
beyond2020プログラム　認証事業一覧　（平成２９年５月１９日）

事業名 団体名 期間 場所 概要

第５４回館山観光まつ

り館山湾花火大会

館山観光まつ

り実行委員会
2017/8/8

千葉県

館山市

　波が穏やかで、鏡のように静かなことから、別名「鏡ヶ浦」

とも呼ばれる館山湾で開催される花火大会は平成29年で54回

を迎え、市外からも多くの観光客が訪れる。

　館山湾は海岸線が南北に弧を描いているため、海沿いのどこ

からでも花火がよく見ることができ、湾いっぱいに打ち上げら

れる約10,000発もの花火は、館山の夏のメインイベント。な

お、会場の北条海岸には障害者向けのトイレも設置され、海岸

の護岸は舗装されているため車椅子の利用者でも支障なく見学

できるような配慮。

　また、市内で毎年行われる「全国大学フラメンコフェスティ

バル」に合わせて花火をバックに踊る「花火とフラメンコ」と

題するフラメンコの演技も実施。

オープンシアター2017

公益財団法人

神奈川芸術文

化財団

2017/5/27

～

2017/5/28

神奈川県

横浜市

　年齢、国籍、障碍の有無に関わらず全ての人々が気軽に劇場

に足を運び、芸術に触れ楽しめる企画を3館合同開催。手話通

訳、外国語可のスタッフ配置、手工芸品や菓子の販売で障碍者

就労を支援する等、外国語対応、障碍者参加への積極的取組み

を行う。

①.70年の歴史を誇る松山バレエ団「くるみ割り人形」ハイラ

イト版を上演。その他日本人編物作家による作品展示とWS、

日本の歌等を取り上げたオルガンと歌の演奏会等を同時開催。

②.日本を代表するモダニズム建築家・前川國男が設計し、60

周年余りの歴史を刻む音楽堂の魅力に音楽と建築の両面から触

れるプログラム。子供から高齢者まで家族一緒に楽しめる建築

ラリーやミニコンサート等を実施。

③. 劇場空間に「美術」を取込み、美術を題材に様々な表現を

交差させた空間を創出。新進作家による日本画や漆芸等の作品

とイベントを発信。

千葉ゆかりのものがた

り　朗読発表会

青葉の森公園

芸術文化ホー

ル

J＆T共同体

株式会社JTB

コミュニケー

ションデザイ

ン

2017/7/23
千葉県

千葉市

　千葉が舞台の物語や千葉出身の作家の小説などを題材に、本

館主催「千葉ゆかりのものがたり　朗読講座」の受講生たちに

よる朗読会を開催。

　講師は、丁寧な指導と親しみやすい雰囲気に定評がある千葉

市学校図書館指導員の雨宮陽子・今村容子の2名。今回は、手

話サークル「いちょうの会」の皆様に参加いただき、ひとつの

物語を異なる言語・表現方法で観客と共有。



事業名 団体名 期間 場所 概要

すいれんの会夏のコン

サート2017　歌は世界

をめぐる

すいれん＆

ヴォーチェ・

アミーチ

2017/8/11
東京都

港区

　「すいれん＆ヴォーチェ・アミーチ」は、音楽をこよなく愛

する団体で、年齢、職業等も多種多様にわたり、男女隔たりな

く構成。今回は声楽演奏会で、日本の曲のもつ言葉の美しさも

取り入れ、外国作品も原語で演奏。さらに、お客様との一体感

を目指し、全員で日本の曲メドレーを演奏。第一部は世界の歌

メドレー、第二部は各国の有名なオペラ、オペレッタアリア、

重唱が中心。

　外国の方に対しては、プログラムに欧文名をいれ、分かりや

すく記載。

　また、障害のある方に対しては、会場がバリアフリー対応で

あること及び優先席の確保など配慮。

ぎふ清流文化プラザ

「清流の国ぎふ　とも

に演芸会」

岐阜県 2017/6/10
岐阜県

岐阜市

　岐阜県では、様々な文化芸術の分野で、障がいの有無に関わ

らず、ともに新たな創造活動を行う「tomoniプロジェクト」

を展開。本事業は、東京2020大会に向け障がい者文化芸術活

動を通した社会参画への機運醸成を図るため、また2020年以

降も障がい者芸術が本県の誇るべきレガシーとなるよう、障が

いがありながらも意欲的に活動する落語家が出演する「清流の

国ぎふともに演芸会」を開催し、共生社会の実現を目指すも

の。

　開催にあたり、通常のホール席に加え、車椅子スペースを確

保することで、障がい者の方、高齢者の方でも気軽に鑑賞でき

るよう配慮。

国際北陸工芸サミット
富山県、文化

庁

2017/4/1

～

2018/3/31

富山県

富山市

　文化庁と工芸の一大産地の一つである北陸三県が協力し、北

陸の工芸の魅力を世界に発信する広域的な催しとして、「国際

北陸工芸サミット」を今年度は、富山県で開催。

　当サミットにおけるコア開催期間を11月16日（木）～23日

（木・祝）と位置付けたうえで、メイン開催県である富山県が

主体となって催しを開催し、オープニング企画等をメイン会場

である富山県美術館（バリアフリー対応）で実施するととも

に、県内の主要な工芸産地である高岡市や南砺市などにおいて

も関連企画を展開。

　公式HPを日本語・英語表記にて対応し、世界各地から将来

を担う工芸人を募集する「国際北陸工芸アワード」や、各国か

ら招聘した専門家や選考委員による工芸をテーマにした講演会

や討論会などを開催。



事業名 団体名 期間 場所 概要

「千葉の酒フェスタ

2017　IN　TOKYO」

千葉県酒造組

合
2017/9/17

東京都

千代田区

　國酒としての「日本酒の価値」を再創造するため、伝統的な

日本の食文化としての國酒・日本酒のもつ文化性、機能性、多

様性について情報を発信。

　日本酒製造の状況をビデオ放映し、日本酒の文化をインバウ

ンドを含む多くの方に紹介。千葉県には40の蔵があり、灘、

新潟にも劣らない美味しい酒があることを東京の地（有楽町）

でPR。日本酒は四季と一緒に発展してきた生活文化であり、

今回は9月で「秋酒」の特設コーナーなどを設置。

　イベント会場にはインバウンドの方も多数招待（一部有

料）。英語対応可能な人材を配置。パンフレットも英語（中国

語）対応のものを用意。

東アジア文化都市2015

新潟市　青少年交流事

業

新潟市

2017/7/25

～

2017/8/1

新潟県

新潟市

　2015年の日中韓の東アジア文化都市である新潟市、青島

市、清州市の各都市より青少年を派遣し現地の青少年を交えて

文化を通じた3～4日程度の交流プログラムを実施すること

で、自都市の文化の独自性や東アジアの文化の共通性を認識し

て価値を共有するとともに、未来を担う若者同士の相互理解や

連帯感を深化させ、平和・共生・交流の関係づくりの基礎とす

る。

　なお、事業実施にあたっては通訳が常時帯同する。

鼓童コンサート

山形県、公益

財団法人弦地

域文化支援財

団

2017/10/15
山形県

山形市

　太鼓を中心とした日本の伝統的な音楽芸能と現代音楽が融合

したパフォーマンスで世界的に非常に高い評価を得ている集団

「鼓童」のコンサート。日本ならではの音楽文化の素晴らしさ

を現代の音楽やダンス等との融合を通して、世界に発信。

　なお、当該公演は多数の外国人の鑑賞が見込まれるため、会

場アナウンスは日本語及び英語で行うこととしている。

　また、会場となるシベールアリーナには、身体障害者専用駐

車場、身体障害者専用トイレ、車いす対応の座席などが完備。

しげちゃん一座公演

山形県、公益

財団法人弦地

域文化支援財

団

2017/10/22
山形県

山形市

　日本を代表する実力派俳優の一人であり、声優、エッセイス

ト、絵本作家とマルチに活躍している室井滋と、数々の優れた

絵本を執筆し、グラフィックデザイナー、イラストレーターと

して活躍している長谷川義史をメインに、ピアニストの大友

剛、サックス奏者の岡淳を加え、自作の絵本を題材に朗読や音

楽、手品、イラストを描くなど、子どもからお年寄りまで、誰

でも楽しめる公演を行う。現代日本の優れた絵本文化を、様々

な手法で表現し、日本文化の素晴らしさを国内外へ発信。

　なお、会場となるシベールアリーナには、身体障害者専用駐

車場、身体障害者専用トイレ、車いす対応の座席などが完備。



事業名 団体名 期間 場所 概要

ピーターバラカンライ

ブマジック

山形県、公益

財団法人弦地

域文化支援財

団

2017/10/23
山形県

山形市

　イギリス出身の有名音楽評論家であり、ラジオＤＪのピー

ター・バラカン氏が監修する国際的音楽祭。東京・恵比寿で開

催されている音楽祭を山形市内で再現する。音楽祭には海外の

有名アーティストのほか、地元のアーティストも出演し、日本

と海外の文化交流を図る。地方ではなかなか見ることのできな

い優れた音楽芸術に触れる機会を創出するとともに、山形県の

音楽芸術の素晴らしさを海外へ向けて発信。

　なお、会場となるシベールアリーナには、身体障害者専用駐

車場、身体障害者専用トイレ、車いす対応の座席などが完備。

第２４回全国山城サ

ミット佐野大会

全国山城サ

ミット佐野大

会実行委員会

2017/4/1

～

2018/3/31

栃木県

佐野市

　全国山城サミット佐野大会の開催に向け、会場となる唐沢山

城跡（H26.3国指定史跡）と本市の魅力を全国に発信するとと

もに、外国人誘客を推進。

　現在、観光資料や看板等の外国語表記による配慮はあるが、

山城サミットに向けたさらなる拡充を図るとともに、外国人旅

行客が観光情報の取得に利用しているSNSやYOUTUBEによる

外国人向けの情報発信に努める。　

　また、本市ではムスリム（イスラム教徒）に対応した食事を

提供する等、訪日外国人が分け隔てなく滞在できる体制づくり

を推進しているが、それらの取り組みを唐沢山城跡と山城サ

ミットへの誘客にも繋げる。

　バリアフリー対策として、唐沢山城跡は山中にあるため、名

所や旧跡を観覧する上で移動が容易となるような順路の案内や

情報発信を行う。

１）幼稚園・小学生を対象に親子で共に走るマラソン大会に、

芸術分野からのパフォーマンスを取り入れて開催するイベント

を企画。

２）マラソン大会は、障害のある子にも参加を拒否しないもの

で、親子はタスキを互いに持合い、絆を深め共にゴールをめざ

すもの。

３）芸術分野で取組んでいる学生や、一般の人々は、パフォー

マンスで参加するが、大田原市に伝わる伝統音楽を、現代アレ

ンジをし、多くの子供達で歌い踊れるもの演奏とし、邦楽と洋

楽のコラボで演奏できるようアレンジ。

４）パフォーマンスもマラソンも、老若男女障害者をも参加で

きる内容とし、大勢でマラソン大会を盛り上げていくイベン

ト。

５）サイトにて外国語対応・外国語表記のパンフレットやチラ

シを作成・会場に外国語対応スタッフを配置

６）障害者専属のボランティアスタッフを配置。

　（聾唖・盲目・身障すべて）・会場はバリアフリー対応

Beyond2020とちぎ絆

マラソンin　大田原

わいわいボッ

クス制作委員

会

2017/10/8
栃木県

大田原市



事業名 団体名 期間 場所 概要

企画展「日本の家　

1945年以降の建築と暮

らし」

東京国立近代

美術館

2017/7/19

～

2017/10/29

東京都

千代田区

　本展は、日本の建築家56組による75件の住宅建築を模型、

図面、写真、映像など400点を超える作品資料を通して体験し

ていただくという大胆な試み。時系列ではなくて、テーマごと

の展示にすることで、日本の住宅建築の特徴が深く理解でき

る。ローマ、ロンドン、東京を巡回するべく企画された本展

は、国内では当館のみでの開催。

　また、普段は入れない住宅の空間を想像できるような大型模

型も制作予定。

　なお、当美術館は、バリアフリー化や車椅子の貸出を実施す

ることで、多様な御客様にお楽しみいただける環境も整備して

おり、また、展示解説等を外国語併記(英語・中国語・韓国

語）とする予定。

アニメプロジェクトin

大泉2017
練馬区 2017/5/21

東京都

練馬区

　練馬区は、日本初のカラー長編アニメ映画「白蛇伝」（昭和

33年）や30分連続テレビアニメ「鉄腕アトム」（昭和38年

～）が製作された現在に続く日本のアニメ産業発祥の地であ

る。また現在も、区内には約100社のアニメ製作関連会社があ

り、国内有数の集積地。

  こうした「アニメのまち　練馬区」の大泉で、地元商店会や

アニメ事業者、鉄道事業者等と連携し、アニメキャラクター

ショーや作品上映、アニメ制作体験などジャパンアニメーショ

ン発祥の地ならではのコンテンツを活用したアニメイベントを

開催。 

　また、本イベント情報は翻訳機能を持つウェブサイトで情報

を公開。

全国手工芸コンクール

inひょうご
兵庫県

2017/10/5

～

2017/10/8

兵庫県

神戸市

　女性の普段の生活の中から創り出された、心の温もりが伝わ

る手づくりの作品を募集する全国でも珍しいコンクール。絵画

に加え、陶芸、織物、ちぎり絵、木彫など日本独自の工芸も含

め幅広い分野の作品が全国から集まり、兵庫県民および周辺住

民に向け発信。東京2020大会のビジョンを踏まえ、バリアフ

リーの会場において開催するなど障害者等にもフレンドリーな

事業実施を心掛けるとともに、そのレガシーを2020以降も引

継いでいく。

詩のフェスタひょうご 兵庫県 2017/10/8
兵庫県

神戸市

　兵庫県をはじめ近畿一帯から募り、応募された方々の自作詩

朗読会を開催。　

　

　併せて、文芸愛好家向けに現代詩に関する講演会を開き、詩

の実作のためのヒントや教養を学び、技術的な進展と普及を目

指す。

　東京2020大会のビジョンを踏まえ、バリアフリーの会場に

おいて開催するのに加え、必要に応じて介添対応するなど障害

者等にもフレンドリーな事業実施を心掛けるとともに、そのレ

ガシーを2020以降も引継いでいく。



事業名 団体名 期間 場所 概要

兵庫県いけばな展

（地域展）
兵庫県

2017/11/18

～

2017/11/19

兵庫県

丹波市

　自然の恵みあふれる丹波市において兵庫県いけばな協会役員

等が作品を出展する「いけばな展」を開催し、日本の伝統文化

である「いけばな」に県民および周辺住民等が触れる機会を創

出。

　東京2020大会のビジョンを踏まえ、バリアフリーの会場に

おいて開催するのに加え、必要に応じて介添対応するなど障害

者等にもフレンドリーな事業実施を心掛けるとともに、そのレ

ガシーを2020以降も引継いでいく。

兵庫県いけばな展

（神戸展）
兵庫県

2017/10/19

～

2017/10/24

兵庫県

神戸市

　兵庫県いけばな協会加入３１流派の家元・代表者・会員が作

品を出展する「いけばな展」を開催し、日本の伝統文化である

「いけばな」に県民および周辺住民等が触れる機会を創出。

　東京2020大会のビジョンを踏まえ、バリアフリーの会場に

おいて開催するのに加え、必要に応じて介添対応するなど障害

者等にもフレンドリーな事業実施を心掛けるとともに、そのレ

ガシーを2020以降も引継いでいく。

兵庫短歌祭 兵庫県 2017/11/18
兵庫県

淡路市

　1300年の歴史を有する日本の伝統文化「短歌」の普及およ

び次世代への伝承を目的として短歌祭を開催。広く募った作品

から入選者に対して授賞式および作品講評を行うほか、講演会

も同時開催。

　東京2020大会のビジョンを踏まえ、バリアフリーの会場に

おいて開催するのに加え、必要に応じて介添対応するなど障害

者等にもフレンドリーな事業実施を心掛けるとともに、そのレ

ガシーを2020以降も引継いでいく。

ひょうご俳句フェス

ティバル
兵庫県 2017/11/23

兵庫県

神戸市

　広く募った事前投句作品から入選者に対して授賞式および作

品講評を行うほか、当日句（課題句１句、吟行句１句、１人あ

わせて２句）の投句および選句を行う。

　また、講演会も同時開催することで、俳句の創作意欲を刺激

し、芸術文化活動の振興を図る。東京2020大会のビジョンを

踏まえ、バリアフリーの会場において開催するのに加え、必要

に応じて介添対応するなど障害者等にもフレンドリーな事業実

施を心掛け、そのレガシーを2020以降も引継いでいく。



事業名 団体名 期間 場所 概要

兵庫県川柳祭 兵庫県 2017/12/3
兵庫県

豊岡市

　全国から広く事前投句を募るとともに、当日投句も受付し、

優秀な作品の発表、表彰、講評などにより文化活動への参加意

欲の向上を目指す。

　また、川柳を通じて日本の伝統文化に触れ、交流の輪を広げ

ることを目的に開催。東京2020大会のビジョンを踏まえ、バ

リアフリーの会場において開催するのに加え、必要に応じて介

添対応するなど障害者等にもフレンドリーな事業実施を心掛け

るとともに、そのレガシーを2020以降も引継いでいく。

兵庫ふれあい美術展 兵庫県

2018/1/5

～

2018/1/8

兵庫県

神戸市

　県内の美術愛好家に広く呼びかけ、日頃の創作活動の成果を

発表してもらい、世代や分野を越えふれあいと交流の場を提供

する作品展を開催。出展作品は、洋画や彫刻、写真に加え、日

本画、工芸、書など日本の伝統文化も含め幅広い分野を対象と

する。東京2020大会のビジョンを踏まえ、バリアフリーの会

場において開催するなど障害者等にもフレンドリーな事業実施

を心掛けるとともに、そのレガシーを2020以降も引継いでい

く。

アリオ夏祭り（仮）

株式会社セブ

ン＆アイ・ク

リエイトリン

ク

2017/6/23

～

2017/7/31

東京都

葛飾区ほ

か

１７ヶ所

　全国18店の「アリオ」において夏を迎えるイベントとし

て、「アリオ夏祭り（仮）」を実施。夏の節句・夏の暮らしを

支えてきた「竹」をメインコンセプトに据え、日本の伝統を見

て・聞いて・触って楽しめる“体感型の祭り”として行い“新し

いスタイルの夏祭り”を創造。昔ながらのものを大切にしなが

ら、新たなものを生み出すイベントを通じて、新しい「竹文

化」という新たな日本文化の魅力を再発見し楽しむもの。

　また、イベントのメインシンボルとなる「竹のオブジェ」で

は作品キャプションに外国語（英語）の併記を行い外国人観光

客に向けた取組みを実施。

　併せて、実施会場となる商業施設「アリオ」はバリアフリー

対応。

夏休み親子舞踊・邦楽

体験イベント
石川県 2017/8/11

石川県

金沢市

　親子で参加しやすい夏休み期間に、次代を担う子どもたち

が、本県を代表する伝統文化である舞踊や邦楽などの伝統芸能

に触れ、気軽に体験できる取組を行うことにより、子どもたち

の古典芸能への興味の醸成を図り、豊かな情操と創造性を育

成。発表会の舞台には、車椅子を使用する障害者も参加できる

スペースを確保し、練習会場においても、他の参加者と共存し

て楽しめるようサポート。



事業名 団体名 期間 場所 概要

ぎふ清流文化プラザ

「西美濃の里　工房Ｔ

ＡＫＥ展」

岐阜県

2017/6/18

～

2017/7/26

岐阜県

岐阜市

　岐阜県では、様々な文化芸術の分野において、障がいのある

なしに関わらず、ともに新たな創造活動を行う「tomoniプロ

ジェクト」を展開。本事業は、東京2020大会に向け障がい者

文化芸術活動を通した社会参画への機運醸成を図るため、また

2020年以降も障がい者芸術が本県の誇るべきレガシーとなる

よう、指定障がい者支援施設「西美濃の里」利用者の作品によ

る展覧会「西美濃の里　工房ＴＡＫＥ展」を開催し、共生社会

の実現を目指す。西美濃の里において長年にわたり製作され、

毎年作品展及び販売会で高い評価を得る手織物等を展示。

　また、会場のぎふ清流文化プラザ文化芸術県民ギャラリーは

バリアフリーとなっており、障がい者や高齢者の観覧にも配

慮。

新潟県次世代の舞台芸

術担い手育成事業

新潟県、新潟

県次世代の舞

台芸術担い手

育成事業実行

委員会

2017/4/30

～

2018/3/30

新潟県

柏崎市

　次世代の舞台芸術を担う人材の育成や文化活動への参加促進

を目的に、県内各地で様々なジャンルの舞台公演を実施。子ど

もたちの成長段階に応じた文化活動への機会の充実を図るとも

に、鑑賞だけでなく、参加・体験プログラム等を通じた主体的

な参加や、自ら舞台に立つ経験を積むことができる内容。親子

で楽しめる内容のコンサートや演劇、和太鼓集団「鼓童」によ

る観客との交流を重視した公演、地元出身の童話作家「小川未

明」の作品を題材にフラメンコ舞踊と子どもたちの朗読を融合

したステージなど、計２０事業３１公演を実施します。

　外国人向けの取組としては、公演パンフレットを日英中の３

カ国語で作成しＨＰにも掲載するほか、国際大学（南魚沼市）

等在県学術機関の留学生を公演に招待し、日本文化に触れても

らう。

ベル・スマイル５周年

記念発表会

ベル・スマイ

ル
2017/6/25

栃木県

小山市

　「ハンディがあっても可能性はある。」という親の思いか

ら、障がいを持った子ども達の余暇活動としてﾊﾝﾄﾞベルチー

ムを立ち上げた。小山市はハンドベルを市のブランドとし、町

づくりの一環として推進していること、また、皆が力を合わせ

心が１つになった時美しい音色を奏でる楽器というところが魅

力。　

　この活動を通して“障がい”に対する壁を少しでも取り除ける

ようにこれまでも積極的に市の行事にも参加。今回結成５周年

を記念して発表会を開催。

　発表会を多くの方に見て頂き障がい者理解に繋げていきたい

と考えております。会場はバリアフリーとなっております。



事業名 団体名 期間 場所 概要

琵琶湖周航の歌100周

年記念・びわ湖音楽祭

と住民参加のなぞり周

航

琵琶湖周航の

歌100周年記

念事業実行委

員会

2017/6/24

～

2017/6/30

滋賀県

大津市

ほか

「神と仏のすまう」琵琶湖はその独自の水文化ゆえ日本遺産に

指定。

　一方、琵琶湖は水上スポーツのメッカでもありその代表が

ボート。この琵琶湖を舞台に、100年前の1917年に旧制三高

（現在の京都大学）の小口太郎が周航中に生み出したのが「琵

琶湖周航の歌」であり、1971年に加藤登紀子さんがレコード

化して以降、抒情豊かな日本の水辺を代表する国民歌として親

しまれてきた。100年歌いつがれてきたこの歌を次の100年に

つなぐために加藤さん企画・出演の「びわ湖音楽祭」を2017

年～2024年の滋賀国体まで続けたい。

　同時に100年前の周航を住民参加により再現する。ここでは

英語版のパンフレットを配布するなど周航歌を広め海外からの

参加者や、またBIWAKO ROWING CLUBによる障がい者ボー

ト競技の参加も呼び掛ける。また、会場は県立のびわ湖ホール

や琵琶湖湖畔であり、多くの方に参加いただけるようバリアフ

リーにも配慮。

三社祭 浅草神社

2017/5/19

～

2017/5/21

東京都

台東区

   三社祭は、毎年5月に行われる東京都台東区浅草の浅草神社

の例大祭である。

　かつては、町内から繰り出される山車が中心であったが、現

在の祭礼では神輿をかつぎ廻ることで知られている。神幸の途

中、神輿を上下左右に振り動かしたり、わざと荒々しく揺さぶ

ることで、神輿に坐す神様の「魂振り(たまふり)」を行い、こ

れにより神様の霊威を高め、豊作や豊漁、疫病の退散がなると

信仰されている。

　また、HPでは英語にて浅草神社、三社祭についての解説を

実施

うれしの茶情報発信プ

ログラム
嬉野市

2017/4/1

～

2018/3/31

佐賀県

嬉野市

　「うれしの茶」は長い歴史の中で、先人たちの経験や技術革

新の積み重ねにより嬉野市の基幹作物として発展。この「うれ

しの茶」の歴史、文化等について現在建設中の交流館を活用し

て情報発信を実施。

　交流館では「うれしの茶」発展の過程や、歴史書、作業用

具、写真などを公開するが、この取り組みは県内では唯一、か

つ、全国でも貴重な茶専門の資料展示。また、国内外からの観

光客へもPRし、茶摘み・茶染め・お茶の淹れ方などを体験で

きるコーナーや、お茶の販売、喫茶コーナーも設置するととも

に、展示を実施する施設はバリアフリー対応であるため、障害

者の方でも安心して周遊可能。併せて、施設内表示はピクトグ

ラムを採用して外国人の方でも分かりやすい表示とし、資料の

解説文についても多言語化を検討中で、外国人への「うれしの

茶」文化の情報発信に努める。

　今後は、「うれしの茶」の多言語（日本語、英語、中国語、

韓国語）パンフレットと今回のプログラムを掛け合わせ「うれ

しの茶」のファン拡大を目指す。


