どんな人が申し込めるの？

1 年間の予定は？
5 月 16 日（月）

開所式開催

長崎市内にお住まいか、通勤・通学されてい
る方で、長崎をこよなく愛し、塾活動だけでな
く、長崎伝習所全体で行う活動にも積極的に参

19:00～

場所 長崎県勤労福祉会館講堂
（長崎市桜町 9-6）
※終了後、第 1 回塾会議を開催。塾長、塾
生の顔合わせと活動予定の協議がありま
すので、ぜひご出席ください
↓
5 月～3 月 「塾」活動
※各塾により活動頻度、時間帯等は異なり
ます。概ね月に１、2 回の頻度で活動さ
れることが多いようです。
↓

加していただける方です。

申込書に必要事項を記入し、長崎伝習所事
務局へご提出ください。E-mail、郵送、FAX
でも受け付けます。申込書はホームページか
らダウンロードできます。
「長崎伝習所」で検
索！
（E-mail で送信後 3 日以内に返信がない場合
はお問合せください。)
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塾生申込書
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提出日 平成 28 年

長崎伝習所キャラクター
“denden“

●

月

長崎伝習所って何？
市民と行政が連携して、まちづくりのための人
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、昭和 61 年から活動しています。
名称は、幕末期に長崎に設置された「海軍伝習
所」や「医学伝習所」などに由来しており、多く
の人材を輩出した輝かしい歴史に学ぼうという意

●

日

味が込められています。

希望する塾名に ○印をつけてください（※複数の塾への申し込みはできません）

「塾」って何？

参加希望

（

）アートマニアながさき塾

（

）わが町公園 de 元気塾

の 塾 名

（

）長崎びわ感動塾

（

）高島グラバー別邸調査・研究塾

（

）野母崎 夢塾

（

）長崎こども社中塾～空き家 de こどもの城づくり～
年齢

フリガナ

氏 名
住 所
連絡先

性別
歳

〒

職業

男 ・ 女

－

TEL(自宅)

TEL(携帯)

E-mail

@

「塾」活動はどんな形で行うの？
「こんなことしたい！」と手を挙げた方が塾長
(リーダー)となり、塾長を中心に、一般公募で集
まった塾生と一緒に、活動のスケジュールや役割

塾活動への抱負、
塾長へのメッセージ、
自己ＰＲなど

あればご記入ください

「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。
長崎のまちづくりにつながる様々なテーマにつ
いて、塾長と、テーマに興味があったり、趣旨に
共感、共鳴したりして塾生として集まった市民の
皆さんが、自由な発想と創意工夫で、魅力的なま
ちづくりを進めていくための調査研究などを行う
ものです。

FAX

申込の動機、

これまでに「塾」経験が

塾生 大募集！

長崎伝習所の「塾」は、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う場です。
平成 28 年度は、市民の皆さん自身が企画した 6 つの塾
で一緒に楽しく活動していただける塾生を募集しています。
（塾の詳細については、中面をご覧ください）

長崎伝習所事務局へお願いします。
〒850-0022
長崎市馬町 21-1 市民活動センター内
TEL095-829-1125、FAX095-829-2925
E-mail
denshusho@city.nagasaki.nagasaki.jp

平成 29 年 3 月末までです。

●

長崎伝習所

申し込み、問い合わせはどこに？

申し込みはいつまで？

●

28 年度

申し込み方法は？

10 月中旬 「塾」活動中間報告会
↓
3 月末 成果報告会（長崎伝習所まつり）

●

平成

年度

塾

年度

塾

＊ボランティア活動保険加入の際に必要ですので、フリガナ、年齢、性別は必ずお書きください。

分担、塾活動の約束ごとなどを決めて、楽しく研
究や実践活動などをします。

平成

塾長 内藤修子

◆塾の目的
多くの市民とアートの楽しみ方を共有し、市民と長崎の文化とのつな
がりを深めます。イベントをする際にもチラシやマップをもっと身近な
ものとして作り、どの場所から歩いてもアート展示がつながり、市民が
話しながら歩け、コミュニティを広げていくようなやり方をしていきま
す。
◆活動内容
こども達に平和への思いを伝えるためのアートイベントの実施。
期間を限定して、アート作品を展示し、その展示場所のマップを作成
し、そのマップを手に、まちを巡るアートイベントの実施。
◆塾生対象者
絵画やアート活動に興味がある方。地域の方と親しみたい方。長崎を
活気つけたい方。年齢、性別、資格は問いません。
◆塾の活動予定
毎月 1～2 回の定例会、年数回のイベントの実施。
定例会の日程などについては、塾生の皆さんと話し合って決めます。

28 年度の

塾

アートマニアながさき塾

長崎びわ感動塾
塾長 井上智子

を紹介！
野母崎 夢塾
塾長

三浦豪介

◆塾の目的
５０年後の野母崎の未来像をさぐり、そこにたどり着くためにこれか
らどうしていけばいいのかを考えます。水産、農業、商工業の産業はそ
れぞれの産業に任せることにして、この塾では野母崎でしかできない楽
しみ方、遊び方、暮らし方をみつけだし、場合によってはそれを検証し
つつインターネットなどを使って発信し、野母崎で暮らしてみたいとい
うファンを作り出すきっかけをつくることが目的です。
◆活動内容
野母崎の自然を活かした遊び、暮らし、文化活動などを実践。
５０年先の魅力ある町をめざしそこに到達するための夢の計画書を可
能なら冊子にまとめ野母崎地区の魅力を発信します。
◆塾生対象者

◆塾の目的
長崎は、びわが日本で初めて伝来した土地であり、生産量は日本一。
その果肉は、とても美味しく主に生食で食しますが、他に活用法がない
かを探ります。また、その実の６５％（皮、種、へた）は廃棄されてい
ます。びわをあます事なく活用する方法を考え合い、勉強し、広めてい
き、特に「びわで健康」の部分にクローズアップして発信していきます。
びわの万能性を多くの塾生と研究していき、市民の皆様に提案し、びわ
栽培の振興にもつながるように活動します。
◆活動内容
びわの「歴史」、
「栽培」、
「利用法」研究活動。
長崎のびわの PR をし、広く認知されるように活動します。
◆塾生対象者
長崎のびわに興味があり、びわが大好きで、一緒に学び、広めてくだ
さる方。年齢、性別、資格は問いません。
◆塾の活動予定
月 2 回程度の定例会。びわに関する講座の実施。
定例会の日程等については、塾生の皆さんと話し合って決めます。

野母崎地区にお住まいの方。夢があることと自然が好きな方。
野母崎地区や長崎市を愛する方。年齢、性別、資格は問いません。

高島グラバー別邸
調査・研究塾

◆塾の活動予定
月 1 回程度の定例会。年数回のイベントや講演会の実施。
定例会の日程等については、塾生の皆さんと話し合って決めます。

わが町公園 de 元気塾
塾長 吉村正春

塾長 浅尾賢次
◆塾の目的
高島の歴史的遺産の一つであるグラバー別邸（跡）の調査研究を行い
ます。特にグラバー氏の業績で幕末から明治初期にかけて石炭エネルギ
ーの力が日本の近代化に及ぼした影響を考察、高島炭鉱の存在がグラバ
ー別邸の存在に結び付いたであろう事実を北渓井坑と結び付け高島の価
値を多くの人々に知っていただき、その結果高島来島者の増加と町の活
性化につなげることを目的とします。
◆活動内容
グラバー別邸復元に向けての調査・研究。
グラバー別邸を使った高島の活性化の研究。
◆塾生対象者
長崎の歴史に興味がある方。建物等の知識がある方。
フットワークが良く調査等に比較的時間が取れる方。
高島地区を応援する方。年齢、性別などは問いません。
◆塾の活動予定
月 1～2 回の定例会。別邸の関連資料等の集約。
定例会の日程等については、塾生の皆さんと話し合って決めます。

長崎こども社中塾
～空き家 de こどもの城づくり～
塾長 大西博子
◆塾の目的
長崎は坂や階段が多く、そこに存在する空き家は住宅としては不向き
ですが、時々行く「遊び場・体験館」となれば、その環境も楽しめるの
ではないかと考えます。長崎のこどもたちが、
「静」と「動」を基本とし
た体験活動を楽しみながら、考え、行動し、礼儀を学び、ふるさと長崎
で育ったことを誇りに想う心をもって健やかに成長していくことができ
るよう、様々な体験活動を創出することを目的とし、町の活性化を目指
します。
◆活動内容
こどもを取り巻く現状などについてニーズ調査。
こどもたちを対象とした体験イベントの実施。
◆塾生対象者
情報発信が得意な方。この活動に興味がある方。
こどもが好きな方。年齢、性別、資格は問いません。
◆塾の活動予定
月 1 回程度の定例会。年数回のイベントや講演会の実施。
定例会の日程等については、塾生の皆さんと話し合って決めます。

◆塾の目的
充実した生涯を過ごすためには、心身共に健康であることが必要であ
る。その為にはスポーツ、趣味に取り込むことも大切であるが、多くの
人が公園等で体験したことがある「ラジオ体操」をキーワードに様々な
運動の形態に取組み市民への普及、健康増進に寄与し、元気な地域・長
崎市民を目指す。
◆活動内容
ラジオ体操プラス健康づくり体操の調査、研究。
ラジオ体操講習会の実施。
ホームページの内容充実、更新。
長崎市内のラジオ体操マップの更新。
◆塾生対象者
ラジオ体操に興味がある方。年齢、性別、資格は問いません。
フットワークが良い方（現地研修など朝が早い）
◆塾の活動予定
月 1～2 回の定例会。年数回のイベントの実施。
定例会の日程等については、塾生の皆さんと話し合って決めます。

テーマや活動内容が気になった人は、ぜひお申し込みを！
一緒に楽しく活動しましょう♪

