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事業名 団体名 期間 場所 概要

Paralym Beauty  2020

一般社団法人

パラリン

ビューティ

2017/7/1~

2018/6/30

大阪府

大阪市

「美容の持つチカラで障がい者の就労支援を」をテーマに活動していま

す。関西での美容サロンオーナー有志が中心となり設立して1年半の団

体です。美容を志す障がいをお持ちの方へ、もっと美容体験活動を広げ

ていきたいとの思いで「Paralym Beauty 2020」を企画しました。商

業施設や市役所、支援学校など小スペースでコツコツと「障がい児者向

け美容体験」の開催していきます。バリアフリー施設で開催、手話や筆

談の福祉スタッフも居ます。また大阪なんば商店街の外国人旅行者案内

所、北区天神橋筋商店街カフェにて訪日外国人向けにネイリスト体験を

実施していきます。障がい者施術者が「訪日外国人に美容体験」を提供

し、四季のある日本美容文化に触れていただきます。英中国語案内、通

訳者も常勤。2つのバリアを無くす取り組みを、2020年に向けて継続開

催していきます。

スマートイルミネーショ

ン横浜

スマートイル

ミネーション

横浜実行委員

会

2017/11/1～

2017/12/31

神奈川県

横浜市

　横浜市では、スマートシティの普及や環境施策だけでなく、文化芸術

振興、産業振興などの総合的な取組による新たな環境適応型の都市づく

りを進めています。スマートイルミネーション横浜は、これらの都市政

策に都市観光の視点を取り入れ、アートと環境技術、そして横浜の観光

資源である歴史的建造物や臨海部の景観などを活用し、夜景開発に取り

組む事業です。環境技術とアートの融合という、新たなアプローチによ

る横浜ならではの文化プログラムを国内外に広く発信し、日本の文化芸

術の水準向上に貢献します。

　 また、国際的なライトアートフェスティバルへの成長をめざし、海外

作家の招聘や、海外の大型ライトアートイベントと連携した国際シンポ

ジウムを開催します。なお、海外に向けてのプロモーションを行うとと

もに、ウェブサイト、パンフレット、チラシなどには、一部英語表記を

行います。また、会場サインについても英文で併記し、案内スタッフに

はバイリンガルもしくは通訳ボランティアスタッフなどを配置する予定

です。

埼玉 WABI SABI 大園会 埼玉県

2017/10/21

～

2017/10/22

埼玉県さ

いたま市

　東京2020大会及びラグビーワールドカップ2019に向け、伝統芸能、

盆栽や生け花、茶道など埼玉の「和」の文化を一堂に集めたイベントを

実施し、両大会の機運醸成と埼玉の文化の魅力を国内外に発信する。ま

た、「伝統×革新」をテーマとし、和文化と現代文化のコラボレーショ

ンで和文化を幅広い層にアピールする。

　会場内には「ガイドサポートセンター」「ユニバーサルデザインコー

ナー」を設置し、外国人や障害のある方にも楽しんでいただけるイベン

トとする。

　主な出演者：上妻宏光（三味線）、鬼太鼓座（和太鼓）、矢部澄翔

（書道家）、平尾成志（盆栽師）、山田香織（盆栽家）、南沢奈央（タ

レント）、日本太鼓協会ほか

宇野誠一郎音楽会 山形県
2017/11/4～

2017/11/4

山形県山

形市

　人気人形劇「ひょっこりひょうたん島」やアニメ「一休さん」「ふし

ぎなメルモ」「ムーミン」などの音楽を担当し、3,000曲以上もの楽曲

を作曲した、日本を代表する作曲家・宇野誠一郎を偲んで開催する音楽

会。鳥取県のアマチュア合唱団「ゴスペルオーブ」と、山形県で活躍し

ている合唱団「霞城の森合唱団」が出演、日本の楽曲のすばらしさを国

内外に広く発信する。

　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されており、この事

業は障害者にとってのバリアを取り除く取組でもある。



事業名 団体名 期間 場所 概要

交流の響き２０１７inかわ

さき

川崎市市民文

化局市民文化

振興室

2017/9/30～

2017/9/30

神奈川県

川崎市

全国新聞社事業協議会の会員社が各都道府県で主催している音楽コン

クールで優勝者ないし上位に入った演奏者が一堂に会する演奏会であ

り、演奏ジャンルはピアノ、管・弦または声楽などです。交流の響き

は、音楽を愛する仲間が、世界的にも音響の評価が髙いミューザ川崎シ

ンフォニーホールに集まり、地域を超えた交流を深め、互いに学び合う

場をつくります。また、若い才能の育成、音楽水準の向上を図る一助と

し、音楽の素晴らしさや演奏することの楽しさを川崎市民のみならず、

全国に発信します。観覧は無料とし、市民に音楽に親しんでいただく機

会を提供します。なお、会場は車いすの方の席スペースがありますの

で、車いすの方にもお楽しみいただけるようになっています。

中央区民文化祭

中央区区民部

文化・生涯学

習課

2017/10/14

～2017/12/3

東京都中

央区

中央区民文化祭は俳句、謡曲、吟詠、短歌、囲碁、将棋、書道、華道、

茶道、民踊、洋画美術、太鼓活動を行う各団体から構成された12の文化

連盟により、１年間の研究成果の発表と相互研鑽の場として、中央区施

設内で各文化連盟による大会を実施する。

作品の出展や大会への参加は主に中央区内在住・在勤者が対象となり、

小学生からシニアまで幅広い世代が参加し、楽しめる大会となってい

る。また、観覧はどなたでも無料で参加することができる。

大会が行われる中央区施設ではエレベーター設備やスロープ、多目的ト

イレが完備されており、車椅子の方でも参加しやすい環境である。

たづくりシアター寄席

その三

公益財団法人

調布市文化・

コミュニティ

振興財団

2017/12/3～

2017/12/3

東京都調

布市

調布市文化会館たづくり８階にある座席数１００の映像シアターで開催

する「たづくりシアター寄席」は、江戸時代から続く粋で偉大なエン

ターテイメントを間近で、臨場感たっぷりに味わうことのできる落語会

です。さらに落語だけではなく紙切りなどの伝統芸も交え、幅広い世代

で日本の伝統芸能を楽しみながら学ぶことができます。

また、チラシには一部英語訳を、当日配布するプログラムには一部演目

のあらすじの英訳を記載し、これから日本語や日本の文化を学びたい在

訪日外国人の方々も楽しめる落語会です。

加えて会場となる文化会館たづくりでは障害者席や障害者用トイレ、専

用駐車場を完備し、インフォメーションカウンターには筆談ボードを設

置しています。



事業名 団体名 期間 場所 概要

たづくりシアター寄席

その四

公益財団法人

調布市文化・

コミュニティ

振興財団

2018/2/3～

2018/2/3

東京都調

布市

調布市文化会館たづくりで開催する落語シリーズの第４弾。

調布市文化会館たづくり８階にある座席数１００の映像シアターで開催

する「たづくりシアター寄席」は、江戸時代から続く粋で偉大なエン

ターテイメントを間近で、臨場感たっぷりに味わうことのできる落語会

です。さらに落語だけではなく大喜利なども交え、幅広い世代で日本の

伝統芸能楽をしみながら学ぶことができます。

また、チラシには一部英語訳を、当日配布するプログラムには一部演目

のあらすじの英訳を記載し、これから日本語や日本の文化を学びたい在

訪日外国人の方々も楽しめる落語会です。

加えて会場となる文化会館たづくりでは障害者席や障害者用トイレ、専

用駐車場を完備し、インフォメーションカウンターには筆談ボードを設

置しています。

第４７回滋賀県芸術文化

祭

滋賀県芸術文

化祭実行委員

会（公益財団

法人びわ湖芸

術文化財団

内）

2017/8/13～

2017/12/31

滋賀県米

原市

　「滋賀県芸術文化祭」は、県民の皆さんに、日ごろの芸術文化に関す

る創作活動の成果を発表していただき、また優れた文化芸術に親しみ鑑

賞していただくため毎年開催しています。主催事業として、「滋賀県美

術展覧会」「滋賀県写真展覧会」「滋賀県文学祭」「ﾐｼｶﾞﾝｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞｽﾃｰ

ｼﾞ」を実施しています。参加事業としては、県内から応募のあった約

200事業を予定しています。参加事業には、美術・音楽・演劇・伝統芸

能・伝統文化等の９つの部門があり、詩吟・邦楽・能・狂言・日本舞

踊・華道・茶道等、日本文化の魅力を発信する事業も数多く開催してい

ます。

　また、事業が開催される各施設は、バイアフリー機能を備えた施設も

多く、様々な方々に文化祭に親しんでいただけるよう配慮しています。

第７１回滋賀県美術展覧

会

滋賀県芸術文

化祭実行委員

会（公益財団

法人びわ湖芸

術文化財団

内）

2017/8/13～

2017/8/19

滋賀県米

原市

　「滋賀県美術展覧会」は、広く県民の皆さんが、日ごろの創作活動の

成果を発表する場として、また、身近に芸術を鑑賞する場として毎年開

催している歴史ある公募美術展です。「平面」「立体」「工芸」「書」

の４部門があります。平面部門では、日本画や水墨画等、工芸部門で

は、染織や漆、陶芸、人形等、日本文化の魅力を改めて気づかせてくれ

る作品も数多く出品されます。

　また、事業が開催される施設は、バイアフリー機能を備えており、

様々な方々に美術展に親しんでいただけるよう配慮しています。

平成２９年度 滋賀県アー

トコラボレーション事業

「エンジョイ・ザ・バ

ロック」

公益財団法人

びわ湖芸術文

化財団

2017/9/24～

2018/1/28

滋賀県米

原市

（公財）びわ湖芸術文化財団は、県内文化ホール、事業展開するアート

ＮＰＯ等と協働・連携し、県域のネットワーク構築と協働・連携事業に

よる地域文化の活性化を図っています。

「エンジョイ・ザ・バロック」では、米原市・米原市民交流プラザと協

働で、日本でも愛好家の多いバロック音楽の魅力をアウトリーチ（お寺

や小学校等４会場）やコンサートを通して、幅広い層の方々にご紹介し

ます。改めて、日本人の心に響くバロック音楽の魅力を再発見する好機

となれば幸いです。

　また、コンサートの主会場となるルッチプラザは、バイアフリー機能

を備えており、様々な方々に音楽に親しんでいただけるよう配慮してい

ます。



事業名 団体名 期間 場所 概要

平成２９年度 滋賀県アー

トコラボレーション事業

「しがぎんホール　ピア

ノ・フェスティバル ２０

１７」

公益財団法人

びわ湖芸術文

化財団

2017/9/17～

2017/9/18

滋賀県大

津市

（公財）びわ湖芸術文化財団は、県内文化ホール、事業展開するアート

ＮＰＯ等と協働・連携し、県域のネットワーク構築と協働・連携事業に

よる地域文化の活性化を図っています。

「しがぎんホール ピアノ・フェスティバル ２０１７」では、(株)しが

ぎん経済文化センターと協働で、湖国の実力派ピアニストが、しがぎん

ホールに結集するピアノ三昧の二日間をお届けします。歴代の滋賀県文

化奨励賞受賞者を中心に７名のピアニストが、ピアノ故に創り出せる世

界を珠玉の名曲にのせて演奏します。注目の若手から巨匠とよばれる演

奏家まで、奏者ごとに異なる音の輝きをご堪能いただけましたら幸いで

す。

  また、コンサート会場となるしがぎんホールは、バイアフリー機能を

備えており、様々な方々に音楽に親しんでいただけるよう配慮していま

す。

音楽堂・伝統音楽シリー

ズ　聲明「月の光言」

公益財団法人

神奈川芸術文

化財団

2017/11/4～

2017/11/4

神奈川県

横浜市

日本及びアジアの芸術文化の魅力を再発見し、国際的な発信にもつなげ

る目的で、木のホール音楽堂の音響と空間を生かし、実施していくシ

リーズ。この第2回として聲明を取り上げる。1200年以上続く日本音楽

の源流であり、その歴史性と音楽性から、キリスト教のグレゴリオ聖歌

と共に、優れた宗教音楽として高く評価されている。天台・真言両宗の

僧侶たちによる「声明の会・千年の聲」を迎え、気鋭の作曲家・桑原ゆ

うが新たな視点で創作した作品と、時代を超えて受け継がれてきた古典

聲明を組み合わせた上演で、日本の音楽文化、特に声の音楽における魅

力と可能性を体感してもらうことをめざす。パンフレットは英語対応の

ものも用意する。

第12回米原市芸術展覧会 米原市
2017/10/7～

2017/12/3

滋賀県米

原市

　第12回を迎えるこの展覧会は、米原市の市民交流の拠点であるルッチ

プラザをメイン会場として実施しており、市民の芸術への関心を高め、

創作者のさらなる意欲向上を目的に米原の魅力を充分に詰め込んだ米原

らしい展覧会を目指すとともに、文化の薫り高き米原を市内外へ広くPR

しています。展示会場は、バリアフリー化を行っており、車いすでも鑑

賞ができます。また、音楽部門の最終審査はベルホール310（ルッチプ

ラザ内）にて審査を行います。この音楽部門には、市民団体が市内小学

生に指導を行い、作詞作曲した作品も多く出品される等、幅広い年齢層

からの参加があります。

山梨魅力発信事業 山梨県
2017/7/11～

2017/7/11
海外

山梨県では2020東京オリンピック・パラリンピックに向け多くの市町村

がフランスのホストタウンに登録し、相互交流の深化と地域の活性化に

取り組んでいる。

この事業はその一環として、世界文化遺産「富士山」に関連した地域文

化をはじめ、歴史や自然、産業、食文化などの魅力を、事前合宿の誘致

対象の競技関係者、姉妹提携を行っているフランス自治体、メディア等

を対象に発信するもの。具体的には、本県の魅力全般について知事自ら

が動画等を用いプレゼンテーションを行う他、日本一の果物やワイン等

の食文化について試食、試飲により実際に味わってもらい、更に織物や

ジュエリー等の特産品や祭りなどの伝統行事についてパネル展示により

情報発信を行っていく。

事業の実施に当たっては、通訳2名を配置する他、JETプログラムで本県

に勤務していた仏人にも参加を促し、その経験を踏まえたスピーチを通

じ言語の壁を越えて本県の魅力を発信していく。



事業名 団体名 期間 場所 概要

夏季特別展「イメージの

力－国立民族学博物館コ

レクションにさぐる－」

石川県
2017/7/22～

2017/9/3

石川県金

沢市

本展は、「みんぱく」所蔵の膨大なコレクションの中からえりすぐられ

た造形を通し、「人間にはイメージの普遍性はあるのか」という問いに

対する答えを見出そうとする企画である。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、４カ国語で

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。

東京国立近代美術館工芸

館名品展

石川県（「東

京国立近代美

術館工芸館名

品展」開催実

行委員会）

2017/11/11

～

2017/12/17

石川県金

沢市

東京国立近代美術館工芸館の石川県への移転が決定され、工芸館の開館

までの間、多くの方々に工芸館の所蔵品を知っていただき、移転の機運

を高めていくため、独立行政法人国立美術館、石川県、金沢市の３者が

連携し、毎年、工芸館の所蔵品を紹介する展覧会を開催する。英語表記

した施設案内リーフレットにより企画展示室がわかるようにし、外国人

にとって言語の壁を取り除く取り組みも行う。

おかやま文化芸術アソシ

エイツ　おかやま文化プ

ログラム　キックオフシ

ンポジウム

公益社団法人

岡山県文化連

盟

2017/6/27～

2017/6/27

岡山県岡

山市

　公益社団法人岡山県文化連盟は、これまで以上に専門的なノウハウを

蓄積し、公正で効率的な文化芸術支援により文化を通じた社会貢献に資

する目的から、今年度、地域アーツカウンシルとしての機能を付加し、

新たに「おかやま文化芸術アソシエイツ」の取組みを始めることになり

ました。2020年の東京オリンピックに合わせて全国各地で実施される文

化プログラムへの取組みは、地域で生活する我々がその地域の文化を構

成する人や資源、歴史、お金についてよく知り、地域の未来を見据えた

新たな価値の創造と多様なステークホルダーの共生について思考する絶

好の機会と言えます。キックオフシンポジウムでは、地域の文化と地域

アーツカウンシルの役割について、来場者も巻き込みながら考える時間

を持ちたいと思います。会場はバリアフリーの仕様としており、幅広い

層の参加を呼びかけています。



事業名 団体名 期間 場所 概要

第16回 新宿エイサーまつ

り

新宿エイサー

まつり大会委

員会

2017/7/29～

2017/7/29

東京都新

宿区

大都会新宿のど真ん中で、まるまる1日沖縄の伝統演舞であるエイサー

が街を席巻します。新宿エイサーまつりは、その独特の太鼓のリズム、

朗々と響く三線と唄、勇壮な踊りで、観る人をエネルギッシュにしてく

れるお祭りです。太鼓の音に合わせて男女が隊列を組んで勢い良く街を

練り歩き、元気とパワーがもらえる活気に満ちた熱いお祭りです。見る

だけで元気になります。参加すると更に元気になります。毎年1年でイ

チバン熱い日となるこの日、東京のど真ん中で、最も熱い日に、更に熱

くなってみませんか！

当日会場では、２ヵ国語表記のパンフレットを配布し、会場内には、英

語対応スタッフを配置予定となっております。

カルチャーナイト2017

認定特定非営

利活動法人カ

ルチャーナイ

ト北海道

2017/7/21～

2017/7/21

北海道札

幌市

カルチャーナイトとは、官公庁（国、道、札幌市）が持っている公共施

設や文化施設及び民間の施設を、1年に1日だけ夜間開放し、それぞれの

施設がその専門分野や特色を生かした文化プログラムを用意し、市民や

観光客が参加して楽しむという催し。市民と企業と官庁が協働して運営

し、参加施設が担う経費や警備や集客については「自己負担」「自己責

任」「自助努力」を基本とする。2003年からスタートし今年は15年

目。参加人数は2万5千人～3万人くらいで安定的に推移している。カル

チャーナイトの目的は市民が自分の住んでいる街や文化に関心をもち、

北海道ならではの地域文化の創造と発展に寄与することにある。実施会

場の一部はバリアフリー化されており、車いすを利用している方も観覧

できるよう十分スペースを確保しているほか、公式HPでは英語サイトを

設け、外国人にも対応している。

発達障がい支援ワーク

ショップ　音と光の動物

園

横浜アーツ

フェスティバ

ル実行委員会

2017/9/16～

2017/9/16

神奈川県

横浜市

発達障がいがあるお子さまとその保護者を対象としたワークショップで

す。

映像や音楽で表現された動物の世界で、デジタルアートの体験や、ペー

パークラフト作り、音楽コンサートなどを楽しみながら、お子さまの五

感に働きかけるプログラムとなっています。

またワークショップでは、保護者向けのコーナーもご用意いたします。

参加者同士で情報交換ができるカフェタイムや、専門スタッフからお子

さまとの関わり方などのアドバイスをお伝えする時間など、さまざま気

軽に相談できる場を設けます。

ファンタスティック・ガ

ラコンサート2017 in

summer

公益財団法人

神奈川芸術文

化財団

2017/7/2～

2017/7/2

神奈川県

横浜市

12回目を迎えるホール恒例事業。松尾葉子指揮、神奈川フィルハーモ

ニー管弦楽団による演奏で実施。演目はドビュッシー(仏)やチャイコフ

スキー(露)の管弦楽曲や協奏曲に加え、日本を代表するオペラ歌手が

モーツァルトやシュトラウスⅡ世(墺)、ロッシーニ(伊)のオペラから名

歌を原語で歌い、言語の壁を越え紹介する。クラシックのみならず、Ｊ.

ウィリアムズ｢オリンピック・ファンファーレ｣やミュージカル(米)や、

アルゼンチンタンゴ、イギリスの映画音楽まで世界中の名曲を集め、地

元横浜と東京葛飾区の合同児童合唱が夏の文部省唱歌で日本文化の紹介

も果たす。合唱団に車椅子の児童が在籍する為登壇時にはフレックスス

テップを稼動し、また障害のある来場者への対応、筆談具の設置等の取

組みを行う。



事業名 団体名 期間 場所 概要

中央区オリンピック・パ

ラリンピック区民協議会

中央区企画部

オリンピッ

ク・パラリン

ピック調整担

当課

2017/7/26～

2017/7/26

東京都中

央区

地域の魅力発信と活性化の絶好の機会となる東京2020大会に向けて、区

民、関係団体および区が一体となって地域の発展に取り組んでいくた

め、平成27年12月17日に「中央区オリンピック・パラリンピック区民

協議会」を設立した。この区民協議会では、区内の古典芸能や能に関す

る文化団体、映画・演劇の提供を行う事業者の代表者等をはじめとし

て、文化、町会・自治会、商工観光、スポーツ、福祉、環境など、多様

な分野の関係団体の方が一同に集まり、2020年に向けて目標を共有しな

がら、大会の気運醸成に関することや大会開催の機会を捉えた地域の活

動に関すること等に取り組んでいる。本区は東京2020大会の中心となる

選手村を擁するとともに、日本を代表する商業地である銀座・日本橋や

食のまち築地には、世界中から来訪者が集まっている。本協議会は、海

外からの来訪者に対しておもてなしの心で迎えるための取組や、江戸以

来の伝統文化に触れる機会の提供等、日本の魅力発信に向けて地域で取

り組んでいくものである。なお、この会議はどなたでも傍聴が可能な開

かれた会議であるとともに、会議が開催される施設では障害者用トイレ

等のバリアフリー対応が実施されている。

港都ＫＯＢＥ芸術祭 神戸市
2017/9/16～

2017/10/15

兵庫県神

戸市

 神戸開港150年記念事業の１つとして、本芸術祭を行う。アートを通じ

て国内外とつながる「神戸港」と「神戸空港」という資源に新たな魅力

を感じていただくとともに、再発見・再認識する機会をつくり、その魅

力発信と賑わいの創出を目指す。「時を刻み、豊かな広がりへ」を開催

テーマに、港を象徴する突堤や埠頭・係船杭等に出品作家による作品を

展示し、遊覧船から神戸の街並みや六甲の山並みを背景に作品を鑑賞す

る。

　また、障害者や外国人をはじめとした様々な方に楽しんでいただける

ように、展示方法の工夫（立体造形物・映像等）やダンスパフォーマン

スを実施し、各会場や船上ではボランティアの市民チーム（神戸アート

クルー）やスタッフによる鑑賞補助を行い、ＨＰやリーフレットなどは

多言語で作成している。

布橋灌頂会
布橋灌頂会実

行委員会

2017/9/24～

2017/9/24

富山県立

山町

　江戸時代に霊山立山への登拝が許されなかった女性が、白装束姿で白

い布が敷かれた橋を渡り、極楽往生を願う儀式。現代の癒しの行事とし

て1996年に国民文化祭とやまで復活し、現在は3年に一度のみ開催され

ています。復活した布橋灌頂会では白装束姿の女人衆が閻魔（えんま）

堂での儀式後、雅楽が流れるなか、目隠しした姿で僧侶に導かれ、この

世とあの世との境界とされる朱塗りの布橋を渡り、うば堂に入ります。

うば堂にあたる遥望（ようぼう）館では、女人衆が暗闇で目隠しを解く

と室内の覆いが上がり、立山につながる別世界を目前に実感する儀式で

す。立山信仰の里・芦峅寺ならではの現代の癒しの行事として、心の安

らぎや支えを求める精神文化として関心を集めています。

　今回より、英語、中国語の対応可能な人員を配置し、国内のみならず

海外からの参加、取材等に対応できるよう計画している。



事業名 団体名 期間 場所 概要

ふるさとアーティスト

フェスティバル　Vol.3

2017　in　網走

網走市
2017/8/29～

2017/9/3

北海道網

走市

　「①網走出身、②網走市に住んでいた、③網走市内の学校に通学して

いた」のいずれかに当てはまるアーティストを「ふるさとアーティス

ト」と名付け、招へいし公演等を行う。今回がプレ開催を含めて4回目

の公演。

　今回招聘されるのは16組の画家や歌手やバンドなど。期間を通じて日

本画家やイラストレーターらの展示を行う他、8月31日から9月3日まで

クラシックや、ポップス、ロックなどの公演を行う。その他アトリウム

ロビーでの公演や交流会、ワークショップを予定している。

  なお、本事業はバリアフリーに対応した社会教育施設であるオホーツ

ク・文化交流センターで開催する。公演が開催されるエコーホールにつ

いても車いすの方に配慮した対応を行う。

土浦全国花火競技大会

土浦全国花火

競技大会実行

委員会

2017/10/7～

2017/10/7

茨城県土

浦市

　花火玉の美しさ、質の高さで近年世界中から注目されている日本の花

火。日本三大花火の一つといわれ、大正14年から続く土浦全国花火競技

大会。競技種目は「10号玉」、速射連発の「スターマイン」、型物や新

たな技術を披露する「創造花火」の３種目で、日本全国から約60社の煙

火業者が技を競い合う。各競技種目の優勝者の中から、総合的に判断し

て煙火技術の向上に貢献し、観る人に感動を与えたと認められる最も優

秀な出品者には内閣総理大臣賞が授与される。

　また、外国人観覧者に対して、ホームページやプログラム、交通規制

図等の英語版の作成や、観覧場所付の障害者専用駐車場の設置等、バリ

アフリーの取組みもおこなっている。

関西フィルハーモニー管

弦楽団クラシックコン

サート東大阪

公益財団法人

東大阪市文化

振興協会

2017/9/10～
大阪府大

阪市

質の高い文化芸術を幅広い層の人々が楽しめる場を提供することを目的

として、国内外で活躍中の指揮者である藤岡幸夫氏と関西フィルハーモ

ニー管弦楽団を招いてのクラシックコンサートを開催する。

日本の童謡や映画音楽などの馴染み深い楽曲のオーケストラアレンジや

市内中学校の合唱部とのコラボレーション、ベートーヴェンの交響曲を

メインとしたクラシック音楽など幅広いプログラムを提供する。

普段だと敷居の高いと感じるオーケストラのコンサートを、東大阪市の

補助をうけ、低額な料金設定により手軽に多くの人が楽しめるコンサー

トとして実施する。

また、車椅子観覧席設置の施設を利用するなど、障害者等も気軽に参加

できる事業の取り組みを心掛けている。

①東京味わいフェスタ

②東京味わいフェスタ in

臨海副都心

東京都産業労

働局

2017/9/22～

2017/10/8

東京都

千代田区

江東区

2020東京大会に向けて、東京産の農林水産物やこれを用いた料理、時代

を超えて受け継がれてきた伝統文化など、東京及び日本の文化の多彩な

魅力を国内外に発信することを目的として実施。①では、江戸東京野菜

を使用した一流シェフらによる料理や江戸切子などの伝統工芸品の展

示・販売、「お酒とおつまみ」をテーマとした全国各地の特産品の販売

や日本各地のお祭り(よさこいや阿波踊り)などのステージイベントを予

定。海外旅行者に対応するため臨時の観光案内所を設置し、英語版パン

フレットを5000部程度を作成する。また国内外のムスリム旅行者に楽し

んでいただくため「ハラル料理」の販売を実施予定。②では日本各地の

郷土料理や各地のお祭りパフォーマンス、大使館シェフによる多国籍料

理の販売を予定。



事業名 団体名 期間 場所 概要

世界遺産登録応援企画

「記念大コンサート」

世界遺産登録

応援企画「記

念大コンサー

ト」

実行委員会

2017/4/1～

2017/12/31

福岡県

宗像市

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録（29年7月予

定）を、祝する記念行事の一環として、「市民参加型ミュージカル・む

なかた三女神記」（JC宗像青年会議所）と、県民参加型「300人による

第九合唱団」及び「九州フィルハーモニー管弦楽団」との「記念大コン

サート」を実施します。私たちは、この企画によって未来へと誇れる福

岡県となるばかりでなく、「子孫・未来へ繋ぐ心の賛歌」になることを

目的としており、また、福岡県民、官民が一体となることによって、福

岡県はもとより、日本全国、世界へと、世界遺産登録を祝うメッセージ

を発信できるものと考えております。会場は、バリアフリー設備の充実

した宗像ユリックスのイベントホールで行います。

長岡まつり大花火大会
一般財団法人

長岡花火財団

2017/8/2~

2017/8/3

新潟県

長岡市

日本一の大河信濃川を舞台に２日間で約２万発もの大輪の花が夜空を彩

ります。名物「正三尺玉」や復興のシンボル「フェニックス」など、バ

ラエティーに富んだ大型花火が咲き乱れます。

長岡まつりは昭和２０年８月１日の長岡空襲で亡くなられた方々の慰霊

と長岡の復興を願って開催された「長岡復興祭」が起源です。そのた

め、大花火大会の開催日は毎年８月２・３日に固定されています。

長岡まつり大花火大会は、慰霊と復興、平和への祈りを込めて打ち上げ

ている花火となっています。

近年は、外国人の方へのおもてなしとして、ウェブサイトや会場案内看

板の多言語化を行っています。今年は、通訳ボランティアの配置や、英

語版会場案内マップを作成します。

また、身体障害者手帳をお持ちの方で、移動に介助が必要な方の専用席

（車椅子対応）を用意しています。

新潟インターナショナル

ダンスフェスティバル

2017

NIDF2017実

行委員会

2017/9/26～

2017/12/17

新潟県

新潟市

東アジア文化都市を契機として取り組んできた都市間文化交流を継続・

発展させるとともに、本市の舞台芸術の取り組みを国際発信するため、

海外の舞踊団を招き2015 年の開催に続き2 回目の開催をするもの。今

回は中国・韓国に加え、シンガポールの舞踊団も招聘し、本市における

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会文化プログラムの主要

事業として開催する。

新潟まつり
新潟まつり実

行委員会

2017/8/4～

20167/8/6

新潟県

新潟市

8月4日（金）には日本最大級の民謡流し。8月5日（土）には，住吉行

列，新潟キラキラパレード，水上神輿渡御，市民みこし，手づくり子ど

もみこし，お祭り広場，まちなか音楽花火。8月6日（日）には，住吉行

列，お祭り広場，花火大会が開催される。


