後の炭鉱であ

る池島を見学し、軍艦島にはほとんどない炭

鉱施設がふんだんに残る池島を見学すること

で、軍艦島の体験を補完すると同時に、ヘリ

テージ・ツーリズムの真髄を味わってもらう

ことができます。 

更に、出島・大浦天主堂・グラバー邸など

の既存の観光スポットと軍艦島を関連づけ

(実はこれらは軍艦島とおおいに関連性があ

る)、軍艦島を中心とした新しい長崎の観光

の形を作り上げて、従来は軍艦島だけ見て帰

ってしまう観光客に、より興味を持って長崎

に長く滞在してもらう提案です。 

なお、現在旅行代理店と商品化の可能性に

ついて協議を進めています。 

 

■産業遺産観光の拠点作り：山内 悟 

軍艦島のような産業遺産に興味を持つ層に

向けて特化した観光拠点の提案です。 

長崎には軍艦島以外にも様々な産業遺産が

残されています。「明治日本の産業革命遺産」

の構成資産である小菅修船場や北渓井坑、ポ

スト軍艦島として近年注目を集めている池島。

少し視点を広げると立山防空壕跡や、長崎市

内ではありませんが針尾の無線塔等々。 

そのような「観光地」を楽しんでもらうた

めの拠点について考えてみました。 

建物は工場跡あるいは倉庫などをリノベー

ションして再利用し雰囲気を大事にします。 

施設としては次の３つで構成されます。 

・カフェ：資料館のような役割のものにし

て、産業遺産関連の書籍や映像を集め、

自由に閲覧できるようにします。 

また食器やメニュー等も、例えば軍艦

島にあった厚生食堂のものを復刻するな

ど趣向を凝らします。 

・ギャラリー：廃墟ファン、産業遺産ファ

ンはカメラとの親和性が高い傾向にあり

ます。そこで作品の発表の場としてギャ

ラリーを提供します。写真展の他にもセ

ミナーや地元のクリエイターのワークシ

ョップ、あるいはパーティーなどに活用

します。 

・ドミトリー：バックパッカーなどに愛用

されている、アメニティーを簡略化した

宿泊施設です。バス、トイレなどは共用、

部屋も大部屋です。低料金で宿泊できる

ので、若い人でも連泊することが可能で

す。 

 

浅草橋 NUI 

ちなみに都内で倉庫をリノベーションして
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経営しているドミトリーを取材したところ、

業態の転換による耐震工事で 8,000 万円＋

内装工事で 1,600 万円かかったそうです。

初期費用として約1億円ほど必要になるよう

で、なかなかハードルは高そうです。 

 

■軍艦島トークイベント＠人形町三日月座 

2014年 1月 25日、26日の両日、各回

定員 25 名で軍艦島についてのトークイベン

トを行いました。在京の長崎出身者及び長崎

に興味がある人に向けて、なぜ軍艦島が注目

を集めているのかを知ってもらおうというイ

ベントです。 

当日の進行は以下のとおり 

・長崎市東京事務所の橋さんの挨拶 

・田尾塾長から塾についての説明 

・黒沢さんより軍艦島についての解説 

・山内より塾の活動報告 

・会場との意見交換 

 

黒沢さんによる解説 

この他に池島を題材に撮影された映画『池

島譚歌』の荻野監督からの挨拶、まだ端島が

現役だった時代の写真を撮影された宅島さん

から軍艦島の写真展の案内など盛り沢山のイ

ベントとなりました。 

イベント終了後は会場併設のカフェで、塾

生の小川さんの手によるトルコライスを囲ん

での懇親会でした。懇親会中もいろいろと質

問を受け、有意義な集まりとなりました。 

 

小川さんの手によるトルコライス 

懇親会にて 

■活動を終えて 

今年度は昨年度に構想したことの具体化を

念頭にスタートしましたが、結果的にはトー

クイベントの開催に落ち着きました。やはり

当初の目標からすると少々物足りない結果と

なりました。スペシャルツアーの具体化など

はもっと早い段階で動いてもよかったのでは

という意見もありました。 

 

●大道芸チーム活動報告● 

市原 実 片山 六郎 西村 瑞穂 

長崎の新しいイベントとして「大道芸フェ

スタ」を提案しましたが、本年度はその実現

に向けて検討を行いました。しかしながら、 

東京で活躍するストリートアーティストを長

崎に呼ぶには費用の捻出に問題があり、大道

芸イベントではなく、大道芸を日常的に見る

ことができる街づくりにむけて、再度コンセ

プトから考え直しました。 
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■長崎ストリートアーティストパラダイス 

長崎が歴史的に、日本の窓口であった時代、

日本中から勉強のために様々な人々が長崎を

目指しました。現在はその歴史を背景にした

多くの観光客が訪れる観光地となっています。

今回、大道芸グループは、イベントの開催で

はなく、かつての長崎が日本中の憧れの場所

であったように、才能のあるストリートアー

ティストたちが聖地として目指す街にならな

いかということを検討しました。 

ストリートアーティストは屋外で技を披露

しながら投げ銭で収入を得るものです。それ

は老若男女、国籍を問わないエンターテイメ

ントであり、長崎という観光地でパフォーマ

ンスを行うことは、演者にとっても観光客に

とっても非常にメリットがあります。日本の

ストリートアーティストは、道路交通法や都

市公園法などで規制され、自由にパフォーマ

ンスできないでいます。彼らに場所を提供し

てあげることで、長崎を目指すアーティスト

が必ず出てきます。「長崎でストリートパフ

ォーマンスをやること」、これがアーティス

トのステイタスとなり、「目指せ長崎」とな

るに違いありません。 

現在、日本でストリートパフォーマンスで

きる都市は東京しかありません。10 年以上

前から、ストリートアーティストへの場所の

提供を文化事業としてとらえ、「ヘブンアー

ティスト事業」を行っている東京都だけで

す。 

 

 

 

 

 

 

■東京都のヘブンアーティスト事業とは 

 

米国のニューヨークで実施されている制度

を見本に、東京都が協力して、音楽やパフォ

ーマンスなどの大道芸を東京都の公共施設で

自由に披露できるライセンス制度の名称。 

2001年 10月に、先行事業として上野恩賜

公園で内外のアーティストによるストリー

ト・パフォーマンス「テアトル・ド・リュー

東京 2001」を実施し、2002年 4月から 5月末

まで希望者を書類で募集したところ 647件の

応募があり、小沢昭一、上島敏昭、近田春夫、

西田敬一、はかま満緒、萩本欽一、萩原健太、

橋本隆雄、三隅治雄によって、そのうち

2002年 7月 30日～8月 1日までパントマイム

(32組)、ジャグリング(28組)、ダンス(11

組)、日本伝統芸(9組)、アクロバット(8組)

ほか/年齢:16 歳～79 歳/職業:パフォーマー、

学生、会社員、自営業、ダンサー等が参加し

てパフォーマンス部門が審査され、8月 2日

～3日までギター弾き語り(33組)、ポップス

(16組)、民族音楽(8組)、ジャズ(7組)、ア

カペラ・ゴスペル(6組)ほか/年齢:18歳～67

歳/ 職業:ミュージシャン、会社員、フリー

ター、学生等が参加して音楽部門の第 1回審

査が実施された。 

選定されたアーティストにはライセンスが

発行され、ライセンスさえ持っていれば、都

立公園・海上公園(上野恩賜公園、代々木公

園、井の頭恩賜公園、光が丘公園、シンボル

プロムナード公園)文化施設の前庭・広場(都

庁都民広場及び展望室、江戸東京博物館、東

京体育館前広場)都営地下鉄大江戸線(都庁前

駅、新宿西口駅、上野御徒町駅)などの公共

施設の一部を「街のなかにある劇場」として

自由に利用でき、都民が気軽に芸術に親しむ、
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アーティストと観客が交流し、同時に芸術文

化を育む活動の場として提供されることにな

る。ただし、場所によって稼げる場、稼げな

い場の差が生まれ、もめ事の原因になる可能

性があることから、金銭のやり取りは禁止さ

れている。近い将来、それらもめ事の原因が

解決できれば、大道芸に対して投げ銭は許可

されることだろう。 

また、大道芸までお上が管理するのかとい

う意見に対し、石原知事は協力するのであっ

て、管理する気はないという意見を述べてい

る。詳細情報は

URL(http://www.seikatubunka.metro.tokyo.

jp/bunka/heavenartist/index.html)で知る

ことができる。問い合わせは、生活文化局文

化振興部文化事業課(tel;03-5320-7704)であ

る。このような制度が全世界に広がれば、世

界を日銭を稼ぎながら自由に渡り歩く大道旅

芸人が多く登場することだろう。 

※マルチメディアインターネット辞典より 

 

この制度により、都内のいたるところで、

ストリートパフォーマンスを見ることができ

ます。またそれらのアーティストは切磋琢磨

して技をみがき、個性的なアーティストとし

て育っていきます。都内各地で行われる大道

芸イベントも、十万人単位の観客が訪れる規

模となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎は日本の西の端ではありますが、アジ

アの中心と考えれば、外国人の参加も考えら

れます。言語がいらないストリートパフォー

マンスは、そんな長崎にはぴったりのアート

です。 

通常の業務としては、 

1.年に 1 度のパフォーマーの審査、認定 

2.会場使用申請受付(スケジュール管理、調

整) 

3.会場の管理(使用状況の安全、保全管理

等) 

4.広報等(商店街イベントなどへの提案、斡

旋) 

であり、通常は 1～2 名程度の事務員で対応

できると思われます。 

東京のように「市民が気軽に芸術に親しむ、

アーティストと観客が交流し、同時に芸術文

化を育む活動の場として提供されることにな

る。」ようにしたい。 

また、日常的にストリートアーティストが

訪れることで、既存の祭り、イベント時には

相乗効果が起こり、より盛り上がりを見せる

こととなります。また、年に一度のフェスタ

を開催することで、より長崎のストリートパ

フォーマンスに価値がつくことになります。 

東京都内では次のイベントが行われていま

す。 

・杉並区：「高円寺びっくり大道芸」 

・世田谷区：「世田谷アートタウン・三茶Ｄ

Ｅ大道芸」 

・町田市：「町田大道芸」 

また、近郊でも次のイベントが行われてい

ます。 

・日立市：「ひたち国際大道芸」 

・つくば市：「アートタウンつくば大道芸フ

ェステバル」 
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・宇都宮市：「うつのみや大道芸フェステバ

ル」 

・千葉市：「大道芸フェステバルＩＮ千葉」 

・横浜市：「野毛大道芸」   等々 

世田谷アートタウン・三茶DE大道芸は20

万人以上の人出があり、野毛大道芸は 150

万人の人出があるといわれています。 

 

「長崎で」という価値を付けることで、才

能が集まり、その才能によって観光客が増え

る。またそれによってアーティストの能力が

あがり、相乗効果によるスパイラルのような

盛り上がりになると思われます。 

九州ではまだどこも行っていません。「長

崎ストリートアーティストパラダイス」の実

現をのぞみます。 

 

 

 

 

●「長崎ちゃんぽんのススメ＠江戸」の改訂

版作成について● 

 辻川智子 田尾正行

 

 

感・考・塾では、昨年の提案で、目に見え

る長崎の美味しさとして、～「目に見える『食』

の美味しさ」「朝市・夜市で『食』の文化大

革命を!」～を提案しましたが、東京で見える

長崎の食は、やはり「長崎ちゃんぽんと皿う

どん」ではないでしょうか。 

その他の長崎料理については数が少なく、

五島うどん、長崎和牛、長崎産の鮮魚を扱っ

ている店は存在しますが、まだまだ少ないで

す。 

トルコライスを出す店も多少ありますが、

大阪や神戸タイプのトルコライスが多く、長

崎風は多くありません。長崎の食の紹介につ

いては、塾生の小川氏が、「ながさきごはん」

という長崎の食を紹介するイベントを始めら

れました。今後の長崎料理の広がりを期待し

たいです。 

「長崎ちゃんぽんと皿うどん」については、

2 年前に在京長崎うまかもん塾で製作した 

「長崎ちゃんぽんのススメ＠江戸」がありま

すが、この 2 年で閉店する店があったり、味

に変化があったりして、正確な情報ではなく

なっていました。 
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また、すでに冊子そのものがほとんどあり

ませんでした。感・考・塾では、データとし

て保管し、インターネット上でダウンロード

できるようにしていますが、現在でも在京長

崎人には非常に人気があります。 

今回は製作時のメンバーが感・考・塾に残

っており、長崎の食ということで改訂版を発

行することにしました。今後も情報として発

信できるようにしたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●塾生の感想文● 

■「在京長崎・感・考・塾」に参加して 

渡邊香織 

  

感・考・塾の定例会では、長崎大好き人間

が集まり、思う存分に長崎の魅力を語り合う

ことができました。長崎弁で話す地元ネタで

は大いに盛り上がり、関東にいることを忘れ

るほど楽しく有意義な時間で、故郷長崎の魅

力を再確認できる良い機会となりました。 

関東に暮らしてみて、長崎の魅力がまだま

だ認知されていないことを知り、今後も感・

考・塾のような地道な情報発信活動が重要な

役割を持っていると感じています。今回行わ

れた「軍艦島トークイベント」についての打

ち合わせでは、軍艦島の歴史と魅力に加えて、

観光客の取り込みや、長崎での宿泊日数延長

や、定番の観光地以外の魅力発見などについ

ても熱く語り合われ、長崎を離れてみてわか

る長崎の魅力満載の話し合いとなりました。 

今回の「軍艦島トークイベント」は、東京

から長崎の魅力を伝える新しい情報発信のネ

タとなり、今後、故郷長崎の活性化に繋がっ

ていく活動になった事と思います。私自身は、

この一年の集大成であるイベント当日は、思

わぬ入院で欠席となり、残念な思いをいたし

ました。まだまだやり残した事がたくさんあ

り、今後も故郷長崎を盛り上げるこの様な活
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動を続けていきたいと思います。感・考・塾

には長崎出身の塾生だけでなく、長崎をこよ

なく愛する他県出身の塾生仲間の存在もあり、

長崎出身者より長崎に詳しい姿に大変刺激を

受けました。今は感・考・塾のメンバーの一

員として参加させていただけたことに感謝の

気持ちでいっぱいです。  

長崎市役所の橋様をはじめ、田尾塾長、メ

ンバーの皆様には大変お世話になりました。 

一年間ありがとうございました。 

 

 

■「在京長崎・感・考・塾」に参加して 

久松 絵理 

2013年の春。知人からのご縁でこの塾の

事を知りました。上京して 15 年。離れてみ

て長崎への思いがより強くなり、長崎の文化、

魅力をどうやって広めていけるのだろう？も

っともっとたくさんの方々に伝えていきたい

なという思いを常に持っていました。就職の

タイミングで休みが変わり、残念ながら定例

会には参加できませんでしたが、この塾を通

し、改めて長崎の事を考えられた1年となり

ました。 

幼い頃、家族と行っていた鯨ヶ浜海水浴場

から見えるコンクリートに囲まれた島、近そ

うで遠く、泳いで行けるのかなー？子供心に

丌思議な感覚を持っていました。それが『軍

艦島』(端島)。そんな魅力ある島をテーマに

行われたこの塾の集大成の軍艦島トークイベ

ントは、どうにか参加する事ができ、軍艦島

について普段聞けないような貴重な話をして

いただきました。参加していただいた在京の

長崎出身の方々もみんな盛り上がっていたと

思います。 

トークイベント終了後は長崎名物、『トル

コライス』で更に長崎色満載のイベントとな

りました。このソウルフードも東京ではなか

なか出会えない一皿！とても楽しいひと時で

した。 

私はずっと飲食の仕事をしていますので、

これからも長崎の食文化をもっと感じ・考

え・伝えていくことができればと思っていま

す。長崎のお料理とワインのマリアージュな

ど、考えてみるのも楽しいかなと思います。

この塾に参加させていただいた貴重な一年に

感謝しています。 

ありがとうございました。 

 

池島譚歌の荻野監督もイベントに参加 
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在京長崎・感・考・塾 

塾長 田尾 正行 

1 市原 実  21  41  

2 入谷 亮平 22  42  

3 上田 有利 23  43  

4 上田 孝充 24  44  

5 小川 真 25  45  

6 片山 六郎 26  46  

7 黒沢 永紀 27  47  

8 執行 祐介 28  48  

9 田村 由樹 29  49  

10 辻川 智子 30  50  

11 長野 正毅 31  51  

12 成田 花緒里 32  52  

13 西村 瑞穂 33  53  

14 野崎 麻子 34  54  

15 久松 絵里 35  55  

16 藤田 茂 36  56  

17 前田 卓郎 37  57  

18 松本 宗大 38  58  

19 山内 悟 39  59  

20 渡邊 香織 40  事務局員 
東京事務所 

橋 史賢 

 

 

－ 87 －



 

 

 

－ 88 －


