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2016年10月　出島の中央部分に6棟復元！
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❻❻1月29日（日）《14：00～17：15》

2月5日（日）《14：00～17：00》

2月4日（土）・11日（土）《14：00～16：30》
1月28日（土）・29日（日）・30日（月）
2月2日（木）・4日（土）・5日（日）・6日（月）
8日（水）・9日（木）・10日（金）・11日（土）

1月28日（土）～2月10日（金）

2月11日（土）《17：30～》

1月28日（土）

1月27日（金）～2月11日（土）

2017

 「2017長
崎ランタンフェスティバル」は、平成29年1月28日（春節）から2月11日（元宵節）の15日間にわた
り開催されます。今年は、大みそかにあたる1月27日にもランタンを点灯。期間中は、中国の「元宵
節」にあわせてランタン（中国提灯）を飾る風習に習い、市内中心部が約1万5千個にも及ぶ極彩色
のランタンなどで彩られます。また、中国色豊かなイベントも繰りひろげられ、皆様を魅了します。2018 2018 2 2316 金 金

2017

平成29年
20 24 （予定）

寄附をしていただいた方へ
感謝の気持ちを込めて、

長崎市自慢の特産品
をお贈りします。
長崎観光のお土産にもどうぞ。

ふるさと納税で長崎市を応援してください。お寄せいただいた寄附は
『軍艦島の保全』『観光振興』『平和推進』などのまちづくりに活用します。

長崎市ふるさと納税推進室
お問合せ先 TEL.095-829-1296

ださい お寄せいただいた寄附は

検索長崎市　ふるさと納税

❶ 十六番蔵／
　 丁子（輸入品）を保管していた土蔵
❷ 筆者蘭人部屋／商館員の住まい
❸ 十四番蔵／
　 砂糖（輸入品）を保管していた土蔵
❹ 乙名詰所／
　 出島の管理人「出島乙名」の詰め所
❺ 組頭部屋／棹銅の検品作業場
❻ 銅蔵／主要な輸出品である銅を保管

◎おすすめ観光情報

「軍艦島資料館」
長崎市野母町562-1場  所

一般（15歳以上）※中学生は除く 200円、
小中学生100円

入館料金

9：00～17：00開館時間

〈お問合せ先〉

一般（15歳以上）※中学生は除く 1人につき160円、
小中学生 1人につき80円

入館料金団体
（15人以上）

TEL.095-893-1651

1月29日（日）
2月5日（日）

定　員

集合場所

平日10名／金・土・日12名（6名2グループ）

旧出島神学校1階（受付は出発時間の30分前から行います）
中学生以上1,500円、小学生750円 拝観料・お土産付き

問い合わせ・主催

長崎地方の潜伏キリシタンが禁
教期に密かに信仰を続ける中で
育んだ宗教に関する独特の文化
的伝統を物語るもので、平成30
年の世界文化遺産登録を目指し
ています。

「「「「「「「「「「「「「「「「「カカスススススススススススススカカスステテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテステススステテステテテテテテテテテテテテララ」」」」」」」」」」」」」」」」ラ」」ラ」」ラララ」」ララララ」ラララララララララララ本本本本本本本場長本場長本場長本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本場本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本場長本場長本本本本本本本場長本本本場長本場場場長長崎の「崎の「崎の「崎の崎の「の「の「「の「のののの「「「「「「「「「「「「「の「ののののの「の崎のの崎の「崎の崎ののののの崎崎 「「「カステカステカステカスカスカカススカステカステステカスカカカカカカカカカカステスステカスカカカカカステススススススススススススススススススススススススススススカスカススススカステテテカカステテテテテカ テテテテテテテテテテカステテテテテステテテカステステテテテススステテスススステカスカステステテススススステテテテテテテラ」ラ」ラ」ラ」ラ」ラ」」」」」」」」ラ」ラ」」」」」」」」ラ」」」」」」」ラ」」」」ラ」」」」ラ」」」ラララ」」」」」ラララ」」」ララララ」」ララララ」」ララララララララララララララララララララララララララ
全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全 水水水水水水水水水水水水水水水水水水 とととととととととと全全全全全全全国全国屈全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全 指の水指の水指の水の水のの水水水水水水水水水水の水水の水水水の水の水水水水水水水水水水の水水水水水水水の水水水の水揚揚量と揚量とととととととととととと揚量ととととととととととととととととととと国屈
魚魚魚魚魚魚魚 長るるる 魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚種を魚種を魚魚魚魚種を魚魚魚魚種を魚魚種を魚魚種を魚魚種を誇る長誇る長る長長長長長る長るる長長長誇る長るる長長長るる長長る長るる長長るる長長長るる長長長る長長誇る長長誇る長るるる長るるるる誇 長崎の魚崎の魚崎の魚の魚の魚魚魚の魚の魚魚魚魚のの魚魚魚魚魚魚魚魚ののの魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚の魚崎の魚魚魚魚魚魚魚魚崎の崎

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平 4444444444年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 牛オ牛オ牛オ牛オオ牛オ牛牛牛オオオオオオ牛牛牛オオ牛牛牛オ牛牛オ牛牛牛 リ牛牛 ンピッンピッンンンンピンピピピンピッッンンピピピンンピッッンンンンンンピピピンンンンンピンンンンピッンンンンンピンンンンンンンピピピンピピピピピンンピピピピンンンンンンンン ッッンンンンンン ッッッンンンン ッッッッンンンンン ッッッンンンン ククククククククククククククククククククククククククククククククククク 一平成平成2平成2平成成成成成成成成成成平成成成平成2平成成平成成成成成平成2平成平成成成平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平 年4年和4年和4年和4年和4年和4年和4年4年年年和4年和年和4年和年和4年和和和和和44444444444444444444444444年和年年4年年年年年年年年年年和年年和年年年年年年年年年年年和年年年年年年年年年年年年年年 牛牛オ牛オ牛オリ牛オリ牛オリ牛オ牛オ牛牛牛牛牛オ牛オ牛オオ牛牛牛牛牛オ牛オオ牛オ牛牛牛牛オ牛オ牛オ牛オオオオ牛オオオオオオオオリリ牛牛牛オリ牛牛牛牛オオオリ牛牛オオオリリ牛牛牛オオリリリリリ牛牛牛 ンピッンピッンンピンピッンンンンピンピンピッンピピピンピンピピピンピンピンピッンピッンピッンピッッンンンンピピピピピピピンピピッンピッンピンンンンンンンンピピピピピンンンンンンピンピンピッンピッッンンンンンピッッピッンピッッンンンンンンンンンピンンンンンピピピピンンンンピピピピンピピピピピピンンンンピピピピピピピンピンンンンンンン ッンンンンンンンン ッッッッンンンンンンンン ッッッッッンンンンンン ッッッッッッンンンンンン ッッッッッンンンンンンンンン クク日ク日本ク日本ク日本クク日本クククク日本ク日日本日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本ククク 本本本本本本本本本本本本本本本本本クククク 本本本本本本本本本本本ククククク 本本本本本本クク日ククククククククククク日本クククク 本クククククククククククク 本ククククククク 本本ククククククク 本本本本本本本本本クククク 本本本本本本本本本本本一平平成平平平平平 年年
「「「「「「 いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 」ろ」」」」」ろ」ろ」ろ」」ろ」ろろろ「出島「出「出島「出「「「「「「「「「「「「「 ばらいばらいばらばばららららいいいいいいいいばららいいいばらいいらいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいらいらいいいいらららいいいいいいいららららら ろ」ろろ」ろ」ろ」ろ」ろろ」ろ」ろ」」ろ」ろろ」ろ」」ろろろ」」ろ」ろろ」」」」ろ」ろろろ

崎市を応援 くだださ お寄

長崎の魚を使った新・ご当地グルメ、誕生。

サバサンド

サバとパンの
美味しい出会い。

ド・ロさま海鮮パスタ

長崎の魚を使ったら、
パスタにも旬が出来ました。

和

長崎そっぷ長崎の魚の美味しさ、スープで楽しむ。 提供店舗情報は
こちらから！

（金・土は23：00まで）

（27日を除く）

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

外海歴史民俗資料館 TEL.0959-25-1188

見学時間 50分

※原則予約制ですが、定員に空きがある場合は、
　当日参加可能です。

特
典
四堂巡り赤ロウソクセット
（干支ストラップ付）

特
典ランタンオリジナルグッズ 特

典ランタンオリジナルグッズ

洋

浜屋百貨店前

平成29年1月28日 2月11日土 土
平成29年1月27日（金） 大みそか（前夜祭）開催
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崎市を応援 くだださ お寄

長崎の魚を使った新・ご当地グルメ、誕生。

サバサンド

サバとパンの
美味しい出会い。

ド・ロさま海鮮パスタ

長崎の魚を使ったら、
パスタにも旬が出来ました。

和

長崎そっぷ長崎の魚の美味しさ、スープで楽しむ。 提供店舗情報は
こちらから！

（金・土は23：00まで）

（27日を除く）

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

外海歴史民俗資料館 TEL.0959-25-1188

見学時間 50分

※原則予約制ですが、定員に空きがある場合は、
　当日参加可能です。

特
典
四堂巡り赤ロウソクセット
（干支ストラップ付）

特
典ランタンオリジナルグッズ 特

典ランタンオリジナルグッズ

洋

浜屋百貨店前

平成29年1月28日 2月11日土 土
平成29年1月27日（金） 大みそか（前夜祭）開催



龍

2016年10月　出島の中央部分に6棟復元！

❶❶❷❷
❸❸

❹❹
❺❺

❻❻1月29日（日）《14：00～17：15》

2月5日（日）《14：00～17：00》

2月4日（土）・11日（土）《14：00～16：30》
1月28日（土）・29日（日）・30日（月）
2月2日（木）・4日（土）・5日（日）・6日（月）
8日（水）・9日（木）・10日（金）・11日（土）

1月28日（土）～2月10日（金）

2月11日（土）《17：30～》

1月28日（土）

1月27日（金）～2月11日（土）

2017

 「2017長
崎ランタンフェスティバル」は、平成29年1月28日（春節）から2月11日（元宵節）の15日間にわた
り開催されます。今年は、大みそかにあたる1月27日にもランタンを点灯。期間中は、中国の「元宵
節」にあわせてランタン（中国提灯）を飾る風習に習い、市内中心部が約1万5千個にも及ぶ極彩色
のランタンなどで彩られます。また、中国色豊かなイベントも繰りひろげられ、皆様を魅了します。2018 2018 2 2316 金 金

2017

平成29年
20 24 （予定）

寄附をしていただいた方へ
感謝の気持ちを込めて、

長崎市自慢の特産品
をお贈りします。
長崎観光のお土産にもどうぞ。

ふるさと納税で長崎市を応援してください。お寄せいただいた寄附は
『軍艦島の保全』『観光振興』『平和推進』などのまちづくりに活用します。

長崎市ふるさと納税推進室
お問合せ先 TEL.095-829-1296

ださい お寄せいただいた寄附は

検索長崎市　ふるさと納税

❶ 十六番蔵／
　 丁子（輸入品）を保管していた土蔵
❷ 筆者蘭人部屋／商館員の住まい
❸ 十四番蔵／
　 砂糖（輸入品）を保管していた土蔵
❹ 乙名詰所／
　 出島の管理人「出島乙名」の詰め所
❺ 組頭部屋／棹銅の検品作業場
❻ 銅蔵／主要な輸出品である銅を保管

◎おすすめ観光情報

「軍艦島資料館」
長崎市野母町562-1場  所

一般（15歳以上）※中学生は除く 200円、
小中学生100円

入館料金

9：00～17：00開館時間

〈お問合せ先〉

一般（15歳以上）※中学生は除く 1人につき160円、
小中学生 1人につき80円

入館料金団体
（15人以上）

TEL.095-893-1651

1月29日（日）
2月5日（日）

定　員

集合場所

平日10名／金・土・日12名（6名2グループ）

旧出島神学校1階（受付は出発時間の30分前から行います）
中学生以上1,500円、小学生750円 拝観料・お土産付き

問い合わせ・主催

長崎地方の潜伏キリシタンが禁
教期に密かに信仰を続ける中で
育んだ宗教に関する独特の文化
的伝統を物語るもので、平成30
年の世界文化遺産登録を目指し
ています。
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崎市を応援 くだださ お寄

長崎の魚を使った新・ご当地グルメ、誕生。

サバサンド

サバとパンの
美味しい出会い。

ド・ロさま海鮮パスタ

長崎の魚を使ったら、
パスタにも旬が出来ました。

和

長崎そっぷ長崎の魚の美味しさ、スープで楽しむ。 提供店舗情報は
こちらから！

（金・土は23：00まで）

（27日を除く）

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

外海歴史民俗資料館 TEL.0959-25-1188

見学時間 50分

※原則予約制ですが、定員に空きがある場合は、
　当日参加可能です。

特
典
四堂巡り赤ロウソクセット
（干支ストラップ付）

特
典ランタンオリジナルグッズ 特

典ランタンオリジナルグッズ

洋

浜屋百貨店前

平成29年1月28日 2月11日土 土
平成29年1月27日（金） 大みそか（前夜祭）開催
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2016年10月　出島の中央部分に6棟復元！

❶❶❷❷
❸❸

❹❹
❺❺

❻❻1月29日（日）《14：00～17：15》

2月5日（日）《14：00～17：00》

2月4日（土）・11日（土）《14：00～16：30》
1月28日（土）・29日（日）・30日（月）
2月2日（木）・4日（土）・5日（日）・6日（月）
8日（水）・9日（木）・10日（金）・11日（土）

1月28日（土）～2月10日（金）

2月11日（土）《17：30～》

1月28日（土）

1月27日（金）～2月11日（土）

2017

 「2017長
崎ランタンフェスティバル」は、平成29年1月28日（春節）から2月11日（元宵節）の15日間にわた
り開催されます。今年は、大みそかにあたる1月27日にもランタンを点灯。期間中は、中国の「元宵
節」にあわせてランタン（中国提灯）を飾る風習に習い、市内中心部が約1万5千個にも及ぶ極彩色
のランタンなどで彩られます。また、中国色豊かなイベントも繰りひろげられ、皆様を魅了します。2018 2018 2 2316 金 金

2017

平成29年
20 24 （予定）

寄附をしていただいた方へ
感謝の気持ちを込めて、

長崎市自慢の特産品
をお贈りします。
長崎観光のお土産にもどうぞ。

ふるさと納税で長崎市を応援してください。お寄せいただいた寄附は
『軍艦島の保全』『観光振興』『平和推進』などのまちづくりに活用します。

長崎市ふるさと納税推進室
お問合せ先 TEL.095-829-1296

ださい お寄せいただいた寄附は

検索長崎市　ふるさと納税

❶ 十六番蔵／
　 丁子（輸入品）を保管していた土蔵
❷ 筆者蘭人部屋／商館員の住まい
❸ 十四番蔵／
　 砂糖（輸入品）を保管していた土蔵
❹ 乙名詰所／
　 出島の管理人「出島乙名」の詰め所
❺ 組頭部屋／棹銅の検品作業場
❻ 銅蔵／主要な輸出品である銅を保管

◎おすすめ観光情報

「軍艦島資料館」
長崎市野母町562-1場  所

一般（15歳以上）※中学生は除く 200円、
小中学生100円

入館料金

9：00～17：00開館時間

〈お問合せ先〉

一般（15歳以上）※中学生は除く 1人につき160円、
小中学生 1人につき80円

入館料金団体
（15人以上）

TEL.095-893-1651

1月29日（日）
2月5日（日）

定　員

集合場所

平日10名／金・土・日12名（6名2グループ）

旧出島神学校1階（受付は出発時間の30分前から行います）
中学生以上1,500円、小学生750円 拝観料・お土産付き

問い合わせ・主催

長崎地方の潜伏キリシタンが禁
教期に密かに信仰を続ける中で
育んだ宗教に関する独特の文化
的伝統を物語るもので、平成30
年の世界文化遺産登録を目指し
ています。
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崎市を応援 くだださ お寄

長崎の魚を使った新・ご当地グルメ、誕生。

サバサンド

サバとパンの
美味しい出会い。

ド・ロさま海鮮パスタ

長崎の魚を使ったら、
パスタにも旬が出来ました。

和

長崎そっぷ長崎の魚の美味しさ、スープで楽しむ。 提供店舗情報は
こちらから！

（金・土は23：00まで）

（27日を除く）

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

外海歴史民俗資料館 TEL.0959-25-1188

見学時間 50分

※原則予約制ですが、定員に空きがある場合は、
　当日参加可能です。

特
典
四堂巡り赤ロウソクセット
（干支ストラップ付）

特
典ランタンオリジナルグッズ 特

典ランタンオリジナルグッズ

洋

浜屋百貨店前

平成29年1月28日 2月11日土 土
平成29年1月27日（金） 大みそか（前夜祭）開催



出島

桜町

旧出島神学校1階

2017 2月4日（土）・11日（土）

1月29日（日）《14：00～17：15》

2月5日（日）《14：00～17：00》

1月28日（土）～2月10日（金）

2017 29 1 27 2 11金 土・祝

1
月

2
月28日土27日金 29日日 30日月 31日火 1日水 2日木 3日金 4日土 5日日 6日月 7日火 8日水 9日木 10日金 11日 土・祝

17時前のイベント
を観覧の場合は
入場料が必要

大人 600円
高校生 400円
小中学生 300円

春節礼祭
点灯式
17：30～18：00

点灯式
17：30～18：00

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：50～20：10

中国獅子舞
18：00～18：40中国雑技

17：30～18：30

二胡演奏
19：30～20：00

二胡演奏
17：30～18：00

中国雑技
19：30～20：30

中国変面ショー（姜鵬）
20：25～20：45

琉球國祭り太鼓エイサー
20：00～20：30

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：20

二胡演奏
18：00～18：30

琉球國祭り太鼓エイサー
19：00～19：30

中国雑技
20：30～21：30

中国雑技
13：00～14：00

琉球國祭り太鼓エイサー
18：30～19：00
二胡演奏
19：30～20：00
中国雑技
20：30～21：30

中国雑技
18：20～18：40

手作りランタン
10：00～15：00

15：55～16：10

中国雑技
19：10～19：30

琉球國祭り太鼓エイサー
15：50～16：10

16：50～17：15

胡弓の夕べ
19：10～19：40

龍踊り（観光龍踊り会）
20：10～20：30

中国雑技
21：00～21：30

市民ステージ
18：00～18：20

二胡演奏
19：00～19：30

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

中国雑技
21：00～21：30

14：00～14：20

琉球國祭り太鼓エイサー
15：50～16：10

中国雑技
16：40～17：00 14：50～15：10

中国雑技
18：20～18：40

中国雑技
16：40～17：00

皇帝パレード
14：50～15：10

中国雑技
18：00～18：20

中国雑技
16：40～17：00

中国雑技
17：30～17：50 14：30～14：50

手作りランタン
10：00～14：00

中国雑技
16：40～17：00

中国雑技
17：40～18：00 14：30～14：50

15：30～15：50

中国雑技
16：40～17：00

15：00～15：15

中国雑技
17：30～17：50

15：30～15：50

中国雑技
21：00～21：30

中国雑技
15：00～16：00

チャイナダンス（大浦児童園）
12：00～12：20

14：00～14：20
中国雑技
15：00～16：00
県内観光PR
16：30～17：00
琉球國祭り太鼓エイサー
17：40～18：10
二胡演奏
18：50～19：20
龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：40～20：00
中国雑技
20：30～21：30

中国雑技
13：00～14：00
九州各都市お国自慢
14：20～15：00
太極拳（一楽庵長崎支部）
15：20～15：40

二胡演奏
18：30～19：00
琉球國祭り太鼓エイサー
19：30～20：00
中国雑技
20：30～21：30

市民ステージ
18：00～18：20

市民ステージ
18：00～18：20

市民ステージ
18：00～18：20

中国雑技
15：00～16：00

チャイナダンス（ダイヤランド保育園）
12：00～12：20

14：00～14：20

中国雑技
15：30～16：30

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
16：50～17：10

二胡演奏
18：30～19：00

中国雑技
20：30～21：30

琉球國祭り太鼓エイサー
19：30～20：00

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

市民ステージ
18：10～18：30

二胡演奏
19：00～19：30

中国雑技
21：00～21：30

二胡演奏
17：50～18：20

琉球國祭り太鼓エイサー
19：40～20：10

中国雑技
20：30～21：30

ランタンミニライブ（奥村タツロウ）
16：40～17：00

中国獅子舞
19：00～19：40

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

中国雑技
21：00～21：30

二胡演奏
19：00～19：30

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

中国雑技
21：00～21：30

中国獅子舞
19：00～19：40

中国雑技
21：00～21：30

二胡演奏
17：30～18：00

琉球國祭り太鼓エイサー
18：40～19：10

中国雑技
20：30～21：30

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

琉球國祭り太鼓エイサー
18：30～19：00

二胡演奏
15：00～15：30

各都市ミス紹介
13：00～14：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

二胡演奏
18：00～18：30

中国雑技
19：30～20：30

龍踊り（鶴鳴学園長崎女子高）
18：00～18：20

二胡演奏
14：30～15：00

16：00～16：30

琉球國祭り太鼓エイサー
17：00～17：30

中国雑技
17：50～18：20

中国獅子舞
19：50～20：30

二胡演奏
16：30～17：00

中国獅子舞
18：00～18：40

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

二胡演奏
18：00～18：30

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

二胡演奏
18：00～18：30

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

中国獅子舞
18：00～18：40

中国雑技
19：30～20：30

二胡演奏
19：20～19：50 16：00～16：30

各都市ミス紹介
17：00～17：30

琉球國祭り太鼓エイサー
20：00～20：30

中国獅子舞
19：00～19：40

15：25～15：50

二胡演奏
17：00～17：30

琉球國祭り太鼓エイサー
18：00～18：30

中国獅子舞
19：50～20：30

二胡演奏
18：00～18：30

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

ヤンコ踊り（緑ケ丘保育所）
17：00～17：20

二胡演奏
17：40～18：10

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20
中国雑技
19：30～20：30

二胡演奏
18：50～19：20

中国獅子舞
19：50～20：30

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：20

15：20～15：45
3 媽祖行列

5 媽祖行列到着式

1 媽祖行列出発式

中国民族踊（日中友好クラブ）
14：20～14：40

二胡演奏
18：00～18：30

中国獅子舞
19：50～20：30

中国民族踊
（日中友好クラブ）
16：20～16：40

こども龍踊り
（長崎北保育園）
15：40～16：00

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
17：20～17：40

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
15：00～15：20

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

中国雑技
21：00～21：30

子ども龍踊り
（緑ケ丘保育所）
17：00～17：20

ヤンコ踊り
（中央保育所）
16：30～16：50

ヤンコ踊り
（ヤンコ踊り塾）
17：30～17：50

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
18：30～19：30

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
18：30～19：30

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
17：45～18：45

子ども龍踊り
（緑ヶ丘保育所）
17：00～17：20

龍踊り
（十善寺龍踊会）
19：00～19：20

龍踊り
（十善寺龍踊会）
20：00～20：20

太極拳
（HAOグループ）
17：30～17：50

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
20：15～20：30

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：10～19：25

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
17：50～18：10

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
18：40～18：50

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：10

太極拳（一楽庵長崎支部）
14：20～14：40

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
17：20～17：40

ヤンコ踊り（ヤンコ踊り塾）
16：00～16：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
15：00～15：20

クーニャンダンス
（大浦保育園）
16：20～16：40

ヤンコ踊り
（中央保育所）
16：30～16：50

太極拳
（HAOグループ）
17：00～17：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：20

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
18：00～18：30

ヤンコ踊り
（ヤンコ踊り塾）
17：20～17：40

こども龍踊り
（長崎北保育園）
16：20～16：40

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
20：00～20：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：40～20：00

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
18：50～19：00

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
19：10～19：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
18：50～19：10

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
18：10～18：20

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
17：50～18：00

中国雑技（天）
16：30～16：50

中国雑技（天）
16：40～17：00

中国雑技（天）
16：30～16：50

少林寺拳法（福）
14：00～14：20

空手道演武（天）
15：00～15：20

中国雑技（天）
16：30～16：50

中国雑技（天）
16：40～17：00

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
18：30～19：00

太極拳（天）（日中友好協会太極拳委員会）
11：40～12：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
17：30～18：00
18：30～19：00
19：30～20：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
17：30～18：00
18：30～19：00
19：30～20：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
20：00～20：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
19：40～20：10

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
17：30～18：00

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
17：30～18：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

太極拳（天）
（日中友好協会太極拳委員会）
14：40～15：00

太極拳（天）
（日中友好協会太極拳委員会）
14：40～15：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

こども龍踊り（天）
（緑ヶ丘保育所）
16：00～16：20

二胡演奏（福）
19：30～20：00

こども龍踊り（天）
（緑ヶ丘保育所）
16：00～16：20

中国雑技（天）
16：40～17：00

太極拳（福）
（一楽庵長崎支部）
16：00～16：20

ヤンコ踊り（天）
（緑ヶ丘保育所）
16：00～16：20

中国変面ショー（女流 彩華）
12：00～12：15

14：00～14：20
音楽の夕べPART1
17：10～19：00

大抽選会
19：00～19：30

音楽の夕べPART2
19：30～20：25

中国変面ショー（姜鵬）
20：25～20：45

中国変面ショー（姜鵬）
20：20～20：40

剣舞（勝風神刀流剣武術）
17：55～18：15

中国変面ショー（女流 彩華）
14：00～14：15

中国伝統楽器〈楊琴〉演奏
13：00～13：50

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

中国変面ショー（姜鵬）
19：25～19：45

剣舞（勝風神刀流剣舞術）
18：20～18：40

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

中国変面ショー（姜鵬）
15：00～15：15
中国長嘴壷茶芸（姜鵬）
17：10～17：30

中国変面ショー（姜鵬）
13：00～13：15
中国長嘴壷茶芸（姜鵬）
13：30～13：50

剣舞（勝風神刀流剣武術）
18：30～18：50

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

剣舞（勝風神刀流剣武術）
13：00～13：20

16：45～17：00

音楽の夕べPART2
19：15～20：25
中国変面ショー（姜鵬）
20：25～20：45

音楽の夕べPART1
17：15～19：00

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

中国変面ショー（姜鵬）
18：45～19：05

中国獅子舞
19：10～19：40 中国変面ショー（姜鵬）

19：10～19：30

中国変面ショー（姜鵬）
20：20～20：40

中国長嘴壷茶芸（姜鵬）
19：20～19：40
剣舞（勝風神刀流剣武術）
19：50～20：10
中国変面ショー（姜鵬）
20：25～20：45

ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
17：20～17：35

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
19：35～20：05

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
18：25～19：25

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
12：30～12：50

ハンドベル演奏
（活水中学高校ハンドベル）
13：00～13：20

ボーカルアンド
ボサノバ・ジャズ演奏
（バッキーズ）
17：10～18：10

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
18：50～19：20

＊20時閉館 ＊20時閉館 ＊20時閉館 ＊20時閉館 ＊20時閉館 ＊20時閉館＊20時閉館 ＊20時閉館

クーニャンダンス
（大浦保育園）
17：10～17：30

スイングアンドボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：10～18：10

太極拳
（楊名時太極拳長崎県支部）
18：20～18：50

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
19：00～19：30

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
19：40～20：10

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
17：40～18：10

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：15～18：45

ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
18：55～19：10

スイングアンド
ボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：10～18：30

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：40～19：10

太極拳
（楊名時太極拳長崎県支部）
17：10～17：40

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
17：50～18：20

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：40～19：10

中国雑技バランスボール
（女流 張悦）
18：50～19：05

スイングアンドボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：40～18：40

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
19：20～19：50
中国双人変面ショー
（女流 張悦、彩華）
20：10～20：30

ピアノ演奏ミニライブ（中村弥生）
19：00～19：50
ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
20：00～20：15
中国双人変面ショー
（女流 張悦、彩華）
20：25～20：45

剣舞（勝風神刀流剣武術）
18：15～18：35

デキシーランドジャズ演奏
（ナガサキホットショッツ）
17：10～18：10

中国雑技バランスボール（女流 張悦）
18：40～18：55

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
12：30～12：50

中国双人変面ショー
（女流 張悦、彩華）
13：35～13：50

中国雑技バランスボール
（女流 張悦）
19：00～19：15

ピアノ演奏ミニライブ
（中村弥生）
17：10～18：20

中国雑技バランスボール
（女流 張悦）
18：55～19：10

ピアノ演奏ミニライブ
（中村弥生）
17：10～18：00

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：05～18：35

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
18：40～19：10

ピアノ演奏ミニライブ
（中村弥生）
17：10～18：00

太極拳
（楊名時太極拳長崎県支部）
18：05～18：35

クーニャンダンス
（大浦保育園）
17：10～17：30

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
17：40～18：10

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
18：25～18：55

ヤンコ踊り
（緑ヶ丘保育所）
17：10～17：30

スイングアンドボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：40～18：40

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：45～19：15

ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
19：20～19：35

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
19：40～20：10

スイングアンドボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：10～18：40

中国変面ショー（女流 彩華）
13：00～13：15
ファッションショー
（長崎玉成高等学校）
16：10～17：10

ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
18：50～19：10

大みそか
（旧暦）

前夜祭

0 00000

ヤンコ踊り
（ヤンコ踊り塾）
17：00～17：20

14：50～15：10
2 媽祖行列（天）

4 媽祖行列

5 皇帝パレード

1 皇帝パレード

3 皇帝パレード

3 媽祖行列
5 皇帝パレード

1 皇帝パレード

二胡演奏（福）
16：30～17：00

少林寺拳法（福）
14：00～14：20
空手道演武（天）
15：00～15：20

16：00～16：15
4 媽祖行列（天）

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
19：40～20：10

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
19：00～19：30

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
17：30～18：00

1 媽祖行列出発式

5 媽祖行列到着式

3 皇帝パレード

2 皇帝パレード

4 皇帝パレード 2 媽祖行列

2 皇帝パレード

4 皇帝パレード

琉球國祭り太鼓エイサー
17：30～17：50

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
16：30～17：30

空手道演武（天）
13：20～13：40

少林寺拳法（福）
14：00～14：20

太極拳（福）（一楽庵長崎支部）
16：00～16：20

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
16：30～17：00/17：30～18：00
18：30～19：00/19：30～20：00

チャイニーズダンス（天）（みのり会）
15：30～15：45



出島

桜町

旧出島神学校1階

2017 2月4日（土）・11日（土）

1月29日（日）《14：00～17：15》

2月5日（日）《14：00～17：00》

1月28日（土）～2月10日（金）

2017 29 1 27 2 11金 土・祝

1
月

2
月28日土27日金 29日日 30日月 31日火 1日水 2日木 3日金 4日土 5日日 6日月 7日火 8日水 9日木 10日金 11日 土・祝

17時前のイベント
を観覧の場合は
入場料が必要

大人 600円
高校生 400円
小中学生 300円

春節礼祭
点灯式
17：30～18：00

点灯式
17：30～18：00

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：50～20：10

中国獅子舞
18：00～18：40中国雑技

17：30～18：30

二胡演奏
19：30～20：00

二胡演奏
17：30～18：00

中国雑技
19：30～20：30

中国変面ショー（姜鵬）
20：25～20：45

琉球國祭り太鼓エイサー
20：00～20：30

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：20

二胡演奏
18：00～18：30

琉球國祭り太鼓エイサー
19：00～19：30

中国雑技
20：30～21：30

中国雑技
13：00～14：00

琉球國祭り太鼓エイサー
18：30～19：00
二胡演奏
19：30～20：00
中国雑技
20：30～21：30

中国雑技
18：20～18：40

手作りランタン
10：00～15：00

15：55～16：10

中国雑技
19：10～19：30

琉球國祭り太鼓エイサー
15：50～16：10

16：50～17：15

胡弓の夕べ
19：10～19：40

龍踊り（観光龍踊り会）
20：10～20：30

中国雑技
21：00～21：30

市民ステージ
18：00～18：20

二胡演奏
19：00～19：30

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

中国雑技
21：00～21：30

14：00～14：20

琉球國祭り太鼓エイサー
15：50～16：10

中国雑技
16：40～17：00 14：50～15：10

中国雑技
18：20～18：40

中国雑技
16：40～17：00

皇帝パレード
14：50～15：10

中国雑技
18：00～18：20

中国雑技
16：40～17：00

中国雑技
17：30～17：50 14：30～14：50

手作りランタン
10：00～14：00

中国雑技
16：40～17：00

中国雑技
17：40～18：00 14：30～14：50

15：30～15：50

中国雑技
16：40～17：00

15：00～15：15

中国雑技
17：30～17：50

15：30～15：50

中国雑技
21：00～21：30

中国雑技
15：00～16：00

チャイナダンス（大浦児童園）
12：00～12：20

14：00～14：20
中国雑技
15：00～16：00
県内観光PR
16：30～17：00
琉球國祭り太鼓エイサー
17：40～18：10
二胡演奏
18：50～19：20
龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：40～20：00
中国雑技
20：30～21：30

中国雑技
13：00～14：00
九州各都市お国自慢
14：20～15：00
太極拳（一楽庵長崎支部）
15：20～15：40

二胡演奏
18：30～19：00
琉球國祭り太鼓エイサー
19：30～20：00
中国雑技
20：30～21：30

市民ステージ
18：00～18：20

市民ステージ
18：00～18：20

市民ステージ
18：00～18：20

中国雑技
15：00～16：00

チャイナダンス（ダイヤランド保育園）
12：00～12：20

14：00～14：20

中国雑技
15：30～16：30

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
16：50～17：10

二胡演奏
18：30～19：00

中国雑技
20：30～21：30

琉球國祭り太鼓エイサー
19：30～20：00

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

市民ステージ
18：10～18：30

二胡演奏
19：00～19：30

中国雑技
21：00～21：30

二胡演奏
17：50～18：20

琉球國祭り太鼓エイサー
19：40～20：10

中国雑技
20：30～21：30

ランタンミニライブ（奥村タツロウ）
16：40～17：00

中国獅子舞
19：00～19：40

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

中国雑技
21：00～21：30

二胡演奏
19：00～19：30

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

中国雑技
21：00～21：30

中国獅子舞
19：00～19：40

中国雑技
21：00～21：30

二胡演奏
17：30～18：00

琉球國祭り太鼓エイサー
18：40～19：10

中国雑技
20：30～21：30

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

琉球國祭り太鼓エイサー
18：30～19：00

二胡演奏
15：00～15：30

各都市ミス紹介
13：00～14：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

中国雑技
15：00～16：00

二胡演奏
18：00～18：30

中国雑技
19：30～20：30

龍踊り（鶴鳴学園長崎女子高）
18：00～18：20

二胡演奏
14：30～15：00

16：00～16：30

琉球國祭り太鼓エイサー
17：00～17：30

中国雑技
17：50～18：20

中国獅子舞
19：50～20：30

二胡演奏
16：30～17：00

中国獅子舞
18：00～18：40

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

二胡演奏
18：00～18：30

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

二胡演奏
18：00～18：30

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

中国獅子舞
18：00～18：40

中国雑技
19：30～20：30

二胡演奏
19：20～19：50 16：00～16：30

各都市ミス紹介
17：00～17：30

琉球國祭り太鼓エイサー
20：00～20：30

中国獅子舞
19：00～19：40

15：25～15：50

二胡演奏
17：00～17：30

琉球國祭り太鼓エイサー
18：00～18：30

中国獅子舞
19：50～20：30

二胡演奏
18：00～18：30

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

ヤンコ踊り（緑ケ丘保育所）
17：00～17：20

二胡演奏
17：40～18：10

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20

中国雑技
19：30～20：30

龍踊り（観光龍踊り会）
19：00～19：20
中国雑技
19：30～20：30

二胡演奏
18：50～19：20

中国獅子舞
19：50～20：30

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：20

15：20～15：45
3 媽祖行列

5 媽祖行列到着式

1 媽祖行列出発式

中国民族踊（日中友好クラブ）
14：20～14：40

二胡演奏
18：00～18：30

中国獅子舞
19：50～20：30

中国民族踊
（日中友好クラブ）
16：20～16：40

こども龍踊り
（長崎北保育園）
15：40～16：00

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
17：20～17：40

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
15：00～15：20

龍踊り（観光龍踊り会）
20：00～20：20

中国雑技
21：00～21：30

子ども龍踊り
（緑ケ丘保育所）
17：00～17：20

ヤンコ踊り
（中央保育所）
16：30～16：50

ヤンコ踊り
（ヤンコ踊り塾）
17：30～17：50

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
18：30～19：30

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
18：30～19：30

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
17：45～18：45

子ども龍踊り
（緑ヶ丘保育所）
17：00～17：20

龍踊り
（十善寺龍踊会）
19：00～19：20

龍踊り
（十善寺龍踊会）
20：00～20：20

太極拳
（HAOグループ）
17：30～17：50

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
20：15～20：30

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：10～19：25

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
17：50～18：10

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
18：40～18：50

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：10

太極拳（一楽庵長崎支部）
14：20～14：40

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
17：20～17：40

ヤンコ踊り（ヤンコ踊り塾）
16：00～16：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
15：00～15：20

クーニャンダンス
（大浦保育園）
16：20～16：40

ヤンコ踊り
（中央保育所）
16：30～16：50

太極拳
（HAOグループ）
17：00～17：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：00～19：20

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
18：00～18：30

ヤンコ踊り
（ヤンコ踊り塾）
17：20～17：40

こども龍踊り
（長崎北保育園）
16：20～16：40

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
20：00～20：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
19：40～20：00

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
18：50～19：00

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
19：10～19：20

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
18：50～19：10

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
18：10～18：20

龍踊り・パレード
（十善寺龍踊会・鶴鳴学園長崎女子高）
17：50～18：00

中国雑技（天）
16：30～16：50

中国雑技（天）
16：40～17：00

中国雑技（天）
16：30～16：50

少林寺拳法（福）
14：00～14：20

空手道演武（天）
15：00～15：20

中国雑技（天）
16：30～16：50

中国雑技（天）
16：40～17：00

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
18：30～19：00

太極拳（天）（日中友好協会太極拳委員会）
11：40～12：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
17：30～18：00
18：30～19：00
19：30～20：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
17：30～18：00
18：30～19：00
19：30～20：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
20：00～20：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
19：40～20：10

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
17：30～18：00

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
17：30～18：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

太極拳（天）
（日中友好協会太極拳委員会）
14：40～15：00

太極拳（天）
（日中友好協会太極拳委員会）
14：40～15：00

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
19：00～19：30

こども龍踊り（天）
（緑ヶ丘保育所）
16：00～16：20

二胡演奏（福）
19：30～20：00

こども龍踊り（天）
（緑ヶ丘保育所）
16：00～16：20

中国雑技（天）
16：40～17：00

太極拳（福）
（一楽庵長崎支部）
16：00～16：20

ヤンコ踊り（天）
（緑ヶ丘保育所）
16：00～16：20

中国変面ショー（女流 彩華）
12：00～12：15

14：00～14：20
音楽の夕べPART1
17：10～19：00

大抽選会
19：00～19：30

音楽の夕べPART2
19：30～20：25

中国変面ショー（姜鵬）
20：25～20：45

中国変面ショー（姜鵬）
20：20～20：40

剣舞（勝風神刀流剣武術）
17：55～18：15

中国変面ショー（女流 彩華）
14：00～14：15

中国伝統楽器〈楊琴〉演奏
13：00～13：50

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

中国変面ショー（姜鵬）
19：25～19：45

剣舞（勝風神刀流剣舞術）
18：20～18：40

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

中国変面ショー（姜鵬）
15：00～15：15
中国長嘴壷茶芸（姜鵬）
17：10～17：30

中国変面ショー（姜鵬）
13：00～13：15
中国長嘴壷茶芸（姜鵬）
13：30～13：50

剣舞（勝風神刀流剣武術）
18：30～18：50

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

剣舞（勝風神刀流剣武術）
13：00～13：20

16：45～17：00

音楽の夕べPART2
19：15～20：25
中国変面ショー（姜鵬）
20：25～20：45

音楽の夕べPART1
17：15～19：00

中国変面ショー（姜鵬）
19：20～19：40

中国変面ショー（姜鵬）
18：45～19：05

中国獅子舞
19：10～19：40 中国変面ショー（姜鵬）

19：10～19：30

中国変面ショー（姜鵬）
20：20～20：40

中国長嘴壷茶芸（姜鵬）
19：20～19：40
剣舞（勝風神刀流剣武術）
19：50～20：10
中国変面ショー（姜鵬）
20：25～20：45

ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
17：20～17：35

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
19：35～20：05

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
18：25～19：25

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
12：30～12：50

ハンドベル演奏
（活水中学高校ハンドベル）
13：00～13：20

ボーカルアンド
ボサノバ・ジャズ演奏
（バッキーズ）
17：10～18：10

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
18：50～19：20

＊20時閉館 ＊20時閉館 ＊20時閉館 ＊20時閉館 ＊20時閉館 ＊20時閉館＊20時閉館 ＊20時閉館

クーニャンダンス
（大浦保育園）
17：10～17：30

スイングアンドボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：10～18：10

太極拳
（楊名時太極拳長崎県支部）
18：20～18：50

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
19：00～19：30

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
19：40～20：10

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
17：40～18：10

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：15～18：45

ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
18：55～19：10

スイングアンド
ボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：10～18：30

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：40～19：10

太極拳
（楊名時太極拳長崎県支部）
17：10～17：40

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
17：50～18：20

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：40～19：10

中国雑技バランスボール
（女流 張悦）
18：50～19：05

スイングアンドボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：40～18：40

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
19：20～19：50
中国双人変面ショー
（女流 張悦、彩華）
20：10～20：30

ピアノ演奏ミニライブ（中村弥生）
19：00～19：50
ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
20：00～20：15
中国双人変面ショー
（女流 張悦、彩華）
20：25～20：45

剣舞（勝風神刀流剣武術）
18：15～18：35

デキシーランドジャズ演奏
（ナガサキホットショッツ）
17：10～18：10

中国雑技バランスボール（女流 張悦）
18：40～18：55

龍踊り（十善寺龍踊会）
（鶴鳴学園長崎女子高）
12：30～12：50

中国双人変面ショー
（女流 張悦、彩華）
13：35～13：50

中国雑技バランスボール
（女流 張悦）
19：00～19：15

ピアノ演奏ミニライブ
（中村弥生）
17：10～18：20

中国雑技バランスボール
（女流 張悦）
18：55～19：10

ピアノ演奏ミニライブ
（中村弥生）
17：10～18：00

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：05～18：35

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
18：40～19：10

ピアノ演奏ミニライブ
（中村弥生）
17：10～18：00

太極拳
（楊名時太極拳長崎県支部）
18：05～18：35

クーニャンダンス
（大浦保育園）
17：10～17：30

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
17：40～18：10

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
18：25～18：55

ヤンコ踊り
（緑ヶ丘保育所）
17：10～17：30

スイングアンドボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：40～18：40

瓊流會エイサー
（瓊浦高等学校）
18：45～19：15

ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
19：20～19：35

胡弓の夕べ
（長崎二胡弓楽会）
19：40～20：10

スイングアンドボサノバ演奏
（下川秀樹ジャズユニット）
17：10～18：40

中国変面ショー（女流 彩華）
13：00～13：15
ファッションショー
（長崎玉成高等学校）
16：10～17：10

ひょっとこ踊り
（長崎ひょっとこ愛好会）
18：50～19：10

大みそか
（旧暦）

前夜祭

0 00000

ヤンコ踊り
（ヤンコ踊り塾）
17：00～17：20

14：50～15：10
2 媽祖行列（天）

4 媽祖行列

5 皇帝パレード

1 皇帝パレード

3 皇帝パレード

3 媽祖行列
5 皇帝パレード

1 皇帝パレード

二胡演奏（福）
16：30～17：00

少林寺拳法（福）
14：00～14：20
空手道演武（天）
15：00～15：20

16：00～16：15
4 媽祖行列（天）

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
19：40～20：10

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
19：00～19：30

瓊流會エイサー（天）
（瓊浦高等学校）
17：30～18：00

1 媽祖行列出発式

5 媽祖行列到着式

3 皇帝パレード

2 皇帝パレード

4 皇帝パレード 2 媽祖行列

2 皇帝パレード

4 皇帝パレード

琉球國祭り太鼓エイサー
17：30～17：50

重慶雑技芸術団
（中国文化センター）
16：30～17：30

空手道演武（天）
13：20～13：40

少林寺拳法（福）
14：00～14：20

太極拳（福）（一楽庵長崎支部）
16：00～16：20

胡弓の夕べ（福）
（長崎二胡弓楽会）
16：30～17：00/17：30～18：00
18：30～19：00/19：30～20：00

チャイニーズダンス（天）（みのり会）
15：30～15：45


