
【歴代の塾】（令和２年度）令和高島未来塾 長崎トラフグ応援隊塾 のもざき自然塾 ながさき未来塾 長

崎・野母半島パワースポット発信塾（令和元年）ながさき こと（言）・おと（音）塾 ながさき未来塾 のも

ざき自然塾 ながさきドローン塾 長崎・野母半島パワースポット発信塾 （平成30年）ながさきドローン塾 

街道再発見塾 ネットワーク型高島地域創造塾 和華蘭研究塾 長崎・野母半島パワースポット発信塾（平成29

年）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 ～ アースダ

イバー琴海塾 和 華蘭（わ

からん）研究塾～ 長崎よか

もん再発見～（平 成28年）

アートマニアなが さき塾   長崎びわ感動塾 高島

グラバー別邸調 査・研究塾 わが町公園de元気塾 

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～ 長崎検定塾～もっと長崎ば知ろう～（平成27

年）コントラクトブリッジ塾 アートマニアながさき塾 長崎ビワ感動塾 高島グラバー別邸調査・研究塾 わ

が町公園de元気塾 東京で長崎－ッ！と叫ぶ塾 長崎検定塾～もっと長崎ば知ろう～（平成26年）キリスト教関

連遺産調査塾 コントラクトブリッジ塾 東京で長崎－ッ！と叫ぶ塾（平成25年）ながさきで物語をつくろう塾 

長崎 町おもい塾 キリスト教関連遺産調査塾 東京出島塾 在京長崎・感・考・塾（平成24年）長崎の町ねこ

調査隊塾 孫文・梅屋庄吉と明治大正長崎事情塾 ながさきで物語をつくろう塾 東京出島塾 在京長崎・感・

考・塾（平成23年）ナガサキポルトガルシルシル塾 長崎ビューポイント探訪塾 坂のまち長崎なのに自転車塾 

孫文・梅屋庄吉と明治大正長崎事情塾 長崎の町ねこ調査隊塾 在京長崎うまかもん塾（平成22年）「ながさき

ポルトガル」知る知る塾 長崎ビューポイント探訪塾 川さるく 森川里海塾 長崎洋館音楽舞踏塾 発見！な

がさき遺産塾 「龍馬伝と幕末人物」塾 在京長崎うまかもん塾（平成21年）川さるく 森・川・里・海 塾 長

崎洋館音楽舞踏塾 発見！ながさき遺産塾 発見！実現！体験楽習塾 「エコ名人を探せ！」塾 「龍馬伝と幕団塾～長崎を外から見る～（平成20年）発見！実現！体験楽習塾 おはなし音楽塾～親子で楽しむ音楽ものがた

り～ 「エコ名人を探せ！」塾 長崎うんすんかるた塾 新長崎市の史跡探訪塾 長崎ＥＳＴステークホルダー

会議塾 ながさき・ぶらんど物語（イノベーション）塾 ＣＭ伝塾（平成19年）塾長崎うんすんかるた塾 新長

崎市の史跡探訪塾 長崎ステークホルダー会議塾 CM伝塾 ながさき・ぶらんど創新（イノベーション） 残

しておきたい長崎ポートレート塾 長崎 月の文化研究塾 舞台裏おじゃま塾 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～ 市民オブジェ塾 パートナーシップ塾 長崎出島楽坊塾（平成18年）ちょい

わる団塊世代の面白発見塾 長崎 月の文化研究塾 舞台裏おじゃま塾 長崎の産業文化今昔物語塾 長崎弁研

究塾 メディエーション研究塾（対話による問題解決術） 市民オブジェ塾 パートナーシップ塾 長崎出島楽

坊塾（平成17年）長崎の産業文化今昔物語塾 長崎弁研究塾 メディエーション（対話術）研究塾 長崎チェス

塾 長崎の歴史再発見塾 オブジェ塾 長崎の食 探検塾 生きもの再生塾 生ごみシェイパーズ塾（生ごみ減

らし隊）（平成16年）長崎チェス塾 「いつも青春」塾 長崎の歴史再発見塾 Ｎｏ！ドメスティック・バイオ

レンス塾 長崎まちづくり事業化研究塾 環境ネットワークながさき塾 長崎の食 探検塾 生きもの再生塾 

新・竹取物語塾 生ごみシェイパーズ塾（生ごみ減らし隊）（平成15年）活き活き園芸長崎塾 Ｎｏ！ドメス

ティック・バイオレンス塾 長崎まちづくり事業化研究塾 長崎まちづくり事業化研究塾 長崎ビジネス活性化

塾 環境ネットワークながさき塾 長崎銀細工研究塾 長崎陶芸復興塾 「長崎刺繍」再発見塾 長崎の染塾 

長崎やけんステンドグラス塾 新・竹取物語塾 生ごみシェイパーズ塾（生ごみ減らし隊） 河川環境研究塾 

出島事始め塾（平成14年）２００２長崎サウンドデザイン塾 命とからだ探検隊塾 エコな街づくり研究塾 観

光長崎バリアフリー創造塾 わが町の達人・名人さがし塾 「長崎刺繍」再発見塾 長崎の染塾 長崎やけんス

テンドグラス塾 河川環境研究塾 ごみ夢中塾 出島事始め塾 ２ ０ ０ １女性塾 長崎源木発見塾 長崎ぶ

らぶら踊り塾 ヤンコ踊り塾 バグパイプ塾 （平成13年）観光長崎バリアフリー創造塾 わが町の達人・名人

さがし塾 エコシティ研究塾 歩いて楽しめ長崎まちづくり塾 出島事始め塾 ２ ０ ０ １女性塾 長崎源木

発見塾 くらしと環境研究塾 長崎ぶらぶら踊り塾 ヤンコ 踊り塾 バグパ

イプ塾（平成12年）長崎ぶらぶら踊り塾 バグパイプ塾 ヤ ンコ踊り塾 歩

令和4年度 長崎伝習所 

塾長・塾テーマ募集 

募集要項 

長崎伝習所 

（事務局 長崎市市民協働推進室） 

応募期限 

令和4年 

 １月19日（水）

１７:００必着 



 

 

 

 

 １年間の活動の流れ 

塾長として活動を希望するかたが、

塾活動の企画を記載した応募用紙

を提出し、事務局のヒアリングを受け

てください。 

塾長 

塾企画募集 

令和４年1/19（水） 

長 崎 伝 習 所 運 営 委 員 に よ る 

プレゼンテーション審査です。 

審査会 

２月中旬 

令和3年度の成果報告会の中で、 

令和4年度の塾の紹介も行います。 

伝習所まつり 

3/13（日）（予定） 

「広報ながさき」やホームページ等で

塾生を公募します。 

塾生募集 

3月～4月 

開所式 5月 

塾長と塾生が連絡を取り合い、自主的に 

活動を進めます。 

★塾長会議（2か月に1回程度） 

★中間報告（10月頃） 

★伝習所まつり実行委員会 

 （11月～令和５年3月 3回程度） 

塾活動 

  令和4年5月 

 ～令和5年3月 

【活動成果の発表・報告】 

  伝習所まつり     （開催日：３月下旬） 

  成果報告書     （締切：３月上旬頃まで） 

  成果品の完成    （締切：３月末まで） 

塾活動のスタートです。 

 まちづくりの人材育成とネットワークづくりを行い、長崎の活性化を目指す長崎伝習所（事務局：

長崎市市民協働推進室）は、令和４年度に活動する「塾」の「塾長」と「塾テーマ」を募集します。 

 長崎伝習所の「塾」は、長崎のまちづくりにつながる特定のテーマを定め、塾長を中心とした市民

の皆さんの手で、行政等とも連携しながら、１年間の調査・研究・実践活動を行うものです。 

◆令和３年度 ◆令和４年度 

ま ち づ く り の 研 究 を 行 う 「 塾 長 」 「 塾 テ ー マ 」 を 募 集 し ま す ！ 
 



 

 

 

 

◆応募期限 

 令和4年1月19日（水）17時 必着 
 

◆応募方法 

 応募用紙を長崎伝習所事務局 

  （馬町21-1 市民活動センター内）に持参の上、 

  直接提出してください。 

  （対面でのヒアリングを行いますので、郵送やメール  

   での送付のみでは応募完了となりません） 
 

◆応募用紙の電子データは、長崎伝習所ホームペー 

 ジから入手できます。 

 活動経費について 

 応募方法について 

【報償費】講師や専門家への謝礼金など 【旅費】市外視察研修の交通費など 

【需用費】消耗品費、成果品作成費、印刷製本（複写）費など 【役務費】郵送料など 

【使用料・賃借料】会議やイベントの会場使用料など 

対象経費 

飲食費（茶菓、食材購入、その他飲食）、交際費、記念品等の購入費、塾長・塾生の人件費・謝礼金、塾

長・塾生が所有する施設・物品等の使用料・賃借料、塾長・塾生の交通費（事前に伝習所事務局の承認を

受けた視察研修にかかる交通費を除く）、塾長・塾生個人にかかる経費（チケット・入場券、参考図書類）、

金券・有価証券、備品（塾活動に用いるものでも対象外）、領収書等により使途を明らかにできない経費、そ

の他社会通念上公費支出が適当でない経費 

対象外経費 

上限 ５０万円 

長 崎 伝 習 所 と 塾 長 と の 委 託 契 約 に よ り 実 施。 

5月支払い、年度末精算 
金額など 

◆応募資格 

 市内在住・在勤・在学のかた 

◆公開プレゼンテーション審査会 

 《開催日》令和3年2月中旬 

 《時 間》午後予定 

 《場 所》市役所周辺 

◆審査方法 

 提出書類とプレゼンテーションに基づき、審査委員 

 が各40点満点で評価。平均28点以上で採択。 

◆審査項目と配点 

 <公益性>（5点） 

 活動目的が公金の活用に値し、市民の利益につなが 

 り得るものか。 

 <独創性>（5点） 

 応募者独自の視点や発想があるか。 

 <実現性・整合性>（10点） 

 1年間の活動継続と成果が見込めるか。活動目的と 

 内容は整合するか。 

 <貢献性>（10点） 

 想定される成果が魅力的なまちづくり、地域貢献に 

 つながるか。 

 <費用の妥当性>（5点） 

 活動内容に照らして適当な予算となっているか。使 

 途は妥当か。 

  <継続性・熱意>（5点） 

 伝習所での活動が終了しても継続や発展の余地が 

 認められるか。 

 

 審査について 

◆応募者が「塾長」となり、他の参加者である「塾生」 

 は広報紙やホームページ等で公募しますが、活動 

 の中心を担うメンバーは、塾長があらかじめ確保し  

 ておくことをお勧めします。 
 

◆塾活動は、塾長と塾生の間で役割分担やスケジュ 

 ール等を決定し、自主的に行ってください。 
 

◆年度末には、各塾で作成する成果品、伝習所全 

 体で作成する「成果報告書」及び「伝習所まつり」へ 

 の出展で、成果報告を行ってください。 
 

◆塾活動は審査を経て３年間の継続が可能ですが、 

 毎年度成果報告を行う必要があります。 

 塾生の募集と塾活動について 



 

 

 

 

長崎伝習所事務局（長崎市市民協働推進室） 

【所在地】〒850-0022 長崎市馬町21-1市民活動センター内 

【電話】095-829-1125  【FAX】095-829-2925 

【E-mail】 denshusho@city.nagasaki.lg.jp 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 http://www.city.nagasaki.lg.jp/denshusho/  ▶▶▶▶ 

 応募・問い合わせ 

◆「知る！見る！食べる‼滑石ふるさと歴史塾」 

 滑石の伝統的な行事や祭事を学び、歴史文化 

を次世代に継承するとともに、地元愛を育む 

 

◆「長崎 Baby・Kids LOVERS塾」 

 乳幼児と保護者のための長崎の遊び場・学び場 

を調査して発信し、長崎をより子育てしやすいまちへ 

 

◆「長崎を舞台にショートショート塾」 

 自由にアイデアを出しながら長崎のモノ・コト・ヒト   

を題材とした物語を作成し、長崎の魅力を伝える 

◆「長崎トラフグ応援隊塾」 

 全国有数の養殖トラフグ産地である長崎市での 

 地元消費拡大と知名度アップを考える 

 

◆「ながさき未来塾」 

 中高生及び大学生が、活動を通して、社会に参 

 画するきっかけを作り、未来の長崎を考える 

 

◆「のもざき自然塾」 

 野母崎の自然を調査し、学ぶことで、地域の財産 

 として守り活用していく 

 塾企画の例（これまでの活動から） 

その他、塾の研究成果報告書はこち

らから見ることができます☺ 

 
長崎伝習所 

 資料室▶▶▶ 


