
beyond2020プログラム　認証事業一覧　（平成２９年５月２６日）

事業名 団体名 期間 場所 概要

夢の課外授業

夢の課外授業

実行委員会

（二十一世紀

俱楽部・株式

会社ヘッドラ

イン）

2017/6/1～

2018/5/31

東京都

千代田区

夢の課外授業は、各界で活躍する著名人を講師に迎える事によ

り、相撲や柔道などの日本の伝統武術やクールジャパンを体現

するアーティストによる音楽などの芸術・文化等の体験を通じ

て全国各地の小学校・中学校に対し日本の伝統文化や、クール

ジャパン文化を伝え、語り掛け、対話を行い、また共同で何か

を創り上げることを教えるプロジェクトです。このプロジェク

トは、小学生・中学生が目標を持つためのきっかけになること

を目指し活動します。「夢の課外授業」を通じて、子どもたち

に「夢」を与えます。また、2020年に向けて共生社会を実現

する為、障がい者との心のバリアフリーを実現するようパラリ

ンピアンによる車いすバスケの体験授業を取り入れるなど、子

ども達の実体験を通じて、障害者スポーツへの理解を深めるこ

とにも取り組んでおります。この夢の課外授業には、訪問先の

学校に在籍する障がいを持つ児童もスタッフのフォローを行い

ながら参加。

CHALLENGED 

SPORTS 夢の課外授業

プロジェクト

CHALLENGE

D SPORTS 夢

の課外授業プ

ロジェクト実

行委員会（二

十一世紀俱楽

部・㈱産経新

聞社・㈱電

通・㈱ヘッド

ライン）

2017/6/1～

2018/5/31

東京都

千代田区

未来に向け、子どもに夢をあたえ「生きる力」を考えさせる

きっかけや、勇気を持って物事に立ち向かう大切さを知っても

らうため、2000年度に活動をスタートさせた「夢の課外授

業」の新しい取り組み。2016年より新たに、2020年に向けて

共生社会を実現する為、障がい者との心のバリアフリーを実現

するようパラリンピアンによる車いすバスケの体験授業を取り

入れるなど、子ども達の実体験を通じて、障害者スポーツへの

理解を深めることにも取り組んでいる。本授業を通じて児童に

障がいについて考えるきっかけを与えると共に、配布するパン

フレットにも障がい者とのバリアフリー実現に向けた啓蒙を

行っている。本授業には、訪問先の学校に在籍する障がいを持

つ児童もスタッフのフォローにより参加。更に、カリキュラム

に相撲や柔道などの日本の伝統武術や、クールジャパンを体現

するアーティストによる、音楽などの芸術・文化等の授業を加

え、子どもたちに対して日本の伝統文化、クールジャパンに対

する文化の講義、体験も実施。

空飛ぶ金魚2017

一般社団法人

日本デジタル

芸術スポーツ

文化創造機構

2017/8/1～

2018/2/28

東京都

千代田区

特定の場所、時間でユーザーの好みに応じて情報をスマート・

フォンで提供する『ロケーション・オンデマンド・メディア』

を構築し、これにより、訪れた観客を中心として、訪日外国人

を含む全世界のスマート・フォン利用者が、当該地やイベント

において、その場、その時間で情報を取得できる仕組みを提供

します。

　イベントと情報発信がセットになった『ロケーション・オン

デマンド・メディア』の仕組みによって、全国各地の有形・無

形の文化資源を掘り起こし、観光振興や地方創生、経済社会の

活性化にも資するよう、その活用や新たな文化振興モデルの構

築を行います。

　なお、イベント会場においても、英語対応のパンフレット等

を配布いたします。



事業名 団体名 期間 場所 概要

078
078実行委員

会

2017/5/6

~5/7

兵庫県

神戸市

都市で楽しむ「音楽」「映画」「ファッション」に、社会変化

を加速させる「IT」、上質な「食」文化、次世代の「子ど

も」等のテーマを掛け合わせることで新しい文化を創出・発信

する、音楽ライブ、映画上映、カンファレンス、見本市（ト

レードショー）等による実験的イベント。神戸の中心市街地で

ある三宮・フラワーロード周辺にある東遊園地、みなとのもり

公園、デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）を中

心に開催する。ユネスコ創造都市ネットワークを活用した英語

による情報発信を行うほか、外国人によるカンファレンス（通

訳あり）も実施予定。

親と子のギャラリー　

びょうぶとあそぶ

東京国立博物

館、キヤノン

株式会社

2017/7/4~

9/3

東京都

台東区

長谷川等伯の「松林図屏風」と尾形光琳の「群鶴図屏風」の作

品世界を、複製と映像のインスタレーションで体感していただ

く体験型展示を行う。屏風は古来、装飾用あるいは間仕切りと

して暮らしのなかで使われてきた。今回は、高精細画像による

精巧な複製を用い、畳のステージに展示することによって、か

つて人々がそうしていたような環境で屏風と向き合うことを可

能にする。さらに、想像力を広げるダイナミックな映像で、日

本を代表する二人の絵師が屏風に描いた世界を、より能動的に

五感で楽しんでいただくことを通じて、訪日外国人を中心とし

た顧客層に向けて、日本文化の理解促進に努める。HPを多言

語化にて表示するとともに、展示解説は英語・中国語・韓国語

を付し、外国語対応が可能なスタッフを配置する。

北海道歴史・文化ポー

タルサイトAKARENGA
北海道

2017/4/1~

2018/3/31

北海道

札幌市

北海道は、国宝「中空土偶」に代表される縄文文化、自然を重

んじ独自の発展を遂げたアイヌ文化など、古来より数多くの歴

史・文化資源が息づき、豊かな風土を形成しています。

『北海道歴史・文化ポータルサイトAKARENGA（あかれん

が）』では、先人より受け継がれ、今なお変容し続ける北海道

の多様な文化を、日英2カ国語で発信しています。

北海道の歴史・文化・自然を解説する記事のほか、赤れんが庁

舎や北海道博物館等の文化施設紹介、貴重な資料映像・画像を

多数集積した『北海道ライブラリー』など様々な形で、北の大

地の魅力を国内外へ広く伝えます。



事業名 団体名 期間 場所 概要

赤れんがアーティスト

事業
北海道

2017/5/22~

9/10

北海道

札幌市

本事業は、北海道有数の観光地である赤れんが庁舎の前庭を舞

台に、北海道が登録する大道芸人やストリートミュージシャン

などのアーティストにパフォーマンスしてもらい、道民の皆さ

まや観光客の皆さまに気軽に文化芸術活動に触れていただく事

業である。

　アーティストが行うパフォーマンスには、和太鼓や三味線な

どの日本伝統芸能からパントマイムやジャグリングなど幅広く

外国の方をはじめ多くのお客様に楽しんでいただける内容。ま

た、車いすの方でも楽しめるように段差のない場所で行い、十

分な観覧スペースを確保。

「今年の一皿®」
株式会社ぐる

なび
2017/12/4

東京都

千代田区

日本の食文化の記憶。株式会社ぐるなび総研は、日本の豊かな

食文化を共通の記憶として残していくためにその年の世相を反

映した料理を「今年の一皿®」として選定し、発表します。飲

食店情報サイト「ぐるなび」にアクセスした月間5,700万人の

ユニークユーザーが検索したワード等、ぐるなびのビッグデー

タから抽出したキーワードをもとに、1,448万人のぐるなび会

員のアンケート調査、メディア関係者の審査を経て、株式会社

ぐるなび総研が決定します。決定後、英語版でプレスリリース

の配信を予定。

パラリンアート

一般社団法人 

障がい者自立

推進機構

2017/6/1～

2018/5/31

東京都

港区

パラリンアートは「障がい者がアートで夢を叶える世界」を作

ります。2017年は、「SOMPO パラリンアートカップ2017」

を7月に開催します。サッカーとバスケットボールをテーマ

に、Jリーグ選手、Bリーグ選手の協力を得ながら、アートコ

ンテストを開催します。表彰式、展示会で障がい者が生み出す

アートの魅力を発信し、多くの方が障がい者アートに接する機

会を創出します。また、別取組では、5月に東急百貨店とコラ

ボし、障がい者アートを活かした雑貨を販売開始、6月にはエ

ポスカードとコラボし、パラリンアートデザインクレジット

カードも販売開始。年間を通じて、民間企業/個人の継続協力

により、障がい者が持つ才能をひろく世間に発信し、彼らの社

会参加と経済的自立を推進。



事業名 団体名 期間 場所 概要

東京江戸ウィーク　

2017

東京江戸

ウィーク　

2017　実行委

員会

2017/10/5～

10/9

東京都

台東区

夏を終え、涼しく行楽シーズンとなり人が多くなる時期に、

上野東照宮や東京文化会館等、日本文化とゆかりのある上野恩

寵公園エリアで日本の文化の魅力発信及び体験イベントを開

催。

海外の方から日本の方までをターゲットに和装で文化を楽しむ

イベント。

旅行者の楽しみとして日本ならではの工芸体験・お祭り体験を

一度に集め、言語の不安なく楽しめることをアピール。

イベントを通して、参加者同士の交流が図れ、日本の魅力・古

き良き文化に触れていただく一助となる。

イベント会場にも英語対応スタッフを配置。店舗も英語表記。

奈良県×文化服装学院　

ファッションショー　

「悠迦利」

奈良県　

観光局　

観光プロモー

ション課

2017/8/5
奈良県

奈良市

東京の文化服装学院の協力のもと、奈良の美術・芸術をテーマ

に、奈良県産の素材を用いて制作した作品によるファッション

ショーを実施。毎年8月に東大寺・春日大社・興福寺・奈良公

園一帯で開催される夏のイベント「なら燈花会」と連携しなが

ら、ファッションショーを総合芸術としてとらえ、美しい装飾

という新たな奈良の魅力を発信し、若い世代の誘客を促進す

る。また、ショーのモデルとして県内高校生から公募モデルを

起用するなど、若年層の芸術活動への参加意欲の向上を図る。

広報にあたっては、日英両併記とし、外国人観光客の誘客を促

進することで、国内外に広く奈良の魅力を発信。

全国流氷絵手紙交流展

絵手紙もんべ

つ，北海道立

オホーツク流

氷科学セン

ター

2017/6/1～

6/30

北海道

紋別市

・絵手紙サークルや全国の絵手紙愛好家と地域住民の絵手紙交

流で届けられた、日々の暮らしや自然・流氷への思いなどを記

した絵手紙約500点を一堂に展示紹介し、日本の文化や手書き

の良さを改めて感じてもらう展示会。　                               

       　　　　　　              　                                          

・会場となる北海道立オホーツク流氷科学センターは、バリア

フリーの施設となっており、展示会場入り口には、英語表記も

行う予定。

ミュージカル「美少女

戦士セーラームーン」-

Le Mouvement Final-

(ル ムヴマン フィナー

ル)多言語対応字幕メガ

ネシステム

ミュージカル

「美少女戦士

セーラームー

ン」製作委員

会2017・一般

社団法人 日本

2.5次元

ミュージカル

協会

2017/9/8～

9/18

東京都

渋谷区

日本の漫画、アニメ、ゲームを原作とした舞台化の総称である

2.5次元ミュージカルは海外からのお客様も多く、中でもこの

ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」は海外での人気、

認知度とも大変高い作品です。すでに多くの海外からのお客様

がこの公演を観るためにわざわさ日本を訪れています。当協会

ではより多くの皆さまにこのミュージカルを楽しんでいただく

ため、渋谷にある専用劇場AiiA 2.5 Theater Tokyoに最大4カ

国語対応可能な字幕メガネを常設しています。



事業名 団体名 期間 場所 概要

今を生きる日本の伝統

芸能　江戸太神楽

NPO法人　

散太郎神楽

2017/6/3～

12/31

東京都

文京区

江戸太神楽（丸一仙翁社中）は、東京都の無形民俗文化財に指

定されいる日本の伝統芸能のひとつであります。公演はほぼ全

員の演者が英語で演技ができ、海外での公演も多く、日本でも

外国人に大変喜ばれています。http://edo-daikagura.com

（江戸太神楽丸一仙翁社中のHP）公演の実施に際しては、二

か国（日本語・英語）併記の書籍を用意しています。年間を通

じて多数の公演を行っておりますが、ほぼ毎月レギュラーで出

演している小石川後楽園を始め、東京マラソン、文京朝顔ほお

ずき市、薬研堀歳の市などに毎年出演し、東京の風物詩となっ

ています。

南葵音楽文庫寄託記念

～読売日本交響楽団　

和歌山特別公演～

和歌山県、一

般財団法人和

歌山県文化振

興財団

2017/12/6
和歌山県

和歌山市

紀州徳川家第16代当主の徳川頼貞に縁ある西洋音楽関連コレ

クション「南葵音楽文庫」が、読売日本交響楽団から和歌山県

に寄託されたことを記念し、寄託元である読売日本交響楽団を

和歌山県に招へいし、和歌山県民文化会館で南葵音楽文庫と紀

州徳川家に関連するプログラムで構成された特別公演を開催す

る。なお、次世代育成の観点から、会場の２階席に県内中高生

を無料又は格安で招待し、南葵音楽文庫への関心を高めるとと

もに、プロによる良質なオーケストラ演奏に触れてもらう機会

を提供する。また、公演で配布するパンフレット等は、訪日外

国人に配慮し、原則として日本語と英語を併記して作成。

あいちアール・ブ

リュット　障害者アー

ツ展

愛知県
2017/6/20～

2018/3/31

愛知県

名古屋市

障害のある人の芸術活動やその作品には、心の内側から湧き上

がる衝動を表現したものが多く、障害の有無に関わらず、心に

直接訴えかけるチカラがある。作品展や舞台・ステージ発表、

関連する講演会、専門家による出前講座といったアート分野の

取組をはじめ、展示作品からデザインされた企業ノベルティ

グッズの制作、デザインを活用した工賃向上の取組など、アー

トやデザインを活用した経済的な自立に向けた取組も行い、障

害のある人の芸術活動を通じて、分野を超えた交流の広がり

や、多様性への理解の促進を図る。なお、実施にあたっては、

リーフレットへの音声コードの添付、舞台・ステージ発表時の

手話通訳や要約筆記の設置、作品キャプションカードのルビ

等、障害のある人がイベントを楽しめるような取組を行う。



事業名 団体名 期間 場所 概要

障害者スポーツ参加促

進事業
愛知県

2017/6/1～

2018/3/31

愛知県

長久手市

①会場は2005年愛知万博の開催地であると同時に、同敷地内

には日本のアニメ宮崎駿のサツキとメイの家がある。この場所

を会場とすることで、改めて日本文化を世界に発信することが

できる。②2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の開催に向け、これまでにスポーツ経験のない障害のある

方等を対象に、愛知県にゆかりのあるトップレベルの指導者・

選手による体験談などを聞く講演会や実技指導を行う。さら

に、参加者は、障害の有無を問わないため、本事業を通して障

害のある方とない方の交流を図ることができる。また、会場に

は、障害者のアート作品を展示し、地元作家の魅力発信ととも

に、文化交流を図る。事業リーフレットへは音声コードを添付

し、障害のある人も楽しめる取組を行う。

第41回金沢市市民大学

講座

金沢市・金沢

市教育委員会

2017/9/1～

2017/11/30
石川県

金沢市

各界で活躍中の著名人を招き、彼らの生き方・考え方から、市

民が夢や志を実現することの可能性への指針を見出し、本市の

生涯学習活動の推進を図ることを目的として開催。

　今年度は金沢の「個性」を形成する歴史・文化等の分野から

講師を招聘するとともに、まちづくり、次代を担う人づくりに

関連した分野から講師を招聘。市民が金沢の「個性」と、金沢

らしいひと・まちづくりの重要性を再認識し、新たな学びにつ

なげ、金沢の魅力発信や、未来のひと・まちづくりへの原動力

となっていくことをめざす。

　会場は車いす観覧スペースを常設。講座の際は手話通訳・要

約筆記を配置し、障害のある方にも受講していただきやすい環

境を心がけている。

金沢マラソン２０１７

金沢マラソン

組織委員会　　

石川県、金沢

市、北國新聞

社、(一財)石

川陸上競技協

会、金沢市陸

上競技協会

2017/10/29
石川県

金沢市

金沢マラソンは北陸新幹線の開業記念イベントとして開催さ

れ、今年で第３回目となるマラソン大会である。金沢マラソン

の特徴的な取り組みとして、優先出場枠を設定し、障がいのあ

る方や国外在住ランナーは抽選なしで大会に参加することが可

能であり、参加する障がい者や外国人に対応するため、ボラン

ティアスタッフについても手話通訳や外国語通訳のボランティ

アを集め、安心して大会に参加できる大会運営を行っている。

また、コース各所の給食所では、地元の和菓子やスイーツなど

を提供し、食文化の発信を、上位入賞者には伝統的な陶芸品や

漆芸品を使用したオリジナルのトロフィーを贈呈するなど、伝

統的工芸品の魅力発信も行っている。



事業名 団体名 期間 場所 概要

金沢マラソン姉妹都市

「絆」促進事業

金沢市姉妹都

市交流委員会

2017/10/27

～

10/30

石川県

金沢市

金沢市は、現在、バッファロー（アメリカ）、イルクーツク

（ロシア）、ポルト・アレグレ（ブラジル）、ゲント（ベル

ギー）、ナンシー（フランス）、蘇州（中国）、全州（韓国）

の海外7都市と姉妹都市提携を、大連市（中国）と友好交流都

市提携を結んでいます。

　国内外から多くのランナーに参加いただき、豊かな自然や歴

史的空間、食や文化といった金沢の魅力を満喫してもらう金沢

マラソン。その参加のために集まった姉妹都市・友好交流都市

のランナーのために、金沢を舞台にした喜びを共有できる相互

交流の場を提供するとともに、マラソンを通して言語の壁を越

えた交流により、「世界の交流拠点都市金沢」の実現を図りま

す。

　なお、海外からの参加者には、全ての言語に対応した通訳を

配置。

金沢発信アウトサイ

ダーアート　vol.10
金沢市

2018/3/1~

3/31

石川県

金沢市

平成１９年から毎年継続している障害のある方の芸術活動支援

事業

優れた芸術的才能をもつ知的障害、精神障害のある方の創作活

動に対し、創作環境や発表の場などのサポートを行うことによ

り、作家（アーティスト）としての自立を支援し、就労環境へ

の支援を実施

・Ｈ３０．３月　金沢２１世紀美術館で定例作品展開催予定

なお、会場を予定している金沢21世紀美術館はバリアフリー

構造になります。

金沢湯涌創作の森　

アーティスト・イン・

レジデンス

金沢市
2017/12/1～

2018/3/31

石川県

金沢市

金沢湯涌創作の森において、若手作家を一ヶ月程度の期間、当

館版画工房に招聘し、滞在制作をとおして地域の美術愛好家や

作家との交流を行う。この事業により、地域の文化芸術活動へ

の刺激を高め、「創造拠点としての金沢」をアピール、都市の

創造環境としての質を高めていく。また、この制作活動を目的

とした、来館者に対しては、多言語対応のパンフレットを配布

し、「創造拠点としての金沢」をアピールする。

中村記念美術館【特別

展「茶事の妙」展】
金沢市

2018/4/24～

2018/5/20

石川県

金沢市

「茶の湯」は日本を代表する文化だが、加賀藩では、初代の前

田利家以来、歴代藩主が茶の湯に深い関心を寄せ、多くの茶人

たちと交流を深め、茶の湯を広く奨励してきた。そこから、家

臣はもとより金沢城下の町人や職人などの世界にまで、幅広く

層が広がった。以来、「茶の湯」は、金沢の伝統工芸の礎とな

り、金沢の文化を語る上で欠くことができない存在となった。

本展では、展示による茶事の疑似体験を目指し、唐物、高麗物

をはじめとする茶道具の名品を展示し、取り合わせの“妙”を体

感することにより、茶道具による文化の伝播や広がりを俯瞰で

きる展覧会を開催する。

　なお、中村記念美術館では、外国語対応のパンフレットを作

成。



事業名 団体名 期間 場所 概要

夢二と彦乃　金沢・湯

涌滞在１００周年記念

事業

金沢市
2017/7/8～

2018/4/30

石川県

金沢市

平成29年は、詩人画家・竹久夢二がその恋人・笠井彦乃とと

もに金沢・湯涌を来訪してから100年目にあたり、夢二の湯涌

滞在100年を記念した事業として、特別展やコレクション展を

開催する。さらに、従来看過されてきた夢二の短歌について、

夢二の代表作『山へよする』収録の「里居」を中心に、中西進

氏（文化勲章受章者、高志の国文学館館長）を講師に迎え、講

演会も開催する。この事業により、夢二を通じて、古くから愛

されてきた文化やまちを外国からの来街者に体感してもらう。

なお、金沢湯涌夢二館では、外国語対応のパンフレットを作成

しています。

美濃和紙新ブランド発

信（「インテリアライ

フスタイル」）

岐阜県
2017/6/14～

6/16

東京都

江東区

岐阜県では、１３００年もの間受け継がれ、ユネスコ無形文化

遺産の「本美濃紙（日本の手漉和紙技術）」に代表される「美

濃和紙」を２０２０年以降も伝承すべきレガシーと捉え、関係

者が一丸となり、２０２０年に向けて、世界に通用する新ブラ

ンドの開発を通じた伝統文化の発展に取り組んでいる。

昨年度披露した新ブランドの更なるＰＲを図るため、東京での

展示会に出展し、「美濃和紙（ＭＩＮＯＷＡＳＨＩ）」を強力

に発信する。

また、英語併記の「ブランドブック」を配布し、継続的な発信

につなげていく。

企画展「描かれた都－

石川に伝わる洛中洛外

図屏風たち－」

石川県
2017/6/11～

7/9

石川県

金沢市

京の都を描いた洛中洛外図屏風や東山遊楽図屏風、祇園祭礼図

屏風など、活気溢れる都の世界を初公開の品々を含み紹介する

企画展。展示棟入口の足下に点字表示し、障害者にとってバリ

アを取り除く取り組みを行うほか、英語表記した施設案内リー

フレットにより展示室が分かるようにし、外国人にとって言語

の壁を取り除く取り組みも行う。



事業名 団体名 期間 場所 概要

千葉県文化会館開館50

周年記念事業　県民の

日記念　第31回若い芽

のαコンサート

公益財団法人

千葉県文化振

興財団

2017/6/25
千葉県

千葉市

本公演は、本県にゆかりのある若手演奏家がプロのオーケスト

ラと共演するコンサートです。彼らにとって満員の聴衆の前で

演奏することは貴重な経験となり、大きく成長する飛躍のス

テージとなっています。過去の出演者の中には、この演奏会か

ら日本を代表する演奏家に育ち世界に羽ばたいております。千

葉県文化会館では、コミュニケーションボードや筆談ボードに

よる対応、障害用トイレや障害者席、専用駐車スペースが完備

されており、障害をお持ちのお客様でも安心してご鑑賞いただ

けます。お客様のご要望に応じて障害をお持ちのお客様には

サービス介助士の資格を持つ職員が斜行型段差昇降機を操作し

てご案内します。また、外国人の方と適切なコミュニケーショ

ンを図るために受付カウンターにタブレット翻訳機や外国語版

コミュニケーションボードを設置。

特別展「仁和寺と御室

派のみほとけ」

東京国立博物

館、読売新聞

社

2018/1/16～

3/11

東京都

台東区

真言宗御室派総本山仁和寺は、歴代天皇の厚い帰依を受け、近

年では、「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されてい

ます。この展覧会は、仁和寺の寺宝のほか、仁和寺を総本山と

する御室派寺院が所蔵する仏像を中心とした名宝を日本のみな

らず諸外国の方々に紹介します。展覧会では、展示室内のバリ

アフリー化や車椅子の貸出しを実施することで、より多様なお

客様にお楽しみいただける展示環境を整備しています。また、

展示解説やキャプションを外国語併記とし、2020年の東京オ

リンピック・パラリンピック開催を前に見込まれる、来館者の

更なる多様化への対応体制を整えています。

ムジークフェストなら

２０１７

ムジークフェ

ストなら実行

委員会

2017/6/10～

6/25
奈良県

6月10日(土)～25日(日)までの16日間、クラシックやジャズ

を中心に、国内外の多種多様な音楽にスポットをあて、奈良の

文化や地域の振興を目的に開催します。今年の「ムジークフェ

ストなら」では、世界遺産をはじめとした県内の多くの社寺や

音楽ホールなどで様々なジャンルのコンサートが行われ、県内

各地の「奈良らしい」様々な会場で音楽を楽しむことにより、

日本文化を身近に感じることができる音楽祭です。また、体感

音響システムを一部のコンサートに導入することにより、障害

者にも楽しんでいただけるよう取り組んでいるほか、外国語

（英語、中国語）表記のチラシを作成し、外国人の参加も広く

呼びかけています。昨年度は、連携イベントを含め、計17万

人のお客様にご来場いただき、奈良の梅雨時を代表するイベン

トとして定着。



事業名 団体名 期間 場所 概要

港区伝統文化体験教室

事業

港区伝統文化

事業実行委員

会

2017/6/2～

12/17

東京都

港区

2020年を見据えて、港区内にて伝統芸能である日本舞踊（古

典舞踊）を半年間学び、練習成果発表会を開催する目的で実施

します。特に、踊りの基本動作・姿勢・重心、独特の小道具を

用いた表現方法を理解しながら、演じる楽しさを学びます。普

段体験することのない日本舞踊で舞台を踏むことを目標として

おり、舞台上での決まり事や、役者としての振る舞い・立ち位

置などを理解するとともに、舞台装置などの講習も開催いたし

ます。

　また子供達の個性を伸ばしながら、たくさんのお友達と一緒

に劇場での舞台を体験するため、全稽古におい

て適切で楽しい指導を行います。この機会にぜひご参加下さ

い。※児童による手話対応可

山形サモア文化交流セ

ミナー「SAMOA CAFÉ 

2017」

山形市 2017/6/29
山形県

山形市

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、山形市

はサモア独立国のホストタウンとして政府より正式に登録され

ており、今後様々な分野において交流を深めていく予定であ

る。その文化交流事業の第一弾として、山形市に駐日サモア独

立国特命全権大使をお迎えし、双方の文化の違いについて理解

を深めるためのセミナーを開催する。セミナーは、大使、山形

市長、サモア出身山形市民をパネリストとし、双方の文化を象

徴するパネル等を見ながらざっくばらんに語り合うカフェトー

ク形式で開催。常夏の島国と山に囲まれた雪国という環境の全

く違う両者の文化の違いをあぶり出していくことにより、相互

理解を深めるだけではなく、市民が山形市の文化の魅力につい

ても再認識できるようなセミナー。チラシには英訳を入れ、通

訳も配置。

一柳慧プロデュース　

ユリシーズ弦楽四重奏

団

公益財団法人

神奈川芸術文

化財団

2017/6/11～

6/17

神奈川県

横浜市

日本を代表する作曲家・弊財団芸術総監督の一柳慧のプロ

デュースにより現在（いま）、この土地（神奈川・横浜）で発

信すべき国内外のアーティストを紹介する室内楽シリーズ。今

年度は弦楽四重奏団の育成に今最も力を入れているアメリカか

ら、新進気鋭のユリシーズ弦楽四重奏団を招聘し、日本デ

ビューとなる2公演を開催する。一つはオール・アメリカン・

プログラムで、聴衆と日米の音楽事情について語り合う時間も

設ける。もう一つは日本人アーティスト2名をゲストに迎え、

日本の一柳慧を含む世界の作曲家作品を演奏するプログラム。

公演に加え、大学連携事業として洗足学園音楽大学に出向き、

学生との国際交流プログラムも実施。公演紹介、チケット購

入、当日案内において多言語表記を積極的に行うほか、ディス

カッションでは通訳を用意。車椅子来場者の受け入れ、視聴覚

障害者への案内係の付き添い、筆談具の設置など障害者対応に

も取り組む。



事業名 団体名 期間 場所 概要

千葉県文化会館開館50

周年記念事業　坂本冬

美コンサート

公益財団法人

千葉県文化振

興財団

2017/11/25
千葉県

千葉市

本公演は、歌やお芝居等多方面で活躍されている坂本冬美のコ

ンサートです。予てから大衆文化として親しまれてきた演歌公

演を、県内のテレビ放送局である千葉テレビ放送局と連携を図

り、多くの県民の方々に喜んでいただけるよう実施します。

　千葉県文化会館では、コミュニケーションボードや筆談ボー

ドによる対応、障害用トイレや障害者席、専用駐車スペースが

完備されており、障害をお持ちのお客様でも安心してご鑑賞い

ただけます。お客様のご要望に応じて障害をお持ちのお客様に

はサービス介助士の資格を持つ職員が斜行型段差昇降機を操作

してご案内します。また、外国人の方と適切なコミュニケー

ションを図るために受付カウンターにタブレット翻訳機や外国

語版コミュニケーションボードを設置。

2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピックを

活用した地域活性化推

進首長連合　第５回総

会

2020年東京オ

リンピック・

パラリンピッ

クを活用した

地域活性化推

進首長連合

2017/6/7
東京都

港区

全国465自治体が加盟する（H29.5.19現在）「2020年東京オ

リンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連

合」の第５回目となる総会を虎ノ門ヒルズで開催する。総会で

は決算・予算などについての議決のほか、事業報告において、

当日の会場である虎ノ門ヒルズが面する「新虎通り」を舞台

に、日本各地の様々な文化、コンテンツを発信し、日本各地の

観光振興、地域活性化に貢献する「旅する新虎マーケット」の

これまでの実施状況や今後の展開や、自治体観光PRのための

企業との連携事業についてに講演を行う。また、会場となる虎

ノ門ヒルズでは1階から4階の各フロアに多機能トイレが設置

されているなど、会場の設備として体勢が整っている。


