
※新型コロナウイルスの感染拡大等により、下記に記載しているイベント情報が変更になる場合があります。
　 最新の状況につきましては、各問合せ先まで御確認ください。

No 行　　　　事　　　　名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

1 秋の特別企画展～長崎の土人形展～
10/13～12/4
（毎週月曜、11/1休館）

9:00～17:00
長崎市歴史民俗資料館
（長崎市平野町7-8）

長崎市歴史民俗資料館
（095-847-9245）

2
出島和蘭商館跡史跡指定１００周年
　「出島-1922 ▶ 2022-」

10/12～12/18
8:00～21:00
（最終入場は閉場20分前ま
で）

出島　企画展示室（筆者蘭人部屋２階、
 　　　 十六番蔵２階、考古館（旧石倉））
（長崎市出島町6-1）

長崎市文化観光部出島復元整備室
(095-829-1194)

3
史跡指定１００周年記念
　「出島の１００年　写真とともに」

10/12～11/30
8:00～21:00
（最終入場は閉館20分前ま
で）

出島 一番船船頭部屋１階
（長崎市出島町6-1）

出島総合案内所
（095-821-7200）

4
長崎検番in出島
　「佐賀・長崎デスティネーションキャンペンー
ン」特別企画

10/15, 29
11/19
12/3, 17　計５回

①13時～、②15時～
（計30分程度）

出島 一番船船頭部屋１階
（長崎市出島町6-1）

出島総合案内所
（095-821-7200）

5
長崎学史跡めぐり
　第４回 本河内方面

11/19
13:00～16:00
参加費：500円（会員外）

集合場所：「蛍茶屋」電停・バス停
12:50まで

長崎史談会
（090-7446-6275）

6 平山天満神社大祭　平山の大名行列 11/3 ①８時～、②13時～ 平山天満神社
平山の大名行列保存会
（095-879-1896）

7 土井首くんち　大山祗神社大祭 11/3 9:30～
大山祗神社
※竿浦・江川浮立は中止

8 献奏　小曽根乾堂先生墓前演奏 11/27 10:00～ 大平寺（小曽根乾堂墓前）
長崎明清楽保存会
（095-857-7243）

9 教会のある風景（コレクション展）
10/14～1/22
第2・4月曜日（祝日の場
合は翌日）

10:00～20:00
一般420円

長崎県美術館 常設展示室２室
（長崎市出島町2-1）

長崎県美術館
(095-833-2110)

10
福井洞窟ミュージアム主催
どうくつ体験リレー講座　第4回

11/12 14:00～16:30
吉井地区コミュニティセンター講座室
（佐世保市吉井町立石474）

福井洞窟ミュージアム
（0956-64-3830）

11
郷土史体験講座
「引き継がれる技術　近代化遺産」

11/19
10:00～12:30
大人1,800円　小学生以下800
円

針尾送信所　（集合）佐世保駅前バス停
佐世保市教育委員会文化財課
（0956-24-1111）

12 針尾送信所建設100年記念シンポジウム 11/3
13:00～16:40
無料

旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館
（佐世保市平瀬町2）

佐世保市教育委員会文化財課
（0956-24-1111）

13 針尾送信所建設100年記念祭 11/3～12/18 無料（一部のイベントは有料）
針尾送信所
（佐世保市針尾中町）

佐世保市教育委員会文化財課
（0956-24-1111）

14 早岐瀬戸遺跡現地説明会 10/30（予定）
未　定
※最新情報はセンターHPや
　Facebookをご確認ください。

早岐瀬戸遺跡
（佐世保市早岐2丁目）

長崎県埋蔵文化財センター
（0920-45-4080）

15 楠沢上遺跡 現地説明会 10/3～10/5
10:00～11:30
13:30～15:00

楠沢上遺跡
（島原市有明町大三東丁1926-1付近）

長崎県埋蔵文化財センター
（0920-45-4080）

16
西九州新幹線開業記念
　 諫早市友好交流都市 出雲市・津山市
　 三市交流展

11/3～12/18
（火曜日休館）

10:00～18:00
　　　（最終入場17:30）
高校生以下無料

諫早市美術・歴史館
（諫早市東小路町2-33）

諫早市美術・歴史館
(0957-24-6611)

17
大村市歴史資料館特別展
「城址がみた近代大村」

10/15～11/20
（毎週月曜、11/1休館）

10:00～18:00
大村市歴史資料館企画展示室
（大村市東本町481）

大村市歴史資料館
(0957-48-5050)

18
おおむら秋まつり
「黒丸踊」ほか

11/13 10:00～16:00
ボートレース大村 第５駐車場
（大村市玖島1丁目15-1）

おおむら秋まつり協賛会
（0957-53-4222)

19
世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリ
シタン関連遺産」登録4周年記念シンポジ
ウム「キリシタンと日本」

11/6
（事前予約制）
※申込先：平戸市生月
　町博物館・島の館

13:00～17:10
平戸市生月町離島開発総合センター
（平戸市生月町里免1610）

平戸市生月町博物館・島の館
（0950-53-3000）

令和４年度　「長崎県の文化財公開月間」期間中の県内の文化財関連イベント



No 行　　　　事　　　　名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

20 一石型木製いかり一般公開 11/8～
9:00～17:00
有料

松浦市立埋蔵文化財センター
（松浦市鷹島町神崎免146）

松浦市立埋蔵文化財センター
（0955-48-2098）

21

ユネスコ「世界の記憶」登録５周年記念
　　　　　特別展
対馬の外交Ⅱ　朝鮮通信使
　　　　　―江戸登城・淀川上り・文化交流

10/15～12/4
（毎週木曜、11/4休館
　※11/3開館）

9:30～17:00
（最終入館16:30）
有料

対馬博物館特別展示室
（対馬市厳原町今屋敷668-2）

対馬博物館
（0920-53-5100）

22 国指定名勝「旧金石城庭園」無料公開
11/1～11/30
（期間中は入園無料、
  火曜・木曜 休園）

9:00～17:00
国指定名勝「旧金石城庭園」
（対馬市厳原町今屋敷670－１）

対馬市教育委員会 文化財課
(0920-54-2341)

23
対馬・縄文文化シンポジウム及び
　 遺跡見学ツアー

・シンポジウム  11/23
・遺跡見学ツアー11/26

10:00～14:00
11月の期間中は入園料無料
 火曜・木曜が休園日

・シンポジウム：対馬市交流センター
   　　　　　　３階大会議室、対馬博物館
・遺跡見学ツアー：対馬市役所前

対馬市教育委員会 文化財課
(0920-54-2341)

24 ヌルヘノ口遺跡 現地説明会（予定） 10/29（予定）
時間未定
※最新情報はセンターHPや
　Facebookをご確認ください。

長崎県対馬市峰町三根字ヌルヘノ口
長崎県埋蔵文化財センター
（0920-45-4080）

25 壱岐学講座「古文書で知る壱岐の古地名」 11/6 14:00～15:30
一支国博物館 ３階 多目的ホール
（壱岐市芦辺町深江鶴亀触515-1）

壱岐市立一支国博物館
（0920-45-2731）

26 秋の収穫祭（王都米づくり体験） 11/19 11:00～14:00
原の辻ガイダンス集合
（壱岐市芦辺町深江鶴亀触1092-5）

NPO法人　一支國研究会
（0920-45-2065）

27 原の辻遺跡 現地説明会（予定） 12月（予定）
時間未定
※最新情報はセンターHPや
　Facebookをご確認ください。

（壱岐市芦辺町深江鶴亀触868）
長崎県埋蔵文化財センター
（0920-45-4080）

28
ホゲット石鍋製作遺跡史跡指定４０周年記念
シンポジウム

①11/19 シンポジウム
②11/20 現地見学

①13:30～16:30
② 9:00～12:00

大瀬戸コミュニティセンター
（西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222）

西海市教育委員会社会教育課
（0959-37-0079）

29
国見展示館　秋の企画展
　『故下田泰義先生寄贈品展（第2弾）・
    おばまの民話　原画展』

10/3～12/28
（土日、祝日休館）

9:00～17:00
（最終入館16:30）

雲仙市歴史資料館　国見展示館
（雲仙市国見町神代丙178-1）

雲仙市教育委員会　生涯学習課
文化財班
(0957-37-3113)

30
深江埋蔵文化財・噴火災害資料館
「10月～11月の小企画」

10/1～11/30
（火曜日休館）

9:00～17:00
（最終入館16:30）

深江埋蔵文化財・噴火災害資料館
（南島原市深江町戊2102）

南島原市教育委員会文化財課
（0957-73-6705）

31
コレジヨ市民文化講座
　「有馬と有家の中世寺院」

11/19
（要事前申込：定員３０名）

14:00～16:00
南島原市ありえコレジヨホール
（南島原市有家町山川131-1）

有家史談会
南島原市ありえコレジヨホール
(0957-73-6736)

32 ふるさと歴史散歩
11/27
（受付締切済み） 10:00～15:45

住吉神社　集合
（長崎市住吉町13番地6）

時津町民俗資料館
（とぎつカナリーホール内）
(095-882-0003)

33
波佐見町立南小学校ワクワクワークデー
「皿山の人形浄瑠璃」

11/13
9:00～12:30
※一般の入場・参加は不可。

波佐見町立南小学校体育館
波佐見町立南小学校
（0956-85-2287）

34 巡回遺跡展「島で生きる。海と暮らす。」 9/17～10/9 9:00～17:00
鯨賓館ミュージアム
（新上五島町有川郷578-36）

長崎県埋蔵文化財センター
（0920-45-4080）

35 講演会「島で生きる。海と暮らす。」 10/9 13:00～16:00
鯨賓館ホール
（新上五島町有川郷578-36）

長崎県埋蔵文化財センター
（0920-45-4080）

36

佐賀・長崎ディスティネーションキャンペーン
　特別企画
　①佐賀・長崎を巡るデジタルスタンプラリー
　②シュガーロードＰＡＳＳ
　③長崎県営バスで行く周遊観光ツアーぶらりん
　④長崎検番 in 出島
　⑤ＮＢＣ創立７０周年記念
　　　　イスラエル博物館所蔵
　　　　　  ピカソ～ひらめきの原点～
　⑥大村市初開催「西九州新幹線開業記念」
　　 　　  　　　　　　　特別ツアー
　⑦しまてつカフェトレイン特別列車
　⑧ハウステンボス観光ツアー
　⑨周遊パスポート「はなぱす」

①10/1～12/31
②R4．4/1～R5．3/31
③10/1～12/31
④11/19
⑤R4．11/11～R5．1/9
⑥11/26
⑦10月～12月（要確認）
⑧10/1～12/31
⑨10/1～12/31

①----
②----
③----
④13時～、15時～
    ※30分程度
⑤10:00～20:00
⑥10:00～20:00
⑦----
⑧----
⑨----

①佐賀・長崎の名所、観光スポットなど
②〔佐賀県〕 佐賀市・小城市・嬉野市
　 〔長崎県〕 長崎市・諫早市・大村市
③長崎の名所、観光スポットなど
④出島内　一番船船頭部屋　１階
⑤長崎県美術館企画展示室
⑥大村市内
　　（集合場所：ＪＲ九州新大村駅さくら口)
                                                 （東口）
⑦諫早駅から島原駅（島原鉄道）
⑧県内各地
⑨〔佐賀県〕 唐津市・伊万里市・武雄市・
                  嬉野市・有田町
 　〔長崎県〕 佐世保市・波佐見町

長崎県観光振興課
①佐賀・長崎ディスティネーション
       キャンペーン実行委員会
                 （平日095-828-7868）
                 （土日祝　090-9079-5799）
②各市の窓口（クーポン購入窓口）
③長崎県営バス（095-822-2959）
④出島総合案内所（095-821-7200）
⑤長崎県美術館（ 095-833-2110）
⑥大村市新幹線まちづくり課
　　　　　　　　　　　（0957-53-4111）
⑦島原鉄道（0957-62-4705）
⑧ハウステンボス観光㈱
                        （0956-27-0290）
⑨佐賀県文化・観光局文化課
                        （0952-25-7236）

37 江迎小秋まつり（浮立道行） 11/6 14:15～15:00 江迎町商店街 佐世保市立江迎小学校


