
beyond2020プログラム　認証事業一覧　（平成２９年４月２１日）

事業名 団体名 期間 場所 概要

第5回　調布国際音楽

祭　２０１７　Ｃｈｏ

ｆｕ　Ｉｎｔｅｒｎａ

ｔｉｏｎａｌ Ｍｕｓｉ

ｃ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ

公益財団法人

調布市文化・

コミュニティ

振興財団

2017/6/11

～

2017/6/18

東京都

調布市

　平成２５年、古楽アンサンブル「バッハ・コレギウム・ジャ

パン（ＢＣＪ）」の鈴木優人氏を総合プロデューサーに、同氏

を監修に迎えて、市内の桐朋学園大学の協力を得て、クラシッ

ク音楽中心の音楽祭として装いを新たにスタートし、5回目と

いう節目を迎える今年度から、後世に残すべき国際的な文化芸

術事業として名称に「国際」を加え「調布国際音楽祭」となっ

た。　

　

　外国人にとっての言葉の壁を取り除く取組としては、ホーム

ページの英語対応を準備中。また、会場である調布市グリーン

ホールの大ホールと調布市文化会館たづくりくすのきホールに

は、車椅子対応の席が6席設置。

平成29年度かながわ伝

統芸能ワークショップ

「日本舞踊に学ぶ‘和’の

作法」

神奈川県

2017/7/21

～

2017/8/13

神奈川県

横浜市

　神奈川県と公益社団法人日本舞踊協会神奈川県支部等の共同

主催で行い、小学生、中学生を対象に、日本舞踊を通じて、挨

拶の仕方や浴衣の着方等の「和」の作法、たしなみを楽しく学

びながら、伝統的な生活文化の奥深さと所作を体験する３日間

のワークショップ講座。

　また、広報は、各会場がある自治体と連携し、参加者募集チ

ラシを各小学校、中学校に加え、特別支援学校にも配布する予

定。

　過去には、障害をもった方が、当事業に参加した後も、公益

社団法人日本舞踊協会神奈川県支部が実施する日本舞踊講座を

継続して受講するなど、障害の有無にかかわらず、幅広い方々

を対象として、日本文化の魅力発信及び次世代育成に取組む事

業。

歌舞伎鑑賞教室 神奈川県

2017/7/26

～

2017/7/27

神奈川県

横浜市

　独立行政法人　日本芸術文化振興会の協力を得て、青少年を

中心に我が国の古典芸能である歌舞伎の小道具や約束ごとを解

説し、鑑賞者の歌舞伎への関心を広げるとともに、伝統芸能へ

の理解を深め、継承、発展への機運を盛り上げることを目的

に、２日間で計４回の公演を実施。

　青少年を中心に、毎年多くの方に御来場いただいており、障

害者の方にも車椅子スペースを確保するなど、気軽に鑑賞いた

だけるような取組を実施。



事業名 団体名 期間 場所 概要

２０１７新潟シティラ

イド
新潟市

2017/6/4 新潟県

新潟市

　「健幸都市にいがたの実現」を目指し，自転車を活用しス

ポーツの振興に寄与するとともに，市民の健康維持・増進，交

流人口の拡大を図ることを目的としたサイクリングイベント。

　国内外の参加者に対し，本市が誇る自然景観や食を含む文化

的な魅力を体験して頂く。

　市内全8区を巡り海岸線や田園風景，各エイドステーション

での食を満喫することができる上級者向け120㎞の「ロングラ

イド」，岩室温泉での地元の食や温泉を満喫することができる

中級者向け70㎞の「ミドルライド」，市内中心部の魅力を再

発見することができる初級者向け33㎞の「ショートライド」

の３コースを用意。

　タンデム（二人乗り）のカテゴリーを設けることで障がいの

有無に関わらず参加可能。

天上の歌声と中国伝統

楽器の調べ　中華楽坊

コンサート

山形県
2017/7/1 山形県

山形市

　中国トップレベルの芸術家養成機関を卒業した実力派の女性

演奏家による、二胡、古箏、楊琴、琵琶といった中国伝統楽器

の美しく華やかなコンサート。「世界に一つだけの花」「花は

咲く」「上を向いて歩こう」「涙そうそう」「川の流れのよう

に」などの日本の名曲を中国伝統楽器で演奏し、中国語で歌唱

することで、日本の優れた音楽文化を海外へ伝えることができ

る。また、地域に住む外国人や訪日外国人の参加に配慮し、ポ

スター・チラシの英語表記を実施。

TOKYO ART CITY by 

NAKED

TOKYO ART 

CITY by 

NAKED実行委

員会

2017/6/16

～

2017/9/3

東京都

文京区

　文化・歴史・流行・情報・最新テクノロジーが混在し、

2020年に向けて変わりゆく東京の「未来」への期待を高める

アート展を実施。

1.映像とインタラクティブな演出によるノンバーバルな、国内

外からの来場者が楽しみながら”東京”の建築物や伝統文化や歴

史、都市開発など、2020年に向けて変わりゆく「東京」の

街、ひいては文化を知ることができる、リアルと融合とリンク

した展示を開催。体験型アート展『TOKYO ART CITY by 

NAKED』 

2： 伝統芸能と街が融合するような革新的パフォーマンス実施

3：”シティドレッシング”による都市のアメニティを文化で創

造することをテーマとしたアートプログラムの実施

4：公式HPでの外国語対応、各種SNS情報発信の英語表記、会

場内案内の英語表記対応



事業名 団体名 期間 場所 概要

茶道を中心とした日本

伝統文化体験プログラ

ム

株式会社　茶

禅

2017/4/1

～

2018/3/31

東京都

中央区

　茶道を中心とした日本の伝統文化を、訪日外国人を中心に、

小さなお子様から高齢者、障害者まで、楽しく体験いただける

プログラム。

東京の中心のひとつ銀座4丁目にあるお茶室は、観光やショッ

ピング、お食事やお仕事帰りに気軽に立ち寄れるスポット。

敷居を低くしながら、本格的なお茶室でのベテラン茶道家によ

るデモンストレーションや文化体験で、日本の伝統文化の魅力

を伝る。

　パンフレット類は日本語・英語・中国語にて表記し、また、

スタッフも英語、中国語対応が可能。

　また、バリアフリーなので、車いすの方でも楽める。

クリエイティブリユー

スでアート！ －市内の

端材や廃材をアートな

目線で見直そう－

公益財団法人

調布市文化・

コミュニティ

振興財団

2017/6/17

～

2017/7/23

東京都

調布市

　調布市内の地元商店や事業所から出た端材、廃材を再利用し

て制作された作品を展示する美術展。「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩを

世界共通言語に」という活動から世界に広まった、日本が誇る

「勿体無い」精神と、クールジャパン商材「デザイン」の力を

融合させ、新たなクールジャパンの発信と地域に根差した芸術

文化の普及を図る。

　“調布市特産の廃材”である映画フィルムの空き缶で年齢や性

別、障がいの有無を問わない参加型企画「フィルム缶にアー

ト！」を実施。「クールジャパンな廃材」によるアート体験を

通してマイノリティも活躍できる等生社会醸成の一助となるこ

とを目指す。

京都・パリ友好記念

ジャポニスムコンサー

ト　～レジス・パスキ

エを迎えて～

ジャポニスム

振興会
2017/4/24

フランス

（海外）

　フランス・パリ市のフランス銀行黄金の間を会場とし、元フ

ランス国立音楽院教授レジス・パスキエ氏、パリ市在住のピア

ニストで弊会アートディレクターである池田珠代氏、弊会副会

長大谷祥子のメンバーで演奏。また、本年1月にロマン・ロラ

ン生誕150年記念コンサートのプログラムでも用いられたベー

トーヴェンの楽曲や、ルネ・シュメーにより世界に広められた

日本の曲「春の海」をヴァイオリンと箏で、源氏物語ゆかりの

曲「夕顔」を三味線と唄で奏でる。　本企画で京都市とパリ市

の友情盟約60周年を祝い、両都市の文化交流促進の一助とす

る。

アースミーティング

キャラバン2017

ジャポニスム

振興会
2017/5/17

埼玉県

鴻巣市

　アースミーティングキャラバンは、和太鼓集団鬼太鼓座によ

る、世界中を巡って、大地の鼓動を伝える活動。ジャポニスム

振興会では2015年より鬼太鼓座と連携し、埼玉県鴻巣市で地

元のダンスチームや邦楽演奏とともに、鴻巣から世界へ発信す

るコンサートを開催。

　地元鴻巣の障害者支援施設、福祉施設等にもチラシを配布

し、広く参加をよびかけていきます。会場では車いす席を用意

するなどバリアフリーの受け入れ体制をとる。



事業名 団体名 期間 場所 概要

吉崎御坊ジュニアコン

サート

ジャポニスム

振興会
2017/6/18

福井県

あわら市

　伝統文化の継承と音楽をより身近に感じてもらうために、次

世代を創造していく学び手によるコンサートの第3回を実施。

琴や津軽三味線、日本舞踊や民謡などを学ぶ子どもたちが、日

本の音と所作の魅力を表現。

　会場の吉崎御坊蓮如上人記念館は、北陸の精神文化形成に大

きな影響を与えた蓮如の拠点だった吉崎御坊のふもとにあり、

北潟湖と天然記念物鹿島の森を望む日本の風情を感じられる場

所。会場内は座席可動式で、車いすの方に配慮したレイアウ

ト。

ジャポニスムアカデ

ミー

ジャポニスム

振興会

2017/4/1

～

2017/9/30

東京都

千代田区

　古来より、和の精神を基に築かれてきた多様な日本文化。現

在、国際社会の中でも日本人の精神性が賞賛を受けている。

2020年の東京五輪に向けて、日本人が外国人と意思疎通を図

る上で欠かせないものは日本の心と文化。ジャポニスム振興会

では2017年4月より東京・半蔵門にジャポニスムアカデミー

を開校し、日本文化を一流の講師陣から学べる場を設けた。

　各講座、英語を話せるボランティア通訳が同席し、外国人で

も学べる講座となっており、広く日本在住の外国人にも参加の

呼び掛ける。

季刊会報誌

「JAPONisme」

ジャポニスム

振興会

2017/4/1

～

2018/3/31

全国

　年に4回発行し、無料の登録会員にお届けしている会報誌

『JAPONisme』により、様々な日本の文化・精神を紹介。

　日本語が分からない外国人の方にも理解いただけるよう、写

真を多く使用し内容の補足を行っています。また、紙面でも日

本文化を愛する外国人を取り上げるなど、海外視点の日本文化

も紹介。

　また、5月20日に代々木で開催予定の障害者支援イベント

「togethers」でも来場者に配布する予定を。

　Togethersでは、身体障害者が参加者の大勢を占めるため、

手話でのアナウンスを実施。

あいづまちなかアート

プロジェクト2017

あいづまちな

かアートプロ

ジェクト実行

委員会

2017/10/1

～

2017/11/5

福島県

会津若松

市

　「あいづまちなかアートプロジェクト」とは、会津の文化資

源である漆をテーマとした芸術作品を展示する「会津・漆の芸

術祭」と会津が誇るアーティストの優れた芸術作品を展示する

「まちなかピナコテカ」の２種類の美術展を生活の場である

「まちなか」の歴史的建造物、蔵や商店等を展示会場として開

催することで、あらゆる年代のたくさんの方々が気軽に芸術文

化に触れ、豊かな感性を育んでいただくための文化振興イベン

ト。

　開催期間中は、展示のほかに、ワークショップ、ギャラリー

トークやまち巡りが楽しくなるスタンプラリーなども開催。ま

た、プレ事業として子どもを対象とした「うるしの学校」など

を開催し、漆を身近に感じてもらう取り組みを行う。なお、

ウェブサイトは日・英の二ヶ国語で対応。



事業名 団体名 期間 場所 概要

第２２回宮崎国際音楽

祭
宮崎県

2017/4/28

～

2017/5/14

宮崎県

宮崎市

　国内外から一流の演奏家を宮崎の地に集め、「アジアを代表

する音楽祭」としてレベルの高い音楽祭を実施しており、オー

ケストラや室内楽によるクラシック音楽の演奏会はもちろんの

こと、ポップス音楽の演奏や教育目的のプログラム、ワンコイ

ン(５００円)で観覧できる演奏会、０歳児から観覧できる演奏

会など多彩なプログラムを展開。

　日本におけるクラシック音楽文化を発信する機会となってい

るとともに、世界の共通言語である音楽を通して、外国人が芸

術文化に触れる機会を提供することにも繋がっている。

　なお、公式プログラムの一部に英訳を併記するなどの取組み

を実施。

2017年国際博物館の日

記念シンポジウム

京都国立博物

館
2017/5/21

京都府

京都市

　本シンポジウムは、2017年の国際博物館の日を記念して開

催し、第一部では、博物館大国である日本、そして多種多様な

有形・無形の文化財を有する京都において、国際博物館会議

（ICOM）大会を開催することによって生じる博物館及び日本

文化の発信力の向上などについて、基調講演や特別講演などを

通じて紹介。

　第二部では、2017年の国際博物館の日のテーマである「歴

史と向き合う博物館－博物館は何が語れるか」について、パネ

ル・ディスカッションを行い、博物館の現代的役割について考

察。

　本シンポジウムは日英同時通訳を入れることにより、一般市

民及び外国の方にも参加いただくことを予定。

平成29年度港区文化芸

術活動サポート事業  

MERRY ART GARDEN 

2017

特定非営利活

動法人MERRY 

PROJECT

2017/5/1

～

2017/10/31

東京都

港区

　「港区メリーアートガーデンプロジェクト」は、2020年を

迎えるにあたり、オリンピック・パラリンピック精神を伝え、

よりよい地球にするためのESD（持続発展教育）を実践。

　国籍・性別・年齢・障害の有無を超えて、子どもから大人ま

で、参加者全員と繋がるために、芸術【アート・デザイン】と

日本の文化【農業・園芸・歌・ダンス】を融合したイベントを

開催。全3回（5月田植え／7月夏野菜収穫／9月稲の収穫）の

活動を通して、「笑顔は世界共通のコミュニケーション」「子

どもたちの笑顔は未来への希望」をテーマに、「笑顔のデザイ

ン教育」として、言語を超えた笑顔のコミュニケーションの輪

を広げる。

　なお、会場では外国語対応可能なスタッフが応対。



事業名 団体名 期間 場所 概要

池田JAZZ横丁2017 徳島県 2017/5/20
徳島県

三好市

　幕末から明治にかけて「阿波刻みたばこ」の生産で栄え、交

通の要衝として発展し「うだつ」で有名な池田の歴史ある街並

みの魅力と、あわ三大音楽のひとつであるJAZZを用いて観光

誘客と街中活性化を図る。

　そのため、外国語対応スタッフを配置し、外国の方にも池田

の街を楽しんでいただけるように配慮。そして、音楽による言

葉のいらないコミュニケーションと地酒のふるまい等により交

流がうまれ、言葉を超えた感動を共有が可能。

オーケストラ・アンサ

ンブル金沢《パイプオ

ルガンとオーケストラ

の饗宴

公益財団法人

石川県音楽文

化振興事業団

2017/7/18

～

2017/7/23

石川県

金沢市

　日本で最初のプロの室内オーケストラとして国内外で活動す

るオーケストラ・アンサンブル金沢は、フランスのオルガン奏

者・作曲家であるティエリー・エスケシュにオルガン協奏曲を

委嘱し、金沢（石川）・大田原（栃木）・松本（長野）・川崎

（神奈川）の各地のオルガンを擁するホールにて井上道義音楽

監督による指揮によるコンサートを開催。

　各開催地の親しみのある民謡等のメロディを用いたオルガン

による即興演奏を含むプログラムを提供し、チラシ、パンフ

レットには日本語・英語を併記し、外国人にも内容が理解でき

るものとする。将来、パイプオルガンを有する音楽堂等での演

奏も視野に入れた事業。

中央区まるごとミュー

ジアム
中央区 2017/10/29

東京都

中央区

　名所・旧跡、画廊・美術館、水辺など、豊かな文化環境に恵

まれた中央区において、区内の文化事業者等の協力を得て、将

棋の指導対局や人力車体験等、日本の伝統的な文化に触れられ

るイベントをはじめとした多種多様な文化イベントを区内全域

で一同に実施。

　当日は、参加者の回遊性を高めるため、区内の歴史等に詳し

いボランティアの方によるガイド付きのバスと船を無料で運

行。

　また、車椅子対応の船や障害者用トイレが設置されているイ

ベントをパンフレット上に表記するほか、英語版チラシの作成

やインフォメーションセンターに通訳（英語）を設置するな

ど、障害者や外国人にとっても参加しやすい工夫を実施。

ニコニコ超会議2017
ニコニコ超会

議実行委員会

2017/4/29

～

2017/4/30

千葉県

千葉市

　「ニコニコ超会議２０１７」は、ニコニコ動画を中核とする

インターネット空間を通じて行われている様々な創造活動を、

インターネットのみならずリアルイベントとして展開すること

により、創造活動を行っている個人、企業、若しくは団体の連

携を促進し、新たな市場やビジネスの機会を形成するととも

に、またその活動を広く国内外に発信することで、我が国の生

活文化産業を始めとした多様な創造活動のさらなる活性化を図

ることを目的とし開催しているイベント。

　また、大相撲や歌舞伎など伝統文化や芸能と最新のテクノロ

ジーを融合した新しいエンターテインメントとしての魅力を世

界に発信。車椅子でご来場の方には専用の入場導線や移動線を

用意しており、会場内のサイン、インフォーションカウン

ター、パンフレットは、英語、中国語対応をし、公式HPで

は、英語、中国語に加えて、フランス語、スペイン語に対応。


