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毎月第 3 日曜日は 「家庭の日」

グラバーファミリーデー

長崎市民無料開放

Renewal

| 開園時間 | 8:00-18:00 ( 最終入園受付 17:40)

グラバー園

ガイダンス映像

｜開園時間｜8：00 ～ 20：30（最終入園受付 20：10）

【対象者】 長崎市内に住所を有する方、 長崎市内へ通学する児童、 生徒及
び学生。

【利用方法】 各施設の窓口等で住所を確認できる身分証明書（公的機関が
発行したものに限る）または生徒手帳等、 通学先が確認できる書類を提示く
ださい。

Tar�an Campaig�
グラバーカフェ

ライトアップ

タータンキャンペーン

毎月第 3 日曜日限定で、 グラバーさんの出身地スコットランドにちなんで、 ター
タン（チェック柄）を身につけている方にはグラバーさんゆかりの商品等を半額で
ご提供します。 お持ちの方は、 グラバーカフェスタッフへご提示ください♪

ジョニーウォーカー（赤 / 黒 / 金 / 緑）
※ハイボール・ダブルどちらでも有効

ギネスビール

キリンクラフトビール
SPRING VALLEY BREWERY

紅茶
メルローズ

毎月第 3 日曜日
グラバーカフェで
タータンを
提示して頂くと
上記商品

異国情緒あふれる洋館や緑に囲まれながら飲食
を楽しめるガーデンカフェ。 長崎港を見下ろしなが
らティータイムを楽しめるスポットもあります。
タータンキャンペーン時は自由亭
喫茶室とガーデンショップでも
5％割引 !!

episode

グラバー園名誉園長
ブライアン ・ バークガフニ

来園者が最初に訪れる旧三菱第 2 ドックハウスでは、 3DCG プロジェクショ
ンマッピングや、 グラバーのホログラム技術を使用した 「グラバー園ガイダンス
映像」 を見ることができます。
場所：旧三菱第２ドックハウス

50％ OFF

三浦環像前広場では、 RGB パーライトを使
用した植栽のライトアップにより季節に応じた
色彩の変化などの演出がされます。
＜7 月以降の夜間開園＞
■7 月 16 日（土）～ 10 月 9 日（日）
開園時間 8：00~21：30（最終入園受付 21：10）
■12 月 1 日（木）～ 12 月 25 日（日）
開園時間 8：00~20：00（最終入園受付 19：40）
※但し、 12/7、 14 は 18:00 迄。
■1 月 21 日（土）～ 2 月 4 日（土）
開園時間 8：00~20：00（最終入園受付 19：40）

レトロ写真館

たくさんのレトロ衣装の中からお気に入りの 1 着を選んで写真撮影をお楽しみい
ただけます。お天気の良い日はレトロ衣装を着て園内を散策することが出来ます。
～居留地時代をイメージしたレトロなドレス～
｜料金｜2,000 円 /30 分 ・ 3,000 円 /60 分

～アニメ 「色づく世界の明日から」 衣装～
｜料金｜スタンダードプラン＋2000 円

雨天時プラン

雨天等により路面が濡れている場合は、 旧三菱第 2 ドック
ハウス内での撮影のみとなります。

｜料金｜1,000 円 /15 分

アニメ「色づく世界の明日から」公認衣装レンタル開始 !!

〇各店舗の営業時間
【グラバーカフェ】 10：00 ～ 17：00（O.S 16：30）
※第 3 日曜日は 10：00 ～ 20：00（O.S 19：30）

【自由亭】 9：30 ～ 17：15（O.S 16：45）
【ガーデンショップ】 ８：30 ～ 18：00

書籍 『Ｔ.Ｂ. グラバー』 2020 長崎文献社
長崎新聞 「ながさき異聞」 2021 年 11 月 21 日掲載

11 月 30 日は聖アンドレの祝日で、 スコットランドの公式な国民の日である。 長崎居留地では、 トーマス・グラバーを含む長崎在住のスコッ
トランド人たちが毎年この日を祝い、 多くの来賓を招待して、 伝統料理を中心とした盛大な祝賀会を開催した。 明治期を通して、 西洋料
理の老舗 「福屋」 が会場となった。
日本人の料理人たちは、 スコットランド人から手ほどきを受けた本格的なスコットランド料理を準備した。 壁にはスコットランドと日本の国旗
が飾られ、 各テーブルには英語と日本語で書かれたメニューが置かれた。 出席者たちは途中何度もスコッチウイスキーで乾杯を交わして変わら
ぬ友情を誓い、 次から次へと運ばれて来る料理に舌鼓を打った。
伝統料理の内容は、 ニラのスープ、 鱈のフライ、 前菜、 羊の頭、 ローストビーフ、 クランベリータルトパイ、 チーズ、 デザートなど、 至れり尽
くせりのものだった。 その中でも、羊の内臓を細かく刻み、オートミールやこしょうなどと共に羊の胃袋に詰めてゆでた「ハギス」が最も注目を集めた。
明治 21（1888）年の祝いはこれまで以上に豪華でにぎやかだった。 英字新聞に掲載された報告は紙上ほぼ 1 ページを占め、夕食のメニュー
から福屋で集まった主催者と招待客によるスピーチまで、 すべて伝えている。 スコットランド人主催者のトーマス ・ グラバーの弟アルフレッド、 高
島炭坑監督のジョン ・ ストーダート、 三菱長崎造船所技士のデビット ・ ロバートソン、 ジョン ・ ヒルおよびジェームス ・ リード、 また駐長崎英国
領事のジョン ・ エンスリーなどであった。 数十人の招待客の中には、 県知事や長崎市長をはじめとする長崎の政府関係者や経済界の面々、
また東京から駆け付けたトーマス ・ グラバーと三菱社の川田小次郎幹事も含まれていた。
宴会は真夜中まで続き、 外国人と日本人がそれぞれの母国語で、 スコットランドの民謡 「オールド ・ ラング ・ サイン」（「蛍の光」）を歌う
という感動的な合唱で幕を閉じた。

自由亭喫茶室
9:30 ～ 17:15 (O.S16:45)

全日本司厨士協会認定のクランベリータルト
パイ。 当時をイメージして再現。 自由亭喫
茶室で食べることが出来る。 750 円（税込）

