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「世界遺産への道ながさきの教会群」in 五島   

教会建築・歴史と自然環境を生かした島づくり―長崎の教会群を世界遺産へ― 

 

主旨：長崎県の五島の島々には、豊かな自然環境の中に教会建築が数多く点在しています。それらは明治期 

にキリスト教弾圧から解放された信者が居住する地域に造られた小さな教会群です。木造、煉瓦造、 

石造の教会で一つとして同じ形がありません。最近、教会建築が国の重要文化財として指定が進んで 

おり、これと併せて長崎の教会群を世界遺産へ登録を目指す運動が地元を中心に進められています。 

今回は、木の建築フォラム等と共催で研究集会や教会巡り、さらに地元の方々との交流をはかり広 

い視野にたって五島の教会建築・歴史と自然環境を生かした島づくりを皆で考えるために開催するもの 

です。 

会期：２００５年７月８日（金）～１０日(日)（希望者のみ１１日） 

主催：ＮＰＯ木の建築フォラム・長崎の教会群を世界遺産にする会・ＮＨＫ長崎放送局 

主管：「教会建築・歴史と自然環境を生かした島づくり」実行委員会 

共催：五島市（教育委員会）・新上五島町（教育委員会）・建築修復学会・文化遺産を未来につなぐ森づくり 

の為の有識者会議・日本建築構造技術者協会・（財）日本ナショナルトラスト・長崎県観光連盟・ 

長崎新聞・カトリック長崎大司教区・五島観光連盟（五島市観光協会）・新上五島町観光協会･ 

NPO じまんの島 五島ネットワーク・アジェンダ NOVA ながさき 

後援予定：文化庁・長崎県・長崎県教育委員会・西日本新聞長崎総局・朝日新聞社・毎日新聞長崎支局・   

読売新聞長崎支局・日本経済新聞長崎支局・NBC・ＫＴＮ・NCC・NIB 

協賛予定：日本航空・九州商船・野母商船・五島産業汽船・（株）インテックス・五島手延べうどん協同組合・

カンパ―ナホテル・カステラの長崎堂・医療法人厚生会 道ノ尾病院・虹が丘病院 

長崎・五島研究集会は市、町及び地元のボランティアの協力で成り立っています。 

研究集会の内容：羽田からの参加、現地からの参加、五島からの参加とＡＢＣＤのコースを設けました。 

Ａコース 7月 8 日 羽田空港からの参加で長崎市と五島を巡り羽田空港へのコース            

Ｂコース 7月 8 日 現地参加で長崎市と五島を巡り長崎港へのコース（＊からＡコースに合流）  

Ｃコース 7月 9 日 長崎港から現地参加で五島を巡り長崎港へのコース    

Ｄコース 7月 9 日 深夜博多港から有川港より五島を巡り長崎港へのコース 

 

第 1 日 ７月８日(金) Ａコース 羽田空港 6：50 集合  羽田発 JAL7：50 発 長崎市内教会を見学 

空港出発（＊Ｂ）10：00 空港発－11：00＊清心修道院（マリア園）－昼食（自費）長崎駅前 12：50

集合（＊Ｂ）13：00 発－神の島教会－大野教会－出津教会－黒崎教会 見学予定     長崎泊 

黒崎教会にて夕食（費用別途）後、パイプオルガンによる音楽鑑賞予定 20：00 頃長崎駅着 

 （長崎駅前の集合の方でグラバー邸そばの清心修道院からの合流は可）                 

（東京最終便の飛行機で福岡空港（各自手配）及び現地参加者で博多港より                 

Ｄコース・フェリー太古で博多港 0：01 発－6：20 着 新上五島町青方港着 ） 

第 2日 ７月９日(土)  新上五島町の教会見学と研究集会 

Ｄ・フェリー太古で早朝 6：20 に上五島青方港到着    8：00 頃、現地係員が鯛ノ浦港まで案内 

ＡＢＣ・長崎港ターミナルビックピット 7：45 集合（五島産業汽船）8：00 長崎港発－鯛ノ浦着 9：30  

   9：40 新上五島町鯛ノ浦港ターミナル前集合 地元の支援のバスにより教会見学   

江袋教会、重文青砂ヶ浦教会、重文頭ヶ島教会、中ノ浦教会見学予定 五島うどんの里（昼食込み） 
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研究集会：15：30 受付開始 16：00 より 会場：有川港多目的ターミナル 鯨賓館ホール 

  教会建築・歴史と自然環境を生かした島づくり―長崎の教会群を世界遺産へ― 

 挨 拶：井上俊昭（新上五島町長）・坂本 功（木の建築フォラム理事長・東京大学教授）・林 一馬 

(長崎の教会群を世界遺産にする会会長・長崎総合科学大学教授)   ＮＨＫ製作ビデオ放映 

 基調講演：「五島の木の教会」 内田祥哉 （東京大学名誉教授・元建築学会会長） 

      16：50 コンサート    

パネルディスカッション 17：10  司会：林 一馬(会長)  （パネラーとテーマは予定）   

       パネラー：井上俊昭（新上五島町長）    ＜五島の教会群とまちおこし＞ 

川上秀人（近畿大学教授）    ＜長崎の教会建築の特徴＞ 

後藤 治（工学院大学助教授）  ＜教会群の文化財としての価値＞ 

比留木忠治（五島の椿と自然を守る会理事長） ＜教会と椿＞ 

18：30  研究集会 終了              バスにて有川青少年旅行村へ 

       19：00 交流会 有川青少年旅行村（蛤浜海水浴場近く）宿泊：有川青少年旅行村（町施設） 

＊ 有川青少年旅行村は男女別の部屋となります。ホテル希望者はホテル代が別途必要となります。  

ホテル泊（申込し当日各自支払い）      

第 3 日 ７月１０日(日) チャーター船により離島の教会巡り と 希望者のみ講演会へ 

有川青少年旅行村での朝食後 バスにて 8：00 発（＊7:15 発） 道土井港へ 

8：30 道土井発または郷ノ首港より（チャーター船）江上教会―重文旧五輪教会―浜脇教会―

半泊教会 (弁当) ―堂崎教会 13：20 発―福江港着 13：40 着   解散  自由行動 

天候不順の場合 チャーター船などが使えない場合があり＊コースの変更があります。 

    例＊（7：45 郷ノ首（五島旅客船）ニューたいよう ―奈留―福江港 9：15 着）等     

・当日帰途の方 福江発ジェットフォイル 14：05 発－15：30 長崎港着（大阪、名古屋便の方） 

福江発ジェットフォイル 16：30 発－18：20 長崎港着 

大波止バス停 空港行 18：39 発－19：20 着（空港） 各自（往復 1200 円 

長崎バス   空港行 18：59 発－19：40 着（空港）  を 2名で使えます） 

長崎空港発 東京行き 20：20（ＪＡＬ）東京着 22：00 着   

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・希望者のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  五島市講演会 会場：15：00 カンパ―ナホテル２階ホール 

「五島市講演会：教会建築・歴史と自然環境を生かした島づくり講演会」 
挨拶：中尾郁子（五島市長）・ＮＨＫ長崎放送局長      ＮＨＫ製作のビデオ放映 

講演：宮澤智士(建築修復学会代表、元文化庁建造物課長)      ４０分 

カトリック長崎大司教区高見三明大司教または三村誠一神父 ３０分 

16：30 終了 （浦頭教会へ移動） 

17：30 浦頭教会(信徒会館)  世界遺産、島づくりなど意見交換と懇親会 

 （車座形式の交流会で参加費 3,000 円程度） 

五島各層の市民の代表・中尾市長・宮澤智士他 全体約５０名程度 

20:00 終了                福江市内 ホテル泊（申込し当日各自支払い） 

第 4日 ７月１１日(月) 自由行動   

ジェットフォイル便 福江発 7：50、 9：20、13：50、16：30  

長崎港着 9：40、11：10、15：15、18：20 

申込は今回の研究集会は東京と長崎の旅行社に共同で募集をお願いしております。 
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募集人員はＡＢコース合計 50 名 先着順です。ＣＤコース合計 50 名の予定

申込は別紙の申込用紙に必要事項を全て記入の上お申込ください。申し込み締切 6 月 10 日(金) 

Ａ・Ｂコースの申込について 
 株式会社大成ツーリスト  〒163-0664 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 7階 

電話 03-3349-0285 ＦＡＸ 03-3346-0442 

ご旅行条件（要約） 

● 募集型企画旅行契約 
この旅行は株式会社大成ツーリスト（東京都新宿区西新宿 1-25-1 国土交通大臣登録旅

行業第 307 号。以下「当社」という）が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に

参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結する

ことになります。又、契約内容・条件は各プラン毎に記載されている条件の他、下記条

件、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面（予約確認書）

及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

 

● 旅行のお申込 
⑴別紙お申込書に必要事項をご記入の上6月10日までに株式会社大成ツーリスト営業1

課宛、FAX にてお申込ください。 

⑵お申込は、必ず FAX にてお願い申し上げます。 
 

● 契約の成立 
⑴お申込いただいた後に順次、回答とご請求書、旅行条件書全文をお送り致します。そ

して最終的に確定書面（予約確認書など）をお送り致します。 

⑵6月 17 日までにご請求書に記載のご旅行代金をお振込ください。 

⑶旅行契約は当社がご旅行代金を受領した時に成立するものとします。 

募集型企画旅行取扱：株式会社大成ツーリスト 

ＴＥＬ：03-3349-0285 

ＦＡＸ：03-3346-0442 

住所：〒163-0664 

東京都新宿区西新宿 1丁目 25-1 新宿センタービル 7階 

 

営業時間： 8:45～17:45 土日祝日休業 

 

 

総合旅行業務取扱管理者：宮本 明彦 

担当者：須田・荘（そう） 

 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所で

の取引の責任者です。ご旅行の契約に関し、担当者からの

説明にご不明な点がありましたら上記の旅行業務取扱管理

者にご質問ください。 
 

 

● 取消料について 

Ａコース 

旅行開始日の前日から起算して 21 日前まで ⇒⇒ 無料 

20 日～2日前まで ⇒⇒ 旅行代金の 40％ 

前日 ⇒⇒ 旅行代金の 50％ 

当日 ⇒⇒ 旅行代金の 100％ 

Ｂコース 

旅行開始日の前日から起算して 15 日前まで ⇒⇒ 無料 

14 日～2日前まで ⇒⇒ 旅行代金の 40％ 

前日 ⇒⇒ 旅行代金の 50％ 

当日 ⇒⇒ 旅行代金の 100％  

 

Ｃ・Ｄコースの申込について (取消料については､上記Ｂコースと同じ日時･料率となります) 

 九州商船株式会社 （社）全国旅行業協会会員 登録番号 ： 長崎県知事登録旅行業第２－４６号 

営業部（宮野） 〒850－0035 長崎市元船町 16－12 電話 095－822－9153 ＦＡＸ 095－823－2664 
  

申込方法と費用の振込み手続きについて 
１ まず FAX にて申込んで下さい。（6月 10 日金曜日締切。なおその前にも定員に達した場合は、募集を 

締切りますのでご了承下さい。その場合は折り返し FAX かメールでご連絡いたします。）    

２ お申込頂き参加が決りましたら、大成ツーリストまたは九州商船より費用振込先のご連絡を致します。 
３ 振込確認後 集合場所・時間の案内とクーポン券等の書類をお送りします。  

４ お問い合わせは …………………… ●大成ツーリストと九州商船については上記参照 

●「教会建築・歴史と自然環境を生かした島づくり」実行委員会 

E-mail: gotokenkyu@aol.com 
●「長崎の教会群を世界遺産にする会」事務局 

E-mail : kkakimori@hotmail.com 

●木の建築フォラム事務局 

 電話 03-5144-0056 Ｆax：03-5144-0057  

 E-mail: office@forum.or.jp 

★ 五島の教会・観光情報は下記のホームページ、リンク先から各

情報が得られます。 左図はコピーして拡大してご覧ください。 

新上五島町、五島市、五島市観光協会、「長崎の教会群を世界遺

産にする会」 

＊航空機の便と福江港ジェットフェリーの連携（Ａコースは団体扱いですので便の変更は出来ません） 

羽田発 JAL1841 便 7:50－長崎着 9:40 着 / 福江港発 16:40⇒長崎発(JAL 便)20：20 発－22：00 羽田着 Ａ 

伊丹発 JAL2371 便 8:00－長崎着 9:10 着 / 福江港発 14:05⇒長崎発(JAL 便)19:10 発－20:20 伊丹着 

羽田発 ANA 661 便 8:25－長崎着 10:15 着 / 福江港発 14:05⇒長崎発(ANA 便)19:30 発－21:10 羽田着 

中部発 ANA 371 便 8:55－長崎着 10:20 着 / 福江港発 14:05⇒長崎発(ANA 便)18:25 発－19:45 中部着 
・Ｂコースご参加の方で､7月 8日(金)午後からバス乗車の方は長崎駅前 13:00発にお乗りください。 
・上記航空便時間は 5月分です｡７月ですと若干変更になる場合もありますので申込､購入時ご注意下さい。 


