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申し込み期間：９月７日（水）～10月31日（月） このイベントは、まちなかの賑わいを再生する「まちぶらプロジェクト」の
一環として行っています。「まちぶらプロジェクト認定第33号」

長崎居留地男声合唱団バイオリン奏者
中西 弾 氏

●お問い合せ：長崎ウーマンズ・ウォークラリー実行委員会

ウォークラリー公式サイト

●申 込 方 法：裏面またはウォークラリー公式サイトをご覧下さい

［受付開始］ 8時30分(9時30分開会式、10時スタート、15時閉会式/雨天決行)

info@nagasaki-wwr.jp
TEL:080-6234-8306（午前10時～午後６時）

ウエルカムコーラスは

毎年大人気♥♥♥
「ななつ星」
でも演奏中！

今年は…

長崎県内在住の事前申し込みのみ。

当日受付はありません。
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1857年、第二次海軍伝習所指揮官カッテンディーケに選ばれた28才
のオランダ軍医ポンぺは、医学を教えるために来日。ポンぺは医学全般を
一人で教える文字通り「ワンマンスクール」の先生として5年間、長崎で
の医学教育に全身全霊を注ぎ込んだ。その後、ポンぺの病院設立の願い
により、1861(文久元)年、日本最初の近代西洋式病院「長崎小島養生
所」が設立された。

J.L.C.Pompe van Meerdervoort
ポンぺ （1829-1908）在日期間1857-1862

11月３日【祝】
長崎水辺の森公園（常盤町）［集合場所］
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第35回大会への参加に関するお願い
＜密にならないためのみんなのルール＞
●長崎県内在住者のみ参加可、また参加人数も900名までとさせていただきます。
　なお、当日受付はございません。必ず事前申込が必要となります。
●次の項目に該当する場合はイベントへの参加をご遠慮ください。
　①発熱の症状がある方（体温３７．５度以上）　　②風邪の症状がある方
　③イベント開催日より過去１４日以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方
　④イベント開催日より過去１４日以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がある方
●お申し込み時、申込書への氏名・連絡先等の記入徹底に、ご協力お願いします。
●イベント当日は、以下のご協力をお願いします。　
　・マスク持参・着用／受付時の「健康状態申告書」の記入・体温チェックの実施／
　　ソーシャルディスタンスを守りながらのご参加（歩行・昼食などの休憩時）
※上記項目については、イベント当日までに変更が発生する場合がございます。
　当日、運営スタッフからご案内するお願いを最新とし、ご協力くださいますようお願いします。
※随時、最新の情報を公式ホームページ（http://nagasaki-wwr.jp）に掲載いたしますので
　ご確認ください。（オモテ面または下部「申し込み方法」のQRコードからアクセス可。）

隠元禅師
高僧としての名声が日本にまで伝わって、なんと
６３才で来日。（私たちも負けられませんね？）長
崎から日本全国へと広がった、いわゆる黄檗文化
のブームの火付け役。食文化だけではなく、たく
さんの（ひと・もの・こと）を届けてくれた名僧
だったのです。

START
長崎水辺の森公園
（イベント広場）

史跡 出島
で  じま し  せき

出島町

長崎（小島）養生所跡資料館
ながさき　 こ しま　 ようじょうしょあと しりょうかん

西小島町

中国の江西省の僧。寛永９
年(1632)、日本へ渡来し、
興福寺の第２代住職に就任。
２年後の寛永１１年(1634)、
日本初のアーチ型石橋「眼
鏡橋」を完成させた。

近代医学の父ポンペの要望によ
り設立された、日本最初の近代
西洋式病院。人々の治療を行う
養生所と、西洋医学を学ぶ医学
所が併設された。建設に当たって
はポンペらオランダ人が設計を
行い、西洋の技術が導入された。
養生所は2棟の建物がH字に並
んだ平面プランだった。

眼鏡橋 魚の町

東明山 興福寺
こうふく じとうみょうざん

寺町

開創402周年！東明山興福寺 元和6年（1620）創建
隠元禅師が山門で熱烈歓迎！昨春、福建省から船で
運ばれてきた鐘楼は、必見です。もしかして国立博
物館へお出掛けしているかも？イケ
メン「韋駄天立像（いだてんりつぞ
う）」は、煌びやかな彩色も見逃せま
せん。入学シーズンには、ひそかに
おみくじが結ばれる「中島聖堂」、も
ちろん媽祖様にも会ってくださいね。

媽祖様は、西暦９６０年（日本の平
安時代）、福建省の眉州島（びしゅ
うとう）に漁夫の娘として生まれま
した。幼い頃から聡明で、超能力
を持ち、海難事故から多くの人を
救ったといわれています。西暦９
８７年、２８歳の時、「人々を救わ
ん」と、海上を歩き眉山に登ると、
光り輝く五色の雲に乗り、神と
なって昇天。航海に携わる人々の
信仰を集めるようになりました。

媽祖様 まそさま
960～987年

松森天満宮
まつのもりてん まん ぐう

上西山町
「職人尽」は、中世の職人の仕事ぶりを板に彫刻・彩色し、本殿の欄間
（らんま）にはめ込んだもので、30枚あります。正徳3年(1713)、社
殿の改修が行われたときに奉納された彫り物で、彫刻者は御用指物
師 喜兵衛・藤右衛門、下絵を描いた画家は当時の長崎奉行御用絵師
小原慶山(おばらけいざん)ではないかといわれています。職人たち
のイキイキと働く姿が、リアルに描写されていて、美術品としても高
く評価されていますが、緊急の修復が必要です。

長崎市防災体験ひろば
ながさき し ぼうさいたいけん

興善町

GOAL
長崎水辺の森公園
（イベント広場）

シャボン玉
浴用石けん100g

歩数　約12,000歩
距離　約6.4km
※数値はあくまでも目安です。

《参加賞》

《締切》
10月25日(火)

歩行証を見せると
拝観無料！

歩行証を見せると
入場無料！

近代西洋医学の父の
情熱が生んだ施設

令和3年 出島地区　都市景観大賞(都市空間部門)の国土交通大臣賞を受賞！

大切な「いのち」を守るために
学び・体験しよう！

インゲン豆だけじゃない、
インパクト大の高僧。

橋の両端、どっちが入り口？出口？　
答えは、橋の名前が「漢字」で書かれた方が

入り口。「ひらがな」が出口。

長崎県内在住の事前申し込み、のみ。

当日受付はありません。

見上げてごらん！　
「職人尽」30枚

✂ ✂

［受 付  開  始］
［参　 加 　料］

［参 加  資  格］
［募 集  定  員］

［申し込み期間］
［申し込み方法］

［ル　 ー　 ル］
［注  意  事  項］

［主　　　　催］
［特  別  協  賛］
［後　　　　援］

［協　　　　賛］ 

参加申込書・誓約書
私は、「長崎ウーマンズ・ウォークラリー」に参加料を
添えて申し込みます。
私は、今回のウォークラリーの参加については細心
の注意を払い、万一の事故の場合は、主催者に対し主
催者の負う傷害保険の他は請求いたしません。

※個人情報の収集は、他の目的に使用すること、第三者への提供は一切行いません。また、個人情報について細心の注意と最大限の努力をもって保護・管理を行います。

住　所　〒

氏　名
フリガナ 生年月日　S・H・R　　　年　　　月　　　日

 男・女　　　　　  年令　　　　才

E-mail

電　話

11/3（祝）８時30分受付開始(9時30分開会式、10時スタート、15時表彰式/雨天決行)
大人／1,200円・小人（高校生以下）／700円 （参加賞・保険料込み）
※参加申し込み後のキャンセル、及び返金はいたしません。
男性・女性。小学生以下の方及び身体の不自由な方の参加は、同伴者が必要です。
長崎県内在住の900名　　　［賞　　　　品］   参加賞を全員にプレゼント。

9月7日（水）～10月31日（月）まで
◎参加者全員の住所・氏名・年令・電話番号をご記入の上、お申込みください。
① プレイガイド メトロ書店  S東美サービスカウンター  生活協同組合ララコープ（ララ新戸町  ララ矢上  ララなめし
　 ララながよ  ララあたご  ララ日野）にてお申込みください。
② Web受付

各チェックポイント（6ヶ所）でクイズを解きながらコースを歩きます。最初のチェックポイントは、当日配られる参加賞の色で振り分けます。
マスク・昼食・筆記具・タオルなどは各自ご用意ください。尚、雨天の場合は雨具をご用意ください。

長崎ウーマンズ・ウォークラリー実行委員会
シャボン玉石けん　　　　　　　　　　　　　　　　　［協　　　　力］　エフエム長崎  ㈱コミュニティメディア  NPO法人コミュニティコミッション  川口印刷
長崎県  長崎市  NHK長崎放送局  NBC長崎放送  KTNテレビ長崎  NCC長崎文化放送  NIB長崎国際テレビ  長崎ケーブルメディア  長崎新聞社  西日本新聞社  朝日新聞社  
毎日新聞社  読売新聞西部本社
長崎バスグループ  アミュプラザ長崎  医療法人やなぎクリニック  チョーコー醤油株式会社  株式会社かめがわ  長崎市男女共同参画推進センターアマランス  株式会社梅月堂  
生活協同組合ララコープ  パコラル  雲仙よか湯  一般社団法人五島市観光協会  オフィス・ハーズ  町家カフェつむぎや  前山饅頭店  ジェム・ストーン  長崎市消防局  長崎市水道局  (順不同)

10名以上の場合、団体割引
web受付のみ。詳しくはWebで

〔問い合わせ先〕
 長崎ウーマンズ・ウォークラリー実行委員会
 info@nagasaki-wwr.jp　 TEL:080-6234-8306
 ※当日のご案内等をメールにてご連絡いたしますので、
 　迷惑メール対策などで「メールの受信拒否設定」を
 　されている方は「@nagasaki-wwr.jp」からの受信
　 設定を行ってください。

長崎ウーマンズ 検索

め がねばし

災害はいつどこで発生するかわかりません。
家族やまちの安心安全のため、もしもの時に
備えて様々な災害に対する体験が、長崎市消
防局の8階にある「防災体験ひろば」で行えま
す。防災に関する知識を身につけて、いざと
いうときには家族やご近所さんと助け合うこ
とが大事です。みんなで長崎のまちを守ろう！

歴代のオランダ商館長(カピタン)の中で在留期間トップ！本国オラ
ンダとの連絡が取れなくなった不安定な期間を、知恵と工夫で乗り
切った強者です。みんなが大好きなビールを日本で初めて醸造し
ようとした人。そのチャレンジ精神には脱帽ですね！

ヘンドリック・ドゥーフ（1777～1835年)

隠元さんの縁が結んだ中国・福建省の鐘鼓楼
は、クレーンで境内に！ヨハネス・レイディウス・カタリヌス・ポンペ・

ファン・メールデルフォールトという長～
い本名を持つオランダ海軍の軍医。幕末
の日本で海軍伝習所教官としてオランダ
医学を伝えた。ちなみに、長崎大学医学部
の創立記念日は、ポンぺが長崎で初めて
西洋医学の授業を行った日だとか。

ポンペ（1829～1908年）

１８８６(明治19)年、水道工事計画のた
め招かれ長崎県技師となり、日本初の
上水道専用ダム「本河内高部水道施
設」を完成させました。その後も西日本
各地の水道建設に携わり、「近代水道の
父」と呼ばれています。

吉村長策　（よしむらちょうさく）
1860(万延元)～1928(昭和3)

過去になんども流された眼鏡橋。上流からの大水が直
接、眼鏡橋にぶつからないように、長崎大水害後は、眼
鏡橋の両岸に２本の地下バイパスを通しました。眼鏡
橋の上流・下流に２つずつ、取水口と出水口の大穴が
ぱっくりと口を開けています。大水を穴へ流すことで、
川幅を変えず、眼鏡橋を実用のまま保っているのです。
　

四角の大穴の謎！
黙子如定(もくすにょじょう)
（1597～1657）

新しく出来た出島表門橋。当時は、もっと短い橋
だったらしいけど、昔と同じ場所から出島に入れ
ます。幕末に整備された2枚の平な石をＶ字に
組んだ三角溝と、江戸時代に復元された瓦敷き
の側溝が共存。出島の復元は、道路などの環境
の再現にも及んでいますよ！

長崎県内在住の
事前申し込み、のみ。
当日受付はありません。

インゲン豆、スイカ、レンコン、
モヤシ、ナス、胡麻豆腐、煎茶、ダ
イニングテーブル、明朝体文字、
印鑑など

隠元さんが日本にもたらしたもの

（1592-1673）
中国福建省生まれ


