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クロアチアホストタウ
ン推進事業

クロアチアホス
トタウン推進事
業プロジェクト
チーム

2017/4/1 2018/3/31 新潟県 ⼗⽇町市

 クロアチア共和国と⼗⽇町市との交流は、2002年⽇韓ワールドカップ
クロアチア代表チームのキャンプ地となったことからスタートした。昨年
2020年東京オリ・パラホストタウンとして認定された⼗⽇町市は、⺠間
団体と協働してプロジェクトチームを組織し、スポーツ、⽂化、経済交流
の３部会で活動を展開してきた。中でも⽂化的事業の⼀環として、駐⽇ク
ロアチア⼤使夫⼈によるクロアチアの⽂化に親しむ授業やご⾃⾝が⽇本⾷
料理教室を学んだ。今年度は世界無形⽂化遺産クロアチアのア・カペラ
「クラパ」グループを招聘。クロアチアの⽂化に触れ、当市の伝統芸能祝
い唄「天神ばやし」の披露や地元ゴスペルグループとのつながりの場を演
出。
 また、クロアチア⼈の国際交流員を配置し、外国⼈との⾔語の壁を取り
除く取組みを⾏っていく。今後2020年を通過点とし、⽂化、スポーツ、
経済、⻘少年交流等、クロアチアとのより深い友好関係を継承していく。 

多⽂化フェスタ＆コン
サート

川崎市幸区役所 
⽣涯学習⽀援課

2017/9/9 2017/9/9 神奈川県 川崎市

 すべての市⺠が違いを認め合い共に⽣きる社会をつくることを⽬
的に、市⺠への意識啓発を⾏っていくという川崎市の多⽂化共⽣社
会推進指針に基づき、イベントを通じて他国の⽂化を紹介し、実際
に外国⼈市⺠と交流できる場を設けて、市⺠の多⽂化共⽣意識を⾼
める取組みを実施している。
 中南⽶の⾳楽とダンスのコンサート、世界のお茶を飲みながら交
流できるカフェ席、世界の⾷べものめぐり、⽇本の⽂化紹介として
華道、茶道、書道の体験コーナー、他にも催しを企画しており、⽇
本⼈、外国⼈市⺠双⽅がイベントを楽しみながら同じ時間を共有す
ることで、同じ地域に住む互いの存在を⾝近なものとして感じるこ
とができ、多⽂化共⽣意識の啓発につながっている。
 多⽂化フェスタ内では、外国語に対応できる相談員を配置し、⽇
常⽣活全般に関する相談ブースを設けている。 

MIZUSHIMA将棋スト
リート

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽣活に⽂
化が薫るまち倉
敷実⾏委員会、
⽔島商店街振興
連盟

2017/11/11 2017/11/11 岡⼭県 倉敷市

 岡⼭県倉敷市⽔島商店街中⼼部を会場に、幅広い年齢層の地元住
⺠や地元棋⼠、⼥流棋⼠などが参加する将棋⼤会を開催します。将
棋の⼤⼭名⼈ゆかりの地であることを地域と商店街の活性化のテー
マとし、内外の⽿⽬を商店街活動に活かすことで、商店街への注⽬
いただくことで、地域の活性化を図ります。
 会場はバリアフリー仕様となっております。

第九「歓喜の歌」で
HAPPY END 2017 
ｉｎ 渡辺翁記念会館

宇部市 ※実施
団体 ⼀般財団
法⼈宇部市⽂化
創造財団（宇部
市委託事業）

2017/12/17 2017/12/17 ⼭⼝県 宇部市

 今年で開館８０周年となる渡辺翁記念会館で、その特性である⾳響効果
を活かし、⾳楽⽂化の普及・振興を図ると共に、宇部市⺠オーケストラの
御協⼒で完成された演奏と、⼀般公募からの参加である「第九『歓喜の
歌』でHAPPY END合唱団」とが奏でるハーモニーで、⾳楽の素晴らしさ
を伝えることを⽬的に「第九『歓喜の歌』でHAPPY END 2017 in 渡辺
翁記念会館」を開催します。⼜、来場者も合唱団と⼀緒に歌ってもらい、
2017年の最後を幸せな気持ちで締めくくっていただこうと思います。
 本演奏会では、介護の必要な障害者につき介護者１名までは⼊場料無料
とし、会場はバリアフリー対応・⾞椅⼦専⽤スペースを設ける等、障害者
にとってのバリアをなるべく取り除き、障害の有無に関わらず、誰もが⽂
化事業等に参画できる社会の実現に向けた取り組みを実施します。 

第67回滋賀県⽂学祭

滋賀県、滋賀県
教育委員会、滋
賀県芸術⽂化祭
実⾏委員会、
（公財）びわ湖
芸術⽂化財団、
滋賀⽂学会

2017/7/1 2017/11/23 滋賀県 近江⼋幡市

 滋賀県⽂学祭は、⽂学に関する⽇頃の創作活動の成果を発表して
いただくため毎年開催している。募集する部⾨は、⼩説・随筆・童
話・詩・作詞・短歌・俳句・川柳・冠句の９部⾨である。これだけ
のジャンルを広く募集している公募展はあまりない。紙とペンさえ
あれば、どなたでも応募できる（応募資格あり）。病気や⾼齢のた
め書くことが困難になった⽅は、家族の代筆で応募される。表彰式
が⾏われる会場はバリアフリーに対応し、希望があれば⼿話通訳を
⼿配している。 
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第2回WPPCアースデ
イ多摩・南⼤沢

特定⾮営利活動
法⼈インターナ
ショナル世界平
和の響き

2017/10/28 2017/10/28 東京都 ⼋王⼦市

 WPPC（World Peace Prayer Ceremony：各国の国旗を掲げるセ
レモニー）とは、国連に登録している世界193ヶ国の国旗を掲げ
て、その国と世界の平和を願うというイベントで、参加費は無料で
す。お⼦様から、お年寄りまで、どなたにも参加いただけるイベン
トです。お気軽にご参加ください。
 また、WPPC開催と同時に、参加者や通⾏⼈などに、⽇本⽂化の
象徴の⼀つであり、平和の象徴でもある折り鶴を無料にて配布し、
⽇本⽂化の普及と世界の平和に繋げていきます。
 このイベントは、その都度、⽇程を設定し会場を確保して⽇本国
内の様々な場所で単発的に開催していくものです。これを今後も継
続していきます。
外国語（英語）表記のチラシを⽤意しています。 

特別陳列 おん祭と春
⽇信仰の美術

奈良国⽴博物館 2017/12/9 2018/1/14 奈良県 奈良市

 春⽇若宮おん祭は、奈良の歳末を飾る祭事として⼈々に親しまれ
ています。この祭は春⽇⼤社の摂社である若宮神社の祭礼で、⼀年
に⼀度、常の住まいを離れて御假殿（おかりでん）に遷座される若
宮神の前に、さまざまな芸能などを奉納するのものです。おん祭
は、⻑承4年（1135）の若宮社の創建・御遷座を承け、翌保延2年
（1136）に始まったとされています。祭礼は古儀の伝統を守り続
け、今年で882年⽬を迎えます。本展では、伝統ある春⽇若宮おん
祭を取り上げ、絵画や⽂献史料等を通じ、おん祭の歴史と祭礼を紹
介します。
 また、本展は英語・中国語・韓国語による題箋等により、海外の
⽅にもより楽しんでいただける環境を提供します。 

特別陳列 お⽔取り 奈良国⽴博物館 2018/2/6 2018/3/14 奈良県 奈良市

 東⼤寺⼆⽉堂の「お⽔取り」は、奈良時代から⼀度も中断することなく
続く仏教法会で、正式には修⼆会と⾔います。法会の⽬的は、仏の前で罪
過を懺悔することで、現在は３⽉１⽇から14⽇間にわたっておこなわれ
る本⾏では、⼼⾝を清めた僧（練⾏衆）が⼗⼀⾯観⾳の前で宝号を唱え、
荒⾏によって懺悔し、あわせて天下安穏などを祈願します。
 本展は、毎年、東⼤寺でお⽔取りがおこなわれるこの時季にあわせて開
催する恒例の企画で、実際に法会で⽤いられる法具や、歴史と伝統を伝え
る絵画、古⽂書、出⼟品などを展⽰し、⻑い歴史のなかで育まれてきた
「お⽔取り（修⼆会）」の世界の⼀端を展⽰室にて再現し、お⽔取りへの
関⼼と理解を深めてもらう機会を提供します。
 また、本展は英語・中国語・韓国語による題箋等により、海外の⽅にも
より楽しんでいただける環境を提供します。 

特集展⽰ 新たに修理
された⽂化財

奈良国⽴博物館 2017/12/26 2018/1/14 奈良県 奈良市

 ⻑い歴史を経て今に伝わる⽂化財は、その多くが過去に⼈の⼿に
よる修理を受けながら⼤切に保存されてきたものです。奈良国⽴博
物館では、これらの⽂化財をさらに未来へと継承していくために、
絵画・彫刻・書跡・⼯芸・考古の各分野の収蔵品について毎年計画
的に修理を実施しています。
 本展は、近年修理を受けた収蔵品の中から選りすぐった作品を展
⽰公開し、あわせてその修理内容をパネルで紹介するものです。こ
の展⽰を通じて、⽂化財修理に関する博物館の取り組みにについて
関⼼と理解を深めてもらう機会を提供します。
 また、本展は英語・中国語・韓国語による題箋等により、海外の
⽅にもより楽しんでいただける環境を提供します。 
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修理完成記念 特別陳
列 薬師寺の名画－板
絵神像と⻑沢蘆雪筆旧
福寿院障壁画－

奈良国⽴博物館 2018/2/6 2018/3/14 奈良県 奈良市

 薬師寺が所蔵する旧福寿院障壁画は、近年奇想の画家として注⽬
を集める円⼭四条派の画家・⻑沢蘆雪（1754〜99）の代表作であ
り、また元禄期に奈良で多くの画事を残した明誉古礀が富⼠図の絵
筆を採っていることでも知られています。本障壁画について平成２
５年から⾜かけ４年余りにわたる修理が実施され、蘆雪と古礀の筆
⼒が遺憾なく発揮された⼤画⾯の彩りがよみがえりました。
 本展はこの修理完成を記念して、旧福寿院障壁画３３⾯を⼀堂に
お披露⽬するとともに、同じく近年本格修理と復元模写制作が⾏わ
れた薬師寺鎮守⼋幡宮伝来の堯厳筆板絵神像を同時公開するもので
す。本展を通じて薬師寺に伝わった名画の魅⼒とともに、⽂化財修
理の意義を広く知っていただく機会とします。
 また、本展は英語・中国語・韓国語による題箋等により、海外の
⽅にもより楽しんでいただける環境を提供します。 

出⽻三⼭シンフォニー
やまがた観光
キャンペーン推
進協議会

2017/9/18 2017/9/18 ⼭形県 鶴岡市

 修験の⼭・⼭岳信仰の聖地として1400年の歴史を刻み続け、平成
28年度に「⽇本遺産」に認定された出⽻三⼭。三⼭を構成する⽻⿊
⼭、⽉⼭、湯殿⼭がそれぞれ現在、過去、未来をつかさどり、⽣き
ながらにして⼈間の魂をよみがえらせる聖地とされている。⽇本の
精神⽂化を象徴するこの地において、⼭形県を拠点とし４５年に
亘って地域の⾳楽⽂化を牽引してきたプロオーケストラ・⼭形交響
楽団の演奏会を開催する。「出⽻三⼭」と「⼭形交響楽団」という
⼭形県が誇る⽂化的資源を組み合わせ新たな価値を創造し、本県⽂
化の素晴らしさを国内外へ発信する。
なお、英語・中国語等対応のＨＰへの掲載や、記録映像のＳＮＳへ
の掲載を通し、積極的に外国⼈へのＰＲを図る。 

「旧和歌⼭県会議事
堂」重要⽂化財指定記
念講演

和歌⼭県 2017/9/11 2017/9/11 和歌⼭県 岩出市

 本年５⽉１９⽇、国の⽂化審議会の答申により、旧和歌⼭県議会
議事堂が国の重要⽂化財への指定されることが決定した。これに伴
い、その意義と価値を多くの⽅に知っていただくとともに、今後の
保全と利活⽤を促進するために記念講演を開催。プログラムの第１
部では「重要⽂化財に指定される旧和歌⼭県会議事堂〜その歴史的
価値と魅⼒〜」と題して記念講演を、第２部ではミニ・コンサート
を開催。本事業では、聴覚障害者の意思疎通⽀援のために⼿話通訳
者を配置します。 

陸奥宗光シンポジウム 和歌⼭県 2017/9/23 2017/9/23 和歌⼭県 岩出市

 陸奥宗光は、明治期の藩閥体制下に政党による議会制⺠主主義を
早くから考究し、⽇本のデモクラシーの礎を築くとともに、外務⼤
⾂時代には、治外法権の撤廃と関税⾃主権の回復に尽⼒する等、近
代⽇本の原点を構築しました。本年、その本県出⾝の偉⼤な先⼈が
没後１２０年を迎えることを記念するとともに、国の⽂化審議会の
答申により、旧和歌⼭県議会議事堂が国の重要⽂化財への指定され
ることが決定したことを機に、その意義と価値を多くの⽅に知って
いただくためシンポジウムを開催します。本シンポジウムでは、聴
覚障害者の意思疎通⽀援のために⼿話通訳者を配置します。

第６４回市⺠⽂化祭
第６４回市⺠⽂
化祭運営委員会

2017/11/1 2017/12/3 栃⽊県 ⼩⼭市

 市⺠⼀⼈⼀芸術をめざし、市内⽂化団体の参加を得て、地域⽂化
の振興を図るため、充実した各種⾏事を実施することを主旨として
いる。今年は⼩⼭市中央市⺠会館、道の駅思川にて１１⽉1⽇
（⽔）〜１２⽉３⽇（⽇）までの約１か⽉間開催し、⼦どもから⾼
齢者まで⽇頃の研究や創作、練習をもとに様々な舞台発表や展⽰を
⾏う。１１⽉４⽇（⼟）には⼩⼭市⽂化センター⼤ホールにて⽂化
振興⼤会が開催され、⼩⼭市⽂化協会表彰者と市⺠⽂化祭のポス
ター展⼊賞者の表彰が⾏われるほか、記念公演として⼩⼭市⽂化協
会の伝統⽂化関係団体が⽇本の昔ばなしをテーマにしたリレー⽅式
の舞台を披露する。
 会場はバリアフリー設計となっており、式典の際には⼿話通訳者
を配置する。 
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（市区町村）
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ふたりのコントラスト 
福井将宏×⼭村和弘

あいサポート・
アートインフォ
メーションセン
ター

2017/9/15 2017/10/15 ⿃取県 倉吉市

 
 パリで12万⼈を超える観客を動員したアール・ブリュット・ジャポネ
展では、⽇本の障がい者が制作した作品も多く紹介され、⼤きな反響を呼
ぶなど、⽇本における障がい者アートは⽇本⽂化の魅⼒の⼀端を担ってい
ます。
当センターでは、倉吉市打吹⽟川伝統的建造物群保存地区の⼀⾓に百年以
上前に建てられた旧第三銀⾏倉吉⽀店（国登録有形⽂化財）の蔵を障がい
者アートの美術館「くらよしアートミュージアム無⼼」として活⽤し、障
がいのある⼈のすぐれた芸術・⽂化作品の魅⼒を発信しています。
本展では、「アートスペースからふる」で制作を続ける⼆名の作家をご紹
介します。作⾵、キャラクターともに対照的な⼆⼈のコントラストにス
ポットをあて、これまでの作品にくわえ本展へ向けて制作された最新作な
どを展⽰します。
 また、会場⼊り⼝に簡易スロープを設置するなど要望に合わせて対応致
します。 

ぎふ清流⽂化プラザ
「tomoniプロジェク
ト 世界のまなざし 
Diversity  
Gathering」

岐⾩県 2017/11/3 2017/11/3 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」
を展開している。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、tomoniプロ
ジェクトの⼀環として、国内外のアールブリュットの先進事例など
を学び、ぎふ清流⽂化プラザで進めるtomoniプロジェクトの今後の
展開について考え、⽇本のアールブリュットの魅⼒を発信するシン
ポジウムを開催するもの。
 また、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
よう配慮を⾏う。 

ぎふ清流⽂化プラザ
「清流プレミアムセレ
クション フジコ・ヘ
ミング ピアノコン
サート」

岐⾩県 2017/12/16 2017/12/16 岐⾩県 岐⾩市

 
 岐⾩県では、県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」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」を展開している。本公演は、tomoniプロジェクトの⼀環
として、フジコ・ヘミング⽒のピアノコンサート及び同⽒の絵画展
を開催することで、障がい者の⽂化芸術活動を通した社会参画の推
進を図るものである。
 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
慮を⾏う。 

ぎふ清流⽂化プラザ
「第３回ともに、つく
る、つたえる、かなえ
る展」

岐⾩県 2017/11/19 2017/12/24 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」を展開している。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
ありながらも制作を続ける制作者と、県内の作家がコラボレーショ
ンして制作した作品を展⽰する展覧会を、県の障がい者⽂化芸術の
拠点であり、バリアフリーとなっているぎふ清流⽂化プラザにおい
て開催するもの。

ぎふ清流⽂化プラザ
「清流の国ぎふ 中⼭
道がつなぐ東⻄⽂化」

岐⾩県 2017/9/30 2017/9/30 岐⾩県 岐⾩市

 
 岐⾩県では、県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」において、⼦ど
も、若者など次世代の⽂化芸術の担い⼿を育成することを基本コン
セプトのひとつに掲げ、各種⽂化振興事業を展開している。本事業
は、2020年に向け、県⺠ひとりひとりが⽂化芸術の担い⼿となるこ
とを啓発するため、清流の国ぎふの歴史・⽂化を育んだ「中⼭道」
について学ぶことのできるシンポジウムを開催するものである。
 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
慮を⾏う。 
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

びわ湖☆アートフェス
ティバル2017 次世代
⽂化賞受賞者展

滋賀県、公益財
団法⼈びわ湖芸
術⽂化財団、⽂
化プログラム
フェスティバル
事業実⾏委員会

2017/10/6 2017/10/15 滋賀県 草津市

 
 次世代⽂化賞受賞者展は滋賀ゆかりの若⼿アーティストが集う
アートの祭典「びわ湖☆アートフェスティバル」の⼀環として開催
する展覧会です。滋賀県が平成23年度に創設した「次世代⽂化賞」
受賞者による展覧会で、芸術家として今後さらなる活躍が期待され
る受賞者の作品をバリアフリーに対応した会場において展⽰しま
す。これからの滋賀県の⽂化を担う若⼿芸術家を育成⽀援すること
を⽬指しています。 

東京タワー⽂化フェス
ティバルⅡ

シスペック／⽂
化発信促進委員
会

2017/11/11 2017/11/12 東京都 港区

 東京から⽇本全国へ、さらに「世界」へ⽇本⽂化の素晴らしさを
発信し、相互交流を主な⽬的とする。⽇本伝統⽂化芸能の展⽰、演
奏および講演、港区各国⼤使館による⽂化紹介を⾏う。スポーツと
⽂化の祭典である東京オリ・パラを2020年に控えた中で、邦楽を中
⼼とした⽇本伝統⽂化の“今”を、国内外の⼈に紹介する。⾼い技術
を持った⽂化⼈・芸術家・アスリートだけでなく、未経験の⼈々が
気楽に参加できる体験コーナーを充実させている。港区の⼤使館が
在る国の楽器と⽇本の伝統楽器の新曲初演など、新しい⽂化の伝承
スタイルを作り、その姿を発信していく。
 また、外国の⽅へ楽しんでいただけるようにパンフレット、チラ
シの英語版を準備し、当⽇は英語対応のスタッフを準備している。

第51回⽇本舞踊の会
公益社団法⼈ 
⽇本舞踊協会徳
島県⽀部

2017/11/5 2017/11/5 徳島県 徳島市

 
 伝統芸能である「⽇本舞踊」の普及を通じて、⽂化の発展に寄与
することを⽬的として始めた定期的な会です。⼀般の⽅にもわかり
やすく、⼦どもたちにも興味を持っていただけるような会にと努⼒
しております。⾞いすでの来場の⽅へのご案内また、筆談による問
い合わせ対応を致します。 

「味覚の⼀週間」イン
ターナショナル
BENTOコンクール

「味覚の⼀週
間」インターナ
ショナル
BENTOコン
クール実⾏委員
会

2017/9/1 2017/10/27 WEB WEB

 
 ⽇本の⾷⽂化のお弁当が世界の共通語"BENTO"になりました。⼦ども
の味覚教育活動に取り組む「味覚の⼀週間」® は、2012年からインター
ナショナルBENTOコンクールを開催し、世界中からBENTOの写真とレシ
ピを募集して⽇本⽂化の魅⼒を発信してきました。BENTOは英語やフラ
ンス語の辞書にも掲載される国際語になりました。そこには、⽇本⽂化を
象徴する「もの・こと」が凝縮されています。「もの」としては、弁当
箱、箸、⾵呂敷といった伝統⼯芸品、醤油、味噌、出汁（旨味）といった
⽇本料理の本質となる調味料、⽇本ならではの農産物、海産物などです。
「こと」は、⽇本⾷の調理⽅法や保存⾷の知恵、弁当箱という⼩さな宇宙
に込められて美意識（⾒⽴て、仕切り）や四季折々の⾃然観、包むという
習慣など。
 また、⽇本ならではの節約、エコロジーの知恵も含まれています。本コ
ンクールの募集案内リーフレットと募集サイトなどの情報は、⽇本語だけ
でなく英語でも展開しています。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第４８
回守⼭市美術展覧会

守⼭市美術展覧
会

2017/10/7 2017/10/15 滋賀県 守⼭市

 
 ⽇頃の創作活動の発表の機会と鑑賞の場を提供することにより郷
⼟の芸術・⽂化の⾼揚をはかることを⽬的とする。県内に在住また
は、通勤・通学する者から作品を募集し、審査の上、⼊選した作品
を陳列、鑑賞する。会場はバリアフリー設備も整っており、多くの
⽅々に鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第１３
回東近江市美術展覧会

東近江市美術展
覧会実⾏委員会

2017/10/11 2017/10/22 滋賀県 東近江市

 
 東近江市では、市⺠の芸術への関⼼を⾼め、明るく楽しい⽂化⽣
活の向上とその実現に寄与することを⽬的に開催。会場はバリアフ
リー設備整っており多くの⽅々に観覧いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第４２
回新作佛像彫刻展

滋賀県佛像彫刻
家協会

2017/10/26 2017/10/29 滋賀県 ⻑浜市

 
 会員相互の研鑽と親睦を図る場として、また会場はバリアフリー
化が図られており、より多くの⽅々に仏像彫刻に親しんでいただ
く。 
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第７６
回⾼島市美術協会展

⾼島市美術協会 2017/10/29 2017/11/5 滋賀県 ⾼島市

 
 平⾯・書・⽴体・⼯芸・写真の５部⾨による会員の作品を展⽰す
るとともに、会場はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々に
⾝近な地域⽂化に触れていただく。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 ⾳の星
☆パイプオルガンコン
サート第７回公演「お
とのいずみ」

⾳の星☆ 2017/9/30 2017/9/30 滋賀県 近江⼋幡市

 
 メンバーにとってはパイプオルガン演奏の研鑽を積みその発展の
場とするとともに、お客様にとってはパイプオルガンの響きを通し
て、⾳楽の楽しみや楽器の魅⼒を⾝近に感じていただく機会とす
る。会場はバリアフリー化が図られており、多くの⽅に鑑賞いただ
ける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 ⼤津管
弦楽団第１３２回定期
演奏会

⼤津管弦楽団 2017/11/5 2017/11/5 滋賀県 ⼤津市

 
 第132回となる定期演奏会では、指揮：⼭川すみ男 曲⽬：モー
ツアルト：交響曲第２５番より第１楽章他をお届けする。会場はバ
リアフリー化が図られており、多くの⽅々に鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 さきら
ジュニアオーケストラ
第８回定期演奏会

栗東芸術⽂化会
館さきら

2017/11/19 2017/11/19 滋賀県 栗東市

 
 指揮：秋⼭和慶 ピアノ独奏：伊藤恵 管弦楽：さきらジュニア
オーケストラによる演奏会、会場はバリアフリー化が図られてお
り、多くの⽅に鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 男声カ
ルテット・メリーフェ
ローズ「第３０回コン
サート」

男声カルテッ
ト・メリーフェ
ローズ

2017/12/23 2017/12/23 滋賀県 ⼤津市

 
 歌の楽しさ、男声カルテットの楽しさを伝え、⾳楽に親しんでい
ただくことを⽬的、唱歌、童謡、フォークソング、歌謡曲など、こ
の３０年間を振り返って思い出と歌のステージ。会場となる施設は
バリアフリー化が図られており多くの⽅々に鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 ２０１
７オリジナル・ミュー
ジカル「ドリーム」

KIDSひとみ
ジャズダンス・
スタジオ

2017/12/17 2017/12/17 滋賀県 ⼤津市

 
 ＫＩＤＳひとみダンス・スタジオの２５周年記念のオリジナル作
品の「ドリーム」を発表、会場はバリアフリー化や外国語による案
内が設置されており、多くの⽅々に⼦どもたちの奇想天外なパ
フォーマンスをお楽しみいただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第１７
回三村奈緒⼦キッズダ
ンス発表会

ＮＤＳＳ 2017/10/28 2017/10/28 滋賀県 草津市

 
 1年間の練習成果を発表、１．２部ダンス、３部に物語、「アラ
ジンと魔法のランプ」を⾏う。会場はバリアフリー化が図られてお
り、通訳等多くの⽅に鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第４９
回三曲演奏会

滋賀県三曲協会 2017/11/19 2017/11/19 滋賀県 草津市

 
 箏・三絃・尺⼋等による我が国の伝統⾳楽の継承と普及、発展を
図る。古曲、新曲 全１７曲を会員等約２００名が演奏する。会場
となる施設はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々に鑑賞い
ただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第６８
回滋賀県花道展覧会

滋賀県花道協会 2017/9/23 2017/9/24 滋賀県 甲賀市

 
 我が国の伝統⽂化である花道、第68回を迎える本展覧会は、県内
の華道流派が集まり、⼀般公開を⾏う。会場はバリアフリー設備も
整っており、県内外を問わず多くの⽅々に鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 総合開会式

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/22 2017/10/22 滋賀県 栗東市

 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。総合開会式を開催する
会場はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れ
る。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 郷⼟芸能部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/24 2017/10/26 滋賀県 ⽶原市

 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。郷⼟芸能の発表となる
会場はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れ
る。
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（県）
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第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 書道部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/26 2017/10/26 滋賀県 ⼤津市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。書道の発表となる会場
はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 弁論部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/22 2017/10/22 滋賀県 栗東市

 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。弁論⼤会の発表となる
会場はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れ
る。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 合唱部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/26 2017/10/27 滋賀県 草津市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。合唱の発表となる会場
はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 吹奏楽部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/26 2017/10/27 滋賀県 守⼭市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。演奏の発表となる会場
はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 写真部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/26 2017/10/27 滋賀県 草津市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。写真を展⽰する会場は
バリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 囲碁部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/26 2017/10/27 滋賀県 彦根市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。囲碁の開催会場はバリ
アフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 将棋部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/26 2017/10/27 滋賀県 草津市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。将棋の開催会場はバリ
アフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 放送部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/26 2017/10/27 滋賀県 ⼤津市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。放送発表となる会場は
バリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 器楽・管弦楽
部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/26 2017/10/27 滋賀県 守⼭市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。演奏の発表となる会場
はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 演劇部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/26 2017/10/29 滋賀県 ⼤津市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。演劇の発表となる会場
はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 ⽇本⾳楽部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/27 2017/10/27 滋賀県 栗東市

 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。⽇本⾳楽の発表となる
会場はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れ
る。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 新聞部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/27 2017/10/27 滋賀県 草津市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。新聞を展⽰する会場は
バリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 ⾃然科学部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/27 2017/10/27 滋賀県 彦根市

 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。⾃然科学の発表となる
会場はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れ
る。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 ⼩倉百⼈⼀⾸
かるた部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/27 2017/10/27 滋賀県 ⼤津市

 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。⼩倉百⼈⼀⾸の競技会
場はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れ
る。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 ⽂芸部⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/27 2017/10/27 滋賀県 守⼭市

 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。⽂芸部⾨の発表となる
会場はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れ
る。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第３８
回滋賀県⾼等学校総合
⽂化祭 美術・⼯芸部
⾨

滋賀県⾼等学校
⽂化連盟

2017/10/27 2017/10/29 滋賀県 ⽶原市
 県内⾼校⽣の⽂化活動発表の場として、⽂化や芸術に親しんでい
る⽣徒や保護者、⼀般県⺠との交流を図る。美術・⼯芸の展⽰会場
はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々との交流が図れる。

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第１４
回湖南市⽂化祭

湖南市教育委員
会

2017/11/4 2017/11/5 滋賀県 湖南市

 
 広く市⺠に⽂化芸術活動の成果発表と鑑賞の機会を提供するとと
もに、⽂化芸術活動の向上を図るため開催、会場はバリアフリー化
が図られており、多くの⽅々に鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第１２
回東近江市⽂化団体連
合会「⽂化展」

東近江市⽂化団
体連合会

2017/12/5 2017/12/9 滋賀県 東近江市

 
 市内７地区の⽂化協会による合同作品展⽰を開催、第12回を迎え
る展覧会は⽇頃の市⺠の⽂化活動の発表の場であるとともに、会場
となる施設はバリアフリー化が図られており、多くの⽅々と⾝近な
地域⽂化にふれあう機会を設ける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第１３
回東近江市芸術⽂化祭
「こどもフェスティバ
ル」

東近江市⽂化団
体連合会

2017/10/21 2017/10/21 滋賀県 東近江市

 
 東近江市では、市⺠の芸術への関⼼を⾼め、明るく楽しい⽂化⽣
活の向上とその実現に寄与することを⽬的に「こどもフェスティバ
ル」を開催。会場はバリアフリー設備整っており多くの⽅々に観覧
いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第１３
回東近江市芸術⽂化祭
「芸能フェスティバ
ル」

東近江市⽂化団
体連合会

2017/11/23 2017/11/23 滋賀県 東近江市

 
 東近江市では、市⺠の芸術への関⼼を⾼め、明るく楽しい⽂化⽣
活の向上とその実現に寄与することを⽬的に「芸能フェスティバ
ル」を開催。会場はバリアフリー設備整っており多くの⽅々に観覧
いただける。 

國酒PR推進事業（在
⽇外国⼈本格焼酎・泡
盛セミナー）

⽇本酒造組合中
央会

2017/9/4 2017/9/4 東京都 渋⾕区

 在⽇の世界各国の⼤使をはじめとする外交官、外国等の特派員、
各国の商⼯会議所や⽂化協会の⽅々に國酒である本格焼酎・泡盛の
起源、その作り⽅、地域の⾷、多種多様な飲み⽅などその⽂化的形
成をセミナー形式で実施している。もちろん、地理的表⽰などを含
めて、本格焼酎・泡盛のユニークなストーリーを発信してゆく。講
師も外国⼈を含めてバラエティーに富んだ⼈材を選定している。発
信⼒の強い東京ということで東京を選定している。昨年は、東郷記
念館で180名の参加者を得ている。

福島県⽴図書館 地域
の魅⼒等の発信及び⼦
どもの本がつなぐスマ
イルプロジェクト（本

はともだち）事業

福島県⽴図書館 2017/10/29 2017/10/29 福島県 ⼆本松市

福島県⽴図書館では、福島に関する資料を収集・保管しているが、
それらに関連して県内の⽂化施設との連携協⼒による講座や展⽰を
⾏い、福島県の⽂化発信事業を⾏っている。具体的な事例として
は、「福島を知る連続講座」や、福島県歴史資料館の移動展「桧枝
岐⽂書の世界」の展⽰や講座を開催する。また、おはなしや本を楽
しむ⼤切さについて考え、おはなしを聞くことで⼼豊かな時間を過
ごす機会とする、「⼦どもの本がつなぐスマイルプロジェクト〜本
はともだち」を開催する。このイベントでは、さまざまなジャンル
の本に親しむきっかけを提供するため、⽇本の昔話等の関係と書の
展⽰も⾏う。会場は、⾞椅⼦、視覚障害の⽅にも配慮した施設で
す。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第５６回⿃取県合唱
フェスティバル（全⽇
本合唱コンクール⿃取

県⼤会）

⿃取県合唱連盟 2017/8/20 2017/8/20 ⿃取県 倉吉市

合唱フェスティバルをフェスティバルの部とコンクールの部に分け
て開催します。フェスティバルの部では、⿃取県合唱に加盟、⾮加
盟及び年齢を問わず、参加を呼び掛け、障害者も含め、広く県⺠が
参加できるものとします。障害者、健常者、年齢を問わず、多くの
参加を呼び掛けることによって合唱を通じた出演者同⼠の交流を図
る。また、合唱の素晴らしさを県⺠を中⼼とする多くの観客に理解
していただく取組とします。⿃取県出⾝の作曲家である岡野貞⼀作
曲の「ふるさと」をはじめとして、⽇本の楽曲を中⼼とするもので
あり、⽇本⽂化の魅⼒を発信します。また、会場はハートフル駐⾞
場、多⽬的トイレ、スロープ、点字ブロック、エレベータを設備し
ており、バリアフリーになっています。

第２２回⿃取県俳句⼤
会

⿃取県俳句協会 2017/11/26 2017/11/26 ⿃取県 ⿃取市

俳句は近世に発展した⽂芸である俳諧連歌、略して俳諧から⽣まれ
た近代⽂芸です。室町時代に流⾏した連歌の遊戯性、庶⺠性を⾼め
た⽂芸が俳諧であったが17世紀に松尾芭蕉が出てその芸術性を⾼
め、なかでも単独でも鑑賞に堪える⾃⽴性の⾼い発句、すなわち地
発句を数多く詠んだ事が後世の俳句の源流となります。この事業
は、近世に発展した俳諧短歌が発展して、明治時代にできた俳句と
いう⽇本⽂化の魅⼒を深め、発信する取組です。また、障害者を含
む⼀般県⺠から広く参加を募るものであり、障害者にとって参加し
やすいものになっています。また、開催会場はハートフル駐⾞場、
多⽬的トイレ、スロープ、エレベータなどバリアフリーになってい
ます。

0歳からのコンサート 
和太⿎とマリンバ 

GONNA

ふれあいファシ
リティズ

2018/1/4 2018/1/4 岐⾩県 岐⾩市

①⽇本の伝統楽器である和太⿎とアフリカで⽣まれ南⽶で改良され
たマリンバとの組み合わせによるアンサンブルグループ、GONNA
による公演。
和太⿎の波にマリンバの響きが乗り、マリンバのメロディーに和太
⿎がアクセントをつける独特のスタイルで、他の打楽器グループと
は⼀線を画すグループである。⽇本伝統楽器である和太⿎の魅⼒、
欧⽶系楽器との組み合わせにより新たに⽣まれる⽇本⽂化の魅⼒を
発信する取り組みである。
 ②バリアーフリーの取り組みについては、当ホールの客席に6席分
の⾞いすスペースがあり、サラマンカホールスタッフがいつでも対
応できる様になっている。また、当ホールには、アシストフォンの
⽤意もあり、⽿の不⾃由な⽅でも⾳楽をお楽しみして頂ける取り組
みをしている。

五感をよびさます古代
体験Sense Ancient 
Lifestyle!  〜からだ
でかんじる鴻臚館〜

Sense Ancient 
Lifestyle!

博多湾岸《⾦印
ロード》資源活
⽤プロジェクト

実⾏委員会

2017/9/7 2017/11/12 福岡県 福岡市

福岡市には、古代の迎賓館の遺跡・史跡「鴻臚館跡」がある。これ
にちなみ、古代のおもてなし⽂化を体感させる、古代⾐装ファッ
ションショー、雅楽公演、⾹体験、古代⾷ワークショップを実施。
あわせて、出⼟遺物のレプリカなどを触れるコーナーを設ける。催
⾏にあたり、広報や解説の多⾔語化（英・韓・中）をはかり、通
訳、⼿話通訳も⽤意する。ファッションショーは市⺠、外国⼈、こ
ども、障がい者がモデルとして参画する。これらにより、これまで
の博物館活動が⽇本語依存、⽂字・視覚情報依存であったことによ
り、歴史・⽂化資源の享受から排除されがちであった⼈々を、ユー
ザー層として積極的に取り込む。あわせて、「発信者・博物館⇒享
受者・市⺠」という単⼀の⽅向性からの脱却をはかり、多様な市⺠
とともに歴史・⽂化資源の活⽤と発信に取り組む。

⼯芸館開館４０周年記
念特別展「陶匠 辻･･
清明の世界－明る寂び

の美」
（※「辻」の字のしん
にょうは点ひとつで

す。）

独⽴⾏政法⼈国
⽴美術館東京国
⽴近代美術館

2017/9/15 2017/11/23 東京都 千代⽥区

本展は、東京・多摩に登窯を築き信楽の⼟を⽤いた無釉焼き締め陶
を活動の中⼼とした辻清明の円熟期の代表作約120点を展⽰する展
覧会です。⼯芸館開館４０周年と、辻･･の没後10年を記念して開催
する本展では、茶陶やオブジェなどの代表作とともに、古信楽や古
代ペルーの⼟器など、厳しい⽬で選び抜かれた愛蔵品や芸術家との
交流を通して感性を磨き、「明る寂び」と呼ばれる信楽独特の美の
世界を構築した辻の創作の奇跡を振り返ります。なお、当美術館
は、⾞椅⼦を貸し出すなどより多様なお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）とする予定です。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

健幸むつざわロード
レース⼤会

健幸むつざわ
ロードレース⼤
会実⾏委員会

2017/11/26 2017/11/26 千葉県 睦沢町

睦沢町総合運動公園を中⼼に幼児から⾼齢者・⾝体に障害のある⽅
（ウォーキングの部4km）までを含め各クラスに分けて距離700m
から10kmのマラソンを、また町内を横断するコースでウォーキン
グを⾏い、町内の史跡天然記念物などをコース内に配置し町内の⽂
化を発信する。シドニーオリンピック⼥⼦マラソン⾦メダリストの
⾼橋尚⼦さんによるトークショーのほか、⾝障者に配慮したスペー
スを配置し参加者とのふれあう機会を設けてマラソンの魅⼒を発信
し、健幸のまちづくりを⽬指す。

清⽔かつら記念・童謡
フェスティバル みん
なで歌おう！こどもた
ちとつくるコンサート

公益財団法⼈和
光市⽂化振興公

社
2017/11/3 2017/11/3 埼⽟県 和光市

美しい⽇本語で歌う童謡は⽇本の⽂化そのものである。童謡のさら
なる普及と発展を期して、童謡コンサートを開催する。
⽇本⽂化の発信を⽬的としているため、より多くの⽅(家族全員)が
来場出来るよう料⾦設定にも配慮する。⼊場料をワンコイン（⼤⼈
500円）とし、チケット１枚につき⼦どもを⼀名まで無料とする。
また、乳幼児を連れた⽅や障害のある来場者へのハード⾯での配慮
を⾏う。同時にプログラムでは、健常者・障害者また⽇本⼈と外国
⼈の垣根を越える内容(ノンバーバル・コミュニケーション)を取り
⼊れる。
広く垣根を越えて多くの⽅々、多様な世代の⽅々が様々な形（出
演・来場・スタッフなど）を取ることで地域ににぎわいが⽣まれオ
リンピック開催に向けた気運の盛り上がりに繋げていく。

柳家緑太 お昼のワン
コイン寄席

公益財団法⼈和
光市⽂化振興公

社
2017/12/2 2017/12/2 埼⽟県 和光市

和光市出⾝の若⼿落語家、柳家緑太⽒を迎え、落語を披露する。お
年寄りから親⼦まで、幅広い世代の⽅に来ていただけるよう開催時
間を⽇中とし、また、あまり落語に馴染みのない⽅にも気軽に聞い
ていただけるよう、⼊場料を⼿ごろな料⾦（⼀般は500円、⼦供料
⾦は100円）に設定している。
演⽬についても、落語を好きな⽅だけでなく、お⼦さんを含む様々
な世代の⽅や落語をあまり聞かない⽅にも分かり易いものを選んで
演じていただく。
より多くの⽅、多様な世代の⽅に向けて落語の魅⼒を発信すると共
に、世代を超えて関わりが⽣まれることで、オリンピック開催に向
けた気運の盛り上がりに寄与することを⽬的としている。
隣接する道路・駐⾞場からホール⼊⼝まではスロープによりアクセ
スが可能。ホール内には多⽬的トイレを設置しており、⾞いすも常
時備えている。また、⾞いすを利⽤する⽅と補助の⽅専⽤の座席を
⽤意しており、付添いの⽅が補助しやすいよう座席の配置を⼯夫し
ている。

落語はじめの⼀歩 ⼦
ども寄席

公益財団法⼈和
光市⽂化振興公

社
2017/12/2 2017/12/3 埼⽟県 和光市

「柳家緑太 お昼のワンコイン寄席」出演者の柳家緑太⽒を講師とし
て迎え、落語についてのワークショップを実施する。
⼩学校中学年以上の⼦どもたちを主な対象にし、落語を聞くときの
決まり事や様々な所作など、寄席にまつわることなどを分かりやす
く学ぶ。さらに、グループワークで演⽬を練習し、舞台上での発表
までを⾏う。
落語を聞くだけでなく、実際に落語を演じる機会を提供し、落語へ
の深い関⼼を持ってもらうことで若い世代から⽇本の⽂化を盛り上
げる気運とする。この事業をきっかけに落語のみならず伝統芸能全
体へ興味を持ってもらうことを⽬的とする。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

オペラ彩第34回定期
公演 オペラ『トゥー

ランドット』

公益財団法⼈和
光市⽂化振興公

社
2017/12/23 2017/12/24 埼⽟県 和光市

オペラ『トゥーランドット』全三幕、原語上演。
イタリアから指揮者を招聘し、イタリア⼤使館とも連携し事業を開
催する。
料⾦設定にも配慮し、通常のオペラ公演と⽐較すると⾮常に安価な
設定を⾏う。また、障害のある来場者へのハード⾯での配慮を⾏う
と同時にプログラムでは、健常者・障害者また⽇本⼈と外国⼈の垣
根を越える内容(ノンバーバル・コミュニケーション)を取り⼊れ
る。
広く垣根を越えて多くの⽅々、多様な世代の⽅々が様々な形（出
演・来場・スタッフなど）を取ることで地域ににぎわいが⽣まれオ
リンピック開催に向けた気運の盛り上がりに繋がることを期待す
る。
隣接する道路・駐⾞場からホール⼊⼝まではスロープによりアクセ
スが可能。ホール内には多⽬的トイレを設置しており、⾞いすも常
時備えている。また、⾞いすを利⽤する⽅と補助の⽅専⽤の座席を
⽤意しており、付添いの⽅が補助しやすいよう座席の配置を⼯夫し

オペラ彩第34回定期
公演 オペラ『トゥー
ランドット』稽古場⾒

学会

公益財団法⼈和
光市⽂化振興公

社
2017/11/18 2017/11/23 埼⽟県 和光市

オペラ上演にあたり、実際にその出演者たちが公演に向け練習する
様⼦を⼀般公開する。
地域の⽅々や⼦どもたちに⽇本を代表する声楽家の歌声と演技を⽬
の前で体験させる。
また、プロデューサーによる作品解説と稽古場⾯の説明も交えて実
施。
オペラへの深い関⼼と理解を持つためのきっかけ作りとする。
華やかなオペラ公演に先⽴ち、その稽古場を⾒学できるという貴重
な機会を提供する。

第6回ニューイヤーコ
ンサートin和光 〜陸
上⾃衛隊東部⽅⾯⾳楽
隊が贈る吹奏楽の響き

とともに〜

公益財団法⼈和
光市⽂化振興公

社
2018/1/14 2018/1/14 埼⽟県 和光市

１年を通じて陸上⾃衛隊東部⽅⾯⾳楽隊のメンバーにクリニック(演
奏指導)を受けた児童・⽣徒達が、プロの演奏家である東部⽅⾯⾳楽
隊と共演し、その成果を発表するコンサート。⼊場料を無料とした
り、障害のある来場者へのハード⾯での配慮も⾏う。
同時に吹奏楽というノンハーバルな切り⼝から健常者・障害者また
⽇本⼈と外国⼈の垣根を越える公演内容とする。
オリンピック選⼿を数多く輩出し、開催も⾏う陸上⾃衛隊を巻き込
むことで更に広く垣根を越えて多くの⽅々、地域ににぎわいが⽣ま
れオリンピック開催に向けた気運の盛り上がりに繋がることを期待
する。
隣接する道路・駐⾞場からホール⼊⼝まではスロープによりアクセ
スが可能。ホール内には多⽬的トイレを設置しており、⾞いすも常
時備えている。また、⾞いすを利⽤する⽅と補助の⽅専⽤の座席を
⽤意しており、付添いの⽅が補助しやすいよう座席の配置を⼯夫し
ている。

cocoroほっこりコン
サート

公益財団法⼈和
光市⽂化振興公

社
2018/1/27 2018/1/27 埼⽟県 和光市

美しい⽇本語で歌う⽇本の歌。
⽇本歌曲、唱歌及び童謡を発信する⼊場無料のコンサートを当ホール前の
広場で実施される、約10万⼈の来場者を誇る、⽇本最⼤級のご当地鍋コ
ンテスト「ニッポン全国鍋グランプリ」と同時に開催。
同イベントには⽇本⼈のみならず、外国⼈も多く来場するため、多くの
⽅々に⽇本の歌を届けることが出来る。
⼊場無料としたことで来場者が気軽に⼊場出来、演奏を楽しめるように配
慮した。
⽇本の歌を聴くことで⽇本⼈の⽅々には地域ひいては⽇本の⽂化に誇りを
持たせると同時に外国⼈の⽅々には⽇本の⽂化の発信とする。
 隣接する道路・駐⾞場からホール⼊⼝まではスロープによりアクセスが
可能。ホール内には多⽬的トイレを設置しており、⾞いすも常時備えてい
る。また、⾞いすを利⽤する⽅と補助の⽅専⽤の座席を⽤意している。
外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組として英訳のプログラムや歌詞
カードなどを⽤意する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第5回蔵と現代美術展
-響き合う空間-

蔵と現代美術展
実⾏委員会

29.11.3 29.11.23 埼⽟県 川越市

川越市は歴史的遺産「蔵」が多く残り、また都⼼からも近く近年外
国⼈旅⾏者が多数訪問している街です。この「蔵」の⽂化価値を芸
術を通じて再発⾒することに着⽬し、 第５回蔵と現代美術展では、
歴史的建造物と若⼿アーティストとがコラボレーションし、旧市街
地19か所の蔵や古⺠家での彫刻・絵画・インスタレーションの展⽰
します。会場では鑑賞者への作品説明も⾏います。チラシ・ポス
ター等は英語でも表記し、外国の⽅にも御覧いただけます。（企画
アドバイザー：建畠晢（埼⽟県⽴美術館館⻑））

粵劇（広東オペラ）ふ
れあいフェア２０１７

粵劇（広東オペ
ラ）⽇本同好会

2017/9/9 2017/9/9 埼⽟県
さいたま
市浦和区

粵劇（ユッケッ）とは、明朝末期に中国広東語⽂化から誕⽣した伝統的な芸術⽂化であ
り、例えて⾔えば、⽇本の伝統芸能である、能、狂⾔、歌舞伎などと共通する舞踏で
す。能の起源は、千数百年以上前に中国から伝わった、雑芸的芸能である「散楽」が発
展して能・狂⾔の元になりました。
つまり、中国南部の伝統芸能である粤劇（広東オペラ）の魅⼒を伝えることは、発⽣を
同じくする能、狂⾔、歌舞伎などを、別の⾓度からその魅⼒を発信することでもありま
す。
 粵劇（ユッケッ）、即ち、広東オペラは、平成２１年に「ユネスコ無形⽂化遺産」に
なりましたが、残念ながら、⽇本⼈は京劇を知っていても、粵劇を全く知らない⼈が殆
どです。本会はFacebookを始め、⽇中及び各国の架け橋として⽂章を和⽂でも中⽂で
も書いて投稿し、国際交流の推進に貢献しております。更に埼⽟県や東京都を中⼼に、
⽇本各地で粵劇の名作である帝⼥花（ダイ・ノイ・ファー）のストーリーを説明しなが
ら、粵劇の歌や踊りを披露し、中国の粵の⽂化（粵劇）を広めています。
 ９⽉９⽇「粵劇（広東オペラ）ふれあいフェア２０１７」では粵劇と⽇本⽂化（能な
ど）と⼀緒に紹介し、粵劇の伝統的な⾐装の試着体験や化粧体験、粵劇の簡単な動きの
体験、「⾹夭（ヒョン・イウ）」を歌うイベントです。会場は中国語、広東語、英語が
対応可能ですので、⽇中伝統芸能の共通点を発⾒して下さい。

あさお芸術のまちコン
サート ユニヴァーサ

ルコンサート

川崎市⿇⽣区役
所地域振興課

2017/11/3 2017/11/3 神奈川県
川崎市⿇

⽣区

「⼈と⼈」「地域と地域」を⾳楽で繋ぐまちづくりの推進、⾳楽で
豊かな潤いのある活気に満ちた⽣活の推進、世代を超えた多様な
⼈々の交流を⽬的に「あさお芸術のまちコンサート推進委員会」が
⿇⽣区との協働事業としてコンサートを企画・運営しています。そ
の中でも、ユニヴァーサルコンサートは、世代、ジャンル、障がい
の有無など、あらゆる垣根を超えて⾳楽を楽しむコンサートとして
区⺠に親しまれています。
⽇時 
平成29年11⽉3⽇（⾦・祝）13時半開演（13時開場）
出演 
アンサンブルあさお（神奈川県⽴⿇⽣養護学校⾼等部 アートコース 
⾳楽グループ）
新⼭開（ヴァイオリン）・新⼭茜（ピアノ）
⼣やけ⼭合唱団
加藤桜⼦（ソプラノ）・⾚松美紀（ピアノ）

コヤマドライビングス
クールチャリティーコ

ンサート D'LIVE 
vol.14

株式会社コヤマ
ドライビングス

クール
2017/12/2 2017/12/2 神奈川県

川崎市⿇
⽣区川崎

区

国内最⼤の⼿話ライブイベント。出演する各グループには必ずデフ
メンバー（聴覚に障がいを持ったメンバー）がおり、⼿話歌や本格
的なダンスステージを披露します。「カッコイイ、スタイリッ
シュ」がコンセプトの⼿話イベントで、聴覚に障がいのある⽅はも
ちろん、健聴者の⽅でも楽しめるステージをお届けします。運営に
は、⾸都圏の⼤学⼿話サークルの学⽣ボランティアが多く参加しま
す。

平成29年度指定⽂化
財等現地特別公開「法

雲寺の⽂化財」

川崎市教育委員
会

2017/10/13 2017/10/15 神奈川県
川崎市⿇

⽣区

川崎市教育委員会では、指定⽂化財を中⼼とした地域の財産である
⽂化財に親しみ、⽂化財保護への理解を深め、また地域を知り誇り
に思うきっかけとなることを⽬的として、平成２年度より⽂化財所
有者の同意と協⼒をいただきながら、⽂化財の現地特別公開を実施
しており、本年度は、⿇⽣区の法雲寺の⽂化財について公開を⾏い
ます。
公開にあたって解説・保安のために配置する⽂化財ボランティアス
タッフは、障がいのある⽅も安全に⾒学できるよう、誘導・案内を
⾏います。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

「岡本太郎とメディア
アート」展

川崎市岡本太郎
美術館

2017/11/3 2018/1/28 神奈川県
川崎市多

摩区

本展は、岡本太郎が制作したメディア・アート的な作品、そして岡
本太郎との運命的な出会いからメディア・アートの分野を切り拓い
てきた⼭⼝勝弘、そして彼らの影響⼒のもとに先駆的なメディア・
アート分野を担ってきた現代アーチストたちの作品を紹介する。戦
後の現代美術の原点からはじまり、アートとテクノロジーの融合を
めざした新しい芸術分野であるメディア・アートの歴史的な連続性
を表現します。会場内はバリアフリーとなっており、展⽰作品の
キャプションには外国語(英語)の併記もおこなっています。

⾚い⽻根まんが祭り２
０１７~まんがで広が
るたすけあいの輪〜

社会福祉法⼈北
海道共同募⾦会

2017/9/10 2017/9/10 北海道
札幌市
中央区

本道は、今や世界に誇る⽇本の芸術⽂化となった漫画において、多
くの漫画家を輩出しており、その数は２００⼈以上ともいわれてお
り、漫画家たちはこの業界の次の世代を担っていく若者達のため
に、何かできることはないかと考えています。
この企画は、そうした漫画家達の想いと⾚い⽻根共同募⾦が結びつ
き、地域の福祉活動と若者達を応援していこうというもので、漫画
家によるトークショーやイラストライブのほか、⾳楽ミニライブや
チャリティサイン会などを実施します。
障害を持つものも健常者もともに参加し、漫画⽂化の発信及び地域
福祉の推進を⽬的としており、会場は、⾞いすを利⽤している⽅も
参加できるよう⼗分なスペースを確保している。

オホーツク地域・住⺠
ギャラリー

北海道 2017/4/1 2018/3/31 北海道 網⾛市

網⾛管内の地域⽂化の醸成や機運の⾼まりを図るため、オホーツク
総合振興局１階ロビーのスペースを利⽤し、地域の⽂化団体や個⼈
が制作した作品等を広く地域住⺠及び来庁者に発表・展⽰する機会
の提供を⾏うことにより、地域の芸術・⽂化活動等を⽀援する。
これまで、ロビーコンサート、⽊彫展やパネル展、縄⽂遺跡展、絵
⼿紙展及び書道展などを開催しており、庁舎１階のロビーは⾞いす
を利⽤している⽅も観覧できるよう⼗分なスペースを確保してい
る。また、駐⾞場には⾞いす⽤スペースがあり、そこからロビーま
で⼤きな段差等もなく、スムーズに⼊場できる施設となっている。

峡中地区⽂化協会⺠謡
部連合会 第２１回⺠

謡発表会

峡中地区⽂化協
会⺠謡部連合会

2017/11/23 2017/11/23 ⼭梨県 甲斐市

⺠謡は、⻑い歴史と伝統に育まれ庶⺠の⽣活の中で⽣まれた⽂化
で、私たちの先祖が⾟い仕事の時、お祝いの時、楽しい時、四季
折々の情景を感じその時々の気持ちを唄い表してきた庶⺠の⽣活の
唄です。下⼿な⼈も上⼿な⼈も⼤きな声を出し⾃分表現することに
より、地域の枠を越え、⼀⼈ではできないことも皆の⼒で成し遂げ
ることができる喜びを感じ、そして何よりも⽇本の⺠謡を唄い継ぎ
後世に残していくことが⼤事なことだと思い活動をしています。
⼭梨県中央市、甲斐市（⻯王・敷島・双葉）、南アルプス市（⼋
⽥・⽩根・若草・甲⻄）、中巨摩郡昭和町の各地区⽂化協会に加⼊
している⺠謡部の会員が、⺠謡発表会を開催します。
伝統⽂化である⺠謡を三味線、太⿎、尺⼋の伴奏で歌い、各地に伝
わる⺠謡⽂化を学ぶことで伝統⽂化の継承発展や会員相互の親睦を
図ります。
会場はバリアフリー化されているため、⾞いすの⽅も安⼼してお越
しいただけます。

第２０回⼭梨県障害者
⽂化展

⼭梨県 2017/8/31 2017/9/4 ⼭梨県 甲府市

障害をもつ⼈たちの⽇頃の芸術⽂化活動の成果を⽰す作品や、趣味
や技術を活かした作品、リハビリテーション活動の中で作成した作
品を展⽰することにより、県⺠の障害と障害者福祉に対する理解を
深め、障害をもつ⼈が障害を克服し、⾃⽴と社会参加への意欲を⾼
めることを⽬的とする。
※開催場所はバリアフリー化されておりますので、⾞いすの⽅でも
気軽にお越しいただけます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第４回⼭梨県障害者芸
術・⽂化祭

⼭梨県、社会福
祉法⼈⼭梨県障
害者福祉協会

2017/9/1 2017/9/2 ⼭梨県 甲府市

平成２５年１２⽉に開催した「第１３回全国障害者芸術・⽂化祭や
まなし⼤会」の盛り上がりを⼀過性のものとせず、将来につなげて
いくことを⽬的に、平成２６年から「⼭梨県障害者芸術・⽂化祭」
を開催しており、今回が第４回⽬となる。
障害者の芸術及び⽂化活動への参加を通じて、全ての障害者の⽣活
を豊かにするとともに、県⺠の障害への理解と認識を深め、障害者
の⾃⽴と社会参加の促進に寄与することを⽬的とする。
※開催場所はバリアフリー化されておりますので、⾞いすの⽅でも
気軽にお越しいただけます。

第17回やまなし県⺠
⽂化祭部⾨別フェス

ティバル第９回ロック
フェスティバル

⼭梨県 2017/11/4 2017/11/4 ⼭梨県 甲府市

 ⼭梨県は、「くらしに⽂化が根付くやまなし」を⼀層推進するた
め、多くの皆様の⽂化活動への参加と交流の機会を創出するやまな
し県⺠⽂化祭において、ロックフェスティバルを開催します。この
フェスティバルは、ロック分野の担い⼿の育成や活動団体の活性化
を促すとともに、活動団体相互の交流によって、⾳楽の素晴らしさ
を共有し分かち合い、⽇本⽂化の魅⼒を発信する事業です。また、
幅広い年齢層の⽅々から公募で出演者を募り、それぞれの個性を活
かした活動の場を提供していく予定です。
 会場はバリアフリー施設ではありませんが、⾜の不⾃由な⽅がお
越しの際には、会場の係員が対応いたしますので、御気軽にご来場
いただけます。

DANCE EARTH 
FESTIVAL

株式会社 
dance earth

2017/4/1 2018/3/31 千葉県 千葉市

国境を越えて、⾔語を越えて⼈と⼈がつながることのできるコミュニケー
ションツールである「DANCE」を通じて国内はもとより海外での⼈々に
笑顔と、元気を提供しているEXILE ÜSA、EXILE TETSUYA、Dream 
Shizukaによる「DANCE EARTH PARTY」。彼らがヘッドライナーを務
め、⽇本を代表するアーティスト、国・ジャンルを超えたアーティスト達
が出演するLIVE、⽇本の⾷⽂化を広げる⽇本料理や、国境を超えた料理
のブース、そしてダンスにまつわるワークショップなどを展開する、外国
⼈も対象としたグローバルイベントである「DANCE EARTH 
FESTIVAL」を昨年に引き続き2017年10⽉21⽇に開催。海外からのイベ
ント来場者への⾔語の壁を取り除くため、会場での外国語表記看板と共
に、外国語表記のチラシの作成も検討。国内外のイベント来場者との交流
を通じて、「DANCE」の魅⼒を追及していく。また、2018年5⽉国連本
部においてもパフォーマンスを予定しており、海外に向けた「DANCE」
を発信する予定である。

EDO-FES ／ 江⼾
芸術⽂化祭

⽇本橋地域ル
ネッサンス１０
０年計画委員会 
2020年委員会 
EDO-FES実⾏

委員会

2017/9/9 2017/10/29 東京都
中央区⽇

本橋

江⼾東京の⽂化を世界に向けて伝えることを⽬的としています。
１．EDO-FES in べったら市：江⼾時代中ごろから、宝⽥恵⽐寿神社の⾨前で⾏われる
ようになったべったら市（べったら漬のほか様々な露店が約500店舗並ぶ）の時期に合
わせて下記のイベントを近隣にて実施。
①⽇本橋街歩きツアー：⽇本橋⽂化を伝えるスポットを中⼼にガイド（⽇英）の説明を
交えながら街歩き。
②⽇本橋体験ワークショップ：右記の伝統⽂化体験イベント実施。伊場仙で扇⼦絵付
け、⼩津和紙で紙漉き、華硝で江⼾切⼦、おとな⾷堂で現代江⼾料理。
③⽇本橋街トーク：⽇本橋とオランダの関係について解説（⽇英）。
２．江⼾まち塾（全３回）：江⼾の⽂化を知るための有識者によるセミナー。バリアフ
リー対応席を⽤意。
３．⽇本橋かるた：⽇本橋を紹介するかるたを⽤いた外国⼈と⽇本⼈によるかるた⼤
会。
４．まるごとミュージアム「謎解き⽇本橋めぐり」：スマートフォンを使って⽇本橋で
謎解きを体験。英語対応のサイト有り。
５．⽇本橋アンバサダー育成プロジェクト：上記、１の①〜③の企画のために、⽇本橋
の⽂化を学び、それを外国⼈に発信するボランティアである「⽇本橋アンバサダー」を
育成するプロジェクト。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第4回WPPC鎌倉市・
国際平和デー

特定⾮営利活動
法⼈インターナ
ショナル世界平
和の響き

2017/9/21 2017/9/21 神奈川県 鎌倉市

WPPC（World Peace Prayer Ceremony：各国の国旗を掲げるセレ
モニー）とは、国連に登録している世界193ヶ国の国旗を掲げて、
その国と世界の平和を願うというイベントで、参加費は無料です。
お⼦様から、お年寄りまで、どなたにも参加いただけるイベントで
す。お気軽にご参加ください。また、WPPC開催と同時に、参加者
や通⾏⼈などに、⽇本⽂化の象徴の⼀つであり、平和の象徴でもあ
る折り鶴を無料にて配布し、⽇本⽂化の普及と世界の平和に繋げて
いきます。このイベントは、その都度、⽇程を設定し会場を確保し
て⽇本国内の様々な場所で単発的に開催していくものです。これを
今後も継続していきます。外国語（英語）表記のチラシを⽤意して
います。

第4回WPPC伊勢崎
市・群⾺県⺠の⽇

特定⾮営利活動
法⼈インターナ
ショナル世界平
和の響き

2017/10/28 2017/10/28 群⾺県 伊勢崎市

WPPC（World Peace Prayer Ceremony：各国の国旗を掲げるセレ
モニー）とは、国連に登録している世界193ヶ国の国旗を掲げて、
その国と世界の平和を願うというイベントで、参加費は無料です。
お⼦様から、お年寄りまで、どなたにも参加いただけるイベントで
す。お気軽にご参加ください。また、WPPC開催と同時に、参加者
や通⾏⼈などに、⽇本⽂化の象徴の⼀つであり、平和の象徴でもあ
る折り鶴を無料にて配布し、⽇本⽂化の普及と世界の平和に繋げて
いきます。このイベントは、その都度、⽇程を設定し会場を確保し
て⽇本国内の様々な場所で単発的に開催していくものです。これを
今後も継続していきます。外国語（英語）表記のチラシを⽤意して
います。

第3回WPPC那覇市・
新都⼼公園

特定⾮営利活動
法⼈インターナ
ショナル世界平
和の響き

2017/11/19 2017/11/19 沖縄県 那覇市

WPPC（World Peace Prayer Ceremony：各国の国旗を掲げるセレ
モニー）とは、国連に登録している世界193ヶ国の国旗を掲げて、
その国と世界の平和を願うというイベントで、参加費は無料です。
お⼦様から、お年寄りまで、どなたにも参加いただけるイベントで
す。お気軽にご参加ください。また、WPPC開催と同時に、参加者
や通⾏⼈などに、⽇本⽂化の象徴の⼀つであり、平和の象徴でもあ
る折り鶴を無料にて配布し、⽇本⽂化の普及と世界の平和に繋げて
いきます。このイベントは、その都度、⽇程を設定し会場を確保し
て⽇本国内の様々な場所で単発的に開催していくものです。これを
今後も継続していきます。外国語（英語）表記のチラシを⽤意して
います。

第9回キンボールス
ポーツ ワールドカッ
プ2017東京⼤会

⼀般社団法⼈⽇
本キンボールス
ポーツ連盟

2017/10/30 2017/11/5 東京都 中央区

本⼤会は、アジアで初めて開かれるキンボールスポーツ競技のワー
ルドカップであるとともに、アジア、ヨーロッパ、北⽶から12の国
と地域の選⼿団を迎えての⼤規模なイベントとなる。
本⼤会期間中には、中央区内全⼩学校において各国選⼿団と児童と
の交流会を実施する。交流会では、キンボールスポーツを契機とし
た国際交流・⽂化交流を⽬的としており、児童による⽇本⽂化の発
表などの「おもてなし」を通した⽂化発信を⾏うとともに⽇本と各
国相互の伝承遊びの紹介等も⾏う。キンボールスポーツを体験しな
がら各国の選⼿とコミュニケーション（国際交流）をはかること
で、オリンピック・パラリンピック教育の推進にもつなげていくも
のである。
また、⼤会、交流会会場では外国語ボランティアの配置や⼤会、交
流会施設内にはバリアフリーのトイレが整備されるなど、外国⼈や
障害者への対応も⾏われている。

スペースオペラ
KEGON 〜光と現代
⾳楽とダンスのスペク
タクル〜

⽩河市、⽩河⽂
化交流館コミネ
ス

2018/3/18 2018/3/18 福島県 ⽩河市

東⽇本⼤震災からの創造的復興を願い、「希望の光と命の躍動」を
テーマに、光のアートと現代⾳楽とダンスが融合する創作舞台を上
演します。⽇本に古来より伝わる仏教宗派のひとつ『華厳宗』の思
想をもとに、無限の光明と⼤宇宙の広⼤無辺の世界に包まれながら
求道の旅を続ける⼈間の⽣への営みを表現。出演者には世界的に活
躍されているダンサーの森⼭開次⽒を迎えるとともに、地元からも
出演者をオーディション等によって募り、プロのアーティストと地
域の⼒が融合した舞台を創り上げます。また、客席には⾞椅⼦席と
その介助者席を設けるほか、障害のある⽅を対象とした⼊場料⾦の
割引制度を導⼊します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

天プラ・セレクション 
中本研之 陶展

公益社団法⼈岡
⼭県⽂化連盟
（岡⼭県天神⼭
⽂化プラザ）

2018/1/30 2018/2/4 岡⼭県 岡⼭市

岡⼭県天神⼭⽂化プラザの展⽰室で、最近県内を中⼼に顕著な活躍
をされている岡⼭県ゆかりの作家を個展形式で紹介するもので、多
くの⽅々がその作品にふれる機会を増すとともに、作家にとっては
作品発表の場を提供し、創作活動の活性化をはかることを⽬的とし
て開催しています。今回は、陶芸作家 中本研之による備前焼作品
の展⽰です。会場はバリアフリーの仕様としております。

天プラ・セレクション 
千⾜ 展－オノマトペ
－

公益社団法⼈岡
⼭県⽂化連盟
（岡⼭県天神⼭
⽂化プラザ）

2018/3/27 2018/4/1 岡⼭県 岡⼭市

岡⼭県天神⼭⽂化プラザの展⽰室で、最近県内を中⼼に顕著な活躍
をされている岡⼭県ゆかりの作家を個展形式で紹介するもので、多
くの⽅々がその作品にふれる機会を増すとともに、作家にとっては
作品発表の場を提供し、創作活動の活性化をはかることを⽬的とし
て開催しています。今回は、イラストレーター 千⾜によるコミッ
クアート作品の展⽰です。会場はバリアフリーの仕様としておりま
す。

天プラ⽂化祭２０１７

公益社団法⼈岡
⼭県⽂化連盟
（岡⼭県天神⼭
⽂化プラザ）

2017/9/17 2017/9/17 岡⼭県 岡⼭市

岡⼭県天神⼭⽂化プラザ(通称:天プラ)の練習室をご利⽤いただいて
いる様々な分野の団体のみなさんによる成果発表会「天プラ⽂化
祭」です。今年で9回⽬となるこの⽂化祭は、19団体の皆様による
成果発表に加え、チャリティ・バザールなども⾏います。会場はバ
リアフリーの仕様としております。

天神⼭シアターオブ
ユース

公益社団法⼈岡
⼭県⽂化連盟
（岡⼭県天神⼭
⽂化プラザ）

2017/5/21 2018/2/11 岡⼭県 岡⼭市

⻘少年を対象に、岡⼭県の⽂化芸術に触れるきっかけを提供すると
ともに実演芸術家との交流の機会を提供する体験型の講座です。
春・夏・秋・冬の季節ごとにさまざまな芸術に触れる事によって、
豊かな想像⼒、⼼と⼼⾝を育むと同時に、舞踊・⾳楽・演劇・古典
芸能等について理解を深めます。また、各⽇程の最終⽇に⼩規模な
成果発表を⾏う事により、他者と協⼒する事の⼤切さや集団で創造
する楽しさを経験します。実演芸術に触れる事によって豊かな⼈間
性を育み、将来の岡⼭における舞台芸術分野の担い⼿を育成する事
を⽬的とします。会場はバリアフリーの仕様としております。

天神⼭シアターオブ
ユース 伝統芸能クラ
ス発表

公益社団法⼈岡
⼭県⽂化連盟
（岡⼭県天神⼭
⽂化プラザ）

2018/2/11 2018/2/11 岡⼭県 岡⼭市

⻘少年を対象に、岡⼭県の⽂化芸術に触れるきっかけを提供すると
ともに実演芸術家との交流の機会を提供する体験型の講座です。冬
の講座は伝統芸能クラスで、⽇本のさまざまな芸能の元である狂⾔
に触れる事によって、豊かな想像⼒、⼼と⼼⾝を育むと同時に理解
を深めます。講座は２⽉３⽇(⼟)・４⽇(⽇)・10⽇(⼟)、最終⽇の
11⽇(⽇)にその成果を発表します。会場はバリアフリーの仕様とし
ております。

スポーツ⻤ごっこ 〜
ヤマトン杯〜2017

スポーツ⻤ごっ
こ 〜ヤマトン
杯〜 実⾏委員
会、⼤和⻘年会
議所/公益財団
法⼈⼤和市ス
ポーツ・よか・
みどり財団

2017/8/26 2017/8/26 神奈川県 ⼤和市

⻤ごっこは1300年昔より⽇本に伝わる伝統⽂化と⾔われており、神
社仏閣の宮中⾏事として天下泰平や五穀豊穣を願う儀式として⾏わ
れていました。⼦ども時代に誰もが遊んだことのある⻤ごっこが、
現代流に進化しルールのある「スポーツ⻤ごっこ」になりました。
⻤ごっこの起源とされる「ことろことろ」の要素も加味されてお
り、⽇本⽂化の継承も⽬指しています。
本事業は、beyond2020プログラム認証の⼀般社団法⼈⻤ごっこ協
会主催のスポーツ⻤ごっこ⼤和版として、⼦ども達の⾃主性・社会
性を育む事を⽬的として開催します。個⼈単位での申込みで、当⽇
にルール説明とチーム編成を⾏うため、初めてのお⼦さんでも楽し
めます。バリアフリー対応の会場で⾏い、障害の有無や性別の差異
に関係なく、選⼿を募っています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

平成29年度⽂化プロ
グラム推進事業 百⼈
⼀⾸競技かるた体験

主催 ⼤和市、
主管 公益財団
法⼈⼤和市ス
ポーツ・よか・
みどり財団

2017/8/26 2017/8/26 神奈川県 ⼤和市

百⼈⼀⾸は⽇本の古典⽂化であり、かるた遊びは⽇本⼈の⼤⼈なら
誰もが遊んだことがとがある伝承⽂化です。しかし、電⼦機器の遊
びが多くなった現代では、家庭からかるたの姿は消えつつありま
す。当⽇は、百⼈⼀⾸競技かるたのほか、かるた遊びの紹介やぬり
絵などの体験により、伝統⽂化に親しみ、⽇本⽂化の継承も⽬指し
ています。競技かるたは外国でも⽇本語読みで⾏うため、国の関係
なく体験できるほか、当⽇は、かるた遊びを英語表記で紹介しま
す。
この事業は、スポーツ施設を会場とすることで、多くの市⺠に⽂化
芸術に触れる機会を提供し、⽂化プログラムの周知を⽬的とした推
進事業の第１弾です。市内での同プログラム開催を推進するため、
モデル事業となるよう本事業⾃体のbeyond認証を⽬指します。

平成29年度⽂化プロ
グラム推進事業 茶道
体験

主催 ⼤和市、
主管 公益財団
法⼈⼤和市ス
ポーツ・よか・
みどり財団

2017/10/9 2017/10/9 神奈川県 ⼤和市

普段はスポーツの愛好家で賑わうスポーツ施設で、ベテラン茶道家
によるお⼿前と呈茶を⾏います。
お茶室という、普段は遠く感じる⽇本の⽂化を、運動前やトレーニ
ング後に気軽に⽴ち寄れるスポットとして出展し、普段茶道に接す
ることの少ない⽅々にも体験していただきます。
⽇本語・英語で表記した『お茶のいただき⽅』を作成し、外国の⽅
にもお楽しみいただけます。
また、１階ロビーはバリアフリーで、⾞椅⼦の⽅のご来場も可能で
す。
この事業は、スポーツ施設を会場とすることで、多くの市⺠に⽂化
芸術に触れる機会を提供し、⽂化プログラムの周知を⽬的とした推
進事業の第２弾です。モデル事業となるよう本事業⾃体のbeyond認
証を⽬指します。

平成29年度⽂化プロ
グラム推進事業 阿波
おどり体験

主催 ⼤和市、
主管 公益財団
法⼈⼤和市ス
ポーツ・よか・
みどり財団

2017/10/15 2017/10/15 神奈川県 ⼤和市

400年の歴史を持ち⽇本を代表する伝統芸能として世界にも知られ
るようになった阿波踊り。
ここ⼤和市でも毎年開催され、『神奈川⼤和阿波おどり』として今
年で41回を迎えました。
踊る阿呆に⾒る阿呆、同じ阿呆なら…の⾔葉のように、多くの⽅に
この踊りを楽しんでいただけるよう連に属さなくても、⼀⼈でも気
軽に参加できる体験会を開催します。
２拍⼦のリズムで、⽼若男⼥、誰もが楽しく踊れるこの踊りは、外
国の⽅も気軽にご参加いただけるほか、外国語表記の案内パンフ
レットを配布します。
この事業は、スポーツ施設を会場とすることで、多くの市⺠に⽂化
芸術に触れる機会を提供し、⽂化プログラムの周知を⽬的とした推
進事業の第３弾です。モデル事業となるよう本事業⾃体のbeyond認
証を⽬指します。

深まる秋にお寺で聴く 
禅奏コンサート

ふじ⼭ココロの
Legacyプロ
ジェクト実⾏委
員会

2017/11/18 2017/11/18 静岡県 富⼠宮市

２０１３年、富⼠⼭は「富⼠⼭－信仰の対象と芸術の源泉」として
世界⽂化遺産に登録された。麓の富⼠宮市に は、構成資産のほか縄
⽂時代初期から⼈が定住していた柚野地域などがある。しかし、富
⼠宮市では地域の少⼦
⾼齢化と若者の無関⼼によって歴史⽂化の継承が危ぶまれているの
が現状である。今回の企画では、若者をター ゲットとして「芸術に
よる歴史⽂化の魅⼒を再発⾒」をコンセプトに、歴史ある場所で⾳
楽家によるコンサート を開催する。また、⽇本だけでなく世界にも
新しい⽂化の発信地として富⼠⼭をアピールしつつ、富⼠⼭周辺の 
歴史⽂化を後世へ繋げていくことを⽬的とする。 その他、チラシや
ポスターへの英語表記や⽇本語以外の曲⽬も取り⼊れ外国⼈にも楽
しんでもらえるよう⼯夫をする。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第２５回中央区国際交
流のつどい

中央区⽂化・国
際交流振興協会

2017/11/18 2017/11/18 東京都 中央区

⽇本と外国の伝統⽂化(着付け、茶道、⽣け花、墨絵、⾵呂敷の使い
⽅、折り紙等)や踊り、料理・飲み物の紹介等を通じて⽇本⼈と外国
⼈との交流を推進し、相互理解を深めるため、⼊場無料で平成５年
から開催している。多くの外国⼈の⽅に楽しんでいただくため、⾏
事の紹介(概要)について、当協会ホームページで４カ国語(⽇本語、
英語、中国語、ハングル)により、区のおしらせ（中央区発⾏）では
英語併記で、また案内チラシやポスター(当協会作成)では英語併記
（内容の⼀部に中国語併記も含む。）で⾏う予定。さらに、３カ国
語（⽇本語、英語、中国語）での館内放送や⽇本の伝統⽂化紹介
コーナーの⼀部には英語対応が可能なスタッフも配置する予定。ま
た、会場は、⽞関にスロープや館内にエレベーター、多⽬的トイ
レ、⾞椅⼦を備えており、障害をお持ちの⽅にも安⼼して楽しんで
いただくことができる。

第25回全国重要無形
⽂化財保持団体秀作展
－⽇本の伝統美と技の
世界－

全国重要無形⽂
化財保持団体協
議会、全国重要
無形⽂化財保持
団体協議会宮古
島⼤会実⾏委員
会

2017/11/9 2017/11/19 沖縄県 宮古島市

我が国には、古くから各地⽅の⾵⼟に適した優れた⼯芸技術が数多
く伝えられており、その芸術的、歴史的な価値の⾼さから世界的に
⾼い評価を得ています。また⾼度に発達した⼯業技術による製品が
国⺠の周りに氾濫する中、「⼿作り・⼿わざ」を現在に伝える重要
無形⽂化財保持団体の作品は、素朴な作品から華麗な作品まで多彩
な技術の粋の象徴であり、近年の「本物志向」の⾵潮や国⺠が求め
る「癒し」の作品として⾒直されつつあります。本展覧会の開催
は、素朴な作品から華麗な作品まで多彩な技術の粋の象徴である全
国の重要無形⽂化財の秀作を⼀堂に集め、広く⼀般の⽅々に公開す
るもので、くらしと密接してきた⽇本の⼯芸技術の素晴らしさを知
ることのできる貴重な機会です。
 また、会場である宮古島市総合博物館はバリアフリー対応であ
り、直接触れることが出来る作品もあり、障害者にとってのバリア
を取り除く取組です。

クラヤコンサート
公益財団法⼈⼭
形県⽣涯学習⽂
化財団、⼭形県

2017/12/1 2017/12/1 ⼭形県 ⼭形市

北欧スウェーデンを代表する⼥性４⼈組の伝統歌謡グループが、北
欧の各地に伝わる古い詩や、豊かな安らぎを求める⼈々の思い、⼈
⽣の意味を問う⼼を、巧みなコーラスワークで歌い上げる。プログ
ラムの中には⽇本の歌曲「浜辺の歌」を⽇本語とスウェーデン語で
演奏する内容も含まれており、北欧の伝統⾳楽の鑑賞と、⽇本の優
れた⾳楽⽂化の発信を⽬的とするコンサートである。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
表記を⾏う。

創作公演「カミナリ親
⼦と⻑者どん」

公益財団法⼈⽣
涯学習⽂化財
団、⼭形県

2017/12/17 2017/12/17 ⼭形県 ⼭形市

⼭形県内で活動している⽂化芸術団体を対象にしたオーディション
で選ばれた団体による創作公演。今年度は⾳楽集団「ガラッシア」
が出演。２部構成とし、第１部は⼥声合唱の演奏会、第２部は県内
の脚本家・演出家による創作オペレッタの公演。地域で創作され地
域の団体が出演し地域で創りあげる公演を通し、本県⽂化の素晴ら
しさを県内のみならず、広く国内外へ発信する。また、地域に住む
外国⼈や訪⽇外国⼈の鑑賞に配慮し、ポスター・チラシの英語表記
も⾏う。

あいサポートアート展 広島県 2017/10/31 2017/12/24 広島県
広島市、
福⼭市

障害のある⽅の芸術活動への参加を通じて，⽣活を豊かにするとと
もに，県⺠の障害への理解と認識を深め，障害のある⽅の⾃⽴と社
会参加の促進に寄与することを⽬的として，障害のある⽅が制作し
た芸術作品の展⽰会を，平成24年度から開催しています。
 県内からご応募いただいた，絵画，さをり織，陶芸など，様々な
ジャンルの独創性あふれる作品を，400点余り展⽰します。また，
会期中には，審査員によるギャラリートークの開催も予定していま
す。
 会場もバリアフリーとなっており，障害のある⽅もない⽅も，共
に芸術⽂化を楽しむことで，多様な感性に触れることが出来る絶好
の機会となります。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第４３回 けやき祭
城⻄川越中学校 
城⻄⼤学付属川
越⾼等学校

2017/9/9 2017/9/10 埼⽟県 川越市

地域や学校に伝承されてきた芸術⽂化に加え、創造性豊かな⾳楽、
作品の発表の場として。埼⽟県の私⽴城⻄川越中学・⾼等学校⽣に
よる「第４３回 けやき祭」を９⽉に開催。制作・準備・発表の過
程において、⽣徒間、地域間での協調性を育み連帯感を得ることを
⽬的に開催しています。
 ⾼齢者、障害者、⼦ども、地域の⼈々や、広く世界に向けて埼⽟
県や川越市、本校⽣徒の創造する未来図の魅⼒を発信します。埼⽟
県の伝統・⽂化にふれあえるよう、海外の⽅も⾔語の不安なく楽し
めることを念頭に、会場に英語対応ページの⼊ったパンフレットも
⽤意。英語対応可能な⽣徒や組織を配置するなど、グローバルに開
かれた会場を⽬指し、また⾝体の不⾃由な⽅にも楽しんでいただけ
るようバリアフリーに関しても随所に⼯夫を施します。

平成29年度 かなが
わこども⺠俗芸能フェ
スティバル 〜れとろ
びーと2017〜

かながわ伝統芸
能祭実⾏委員会

2017/11/26 2017/11/26 神奈川県 横浜市

当事業は、神奈川県内で継承されている⺠俗芸能を広く紹介するこ
とにより、伝統⽂化への理解を深め、伝統⽂化の継承、発展への機
運を醸成するとともに、後継者育成を⽀援することを⽬的としてい
ます。
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⾏って
います。※鑑賞には、事前申込が必要です。詳しくは、HP等でお知
らせいたします。
【出演団体】
⼤⼭阿夫利神社の倭舞及び巫⼥舞（伊勢原市） 菊名の飴屋踊り
（三浦市）
県⽴⼆宮⾼等学校相模⼈形部（⼆宮町） 和太⿎「昇⿓」（横浜市
栄区）

⼦供達が作る【勝利の
ブーケ】をパラリン
ピック選⼿に届けた
い！

⼦ども達が作る
【勝利のブー
ケ】をスポーツ
選⼿に届ける会

2017/8/26 2017/8/26 東京都 渋⾕区

恵⽐寿ガーデンプレイス イベント広場にて、ブラインドサッ
カー・ブラインドテニスの体験会が⾏われます。⼦供達は、障害者
スポーツを⾒学し、また選⼿から話を聞いたり、体験することに
よって、多様性を受け⼊れ、共⽣社会について考えるキッカケとし
ます。競技⾒学の合間に、⼦供達が【勝利のブーケ】を制作する
ワークショップを開催いたします。ブーケは、造花を使⽤します。
近年、⽇本の造花は⽣花の様に美しく出来ていることから、海外か
らも⼈気が⾼いので、新しい⽇本⽂化を発信する⽬的で使⽤しま
す。また、ワークショップはバリアフリースペースで⾏い、障害の
ある⼦供達にも制作に参加いただけるようにいたします。

イサム・ノグチ展
イサム・ノグチ
展実⾏委員会

2017/11/17 2018/1/21 ⼤分県 ⼤分市

本展覧会では、⽇⽶のノグチ財団の全⾯的な協⼒の下、彫刻のみな
らず、舞踏家マーサ・グラハムと展開した舞台関連の作品や、
ニューヨークや札幌で⼿がけた庭園計画など環境設計家としての⼀
⾯も織り交ぜながら、多様かつ多彩なノグチの造形世界を紹介す
る。
 外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組としては、作品のキャ
プションや各章解説に英語表記を⼊れる。

備中甕江座 熊⽥恰〜
武⼠道を貫いたラスト
サムライ〜

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽣活に⽂
化が薫るまち倉
敷実⾏委員会、
備中甕江座実⾏
委員会

2017/11/26 2017/11/26 岡⼭県 倉敷市

市⺠参加の村芝居です。幕末の混乱期、現在の倉敷市⽟島を戦禍か
ら免れ、備中松⼭城の無⾎開城に導いた熊⽥恰。没後150年の顕彰
と同時に、現代に⾄る郷⼟の歴史を知ることにより、備中圏におけ
る繋がりを表現します。会場はバリアフリー仕様です。

ピッコロ劇団ファミ
リー劇場「<⾳楽劇>
⾚ずきんちゃんの森の
狼たちのクリスマス」

兵庫県⽴尼崎⻘
少年創造劇場・
兵庫県・兵庫県
⽴芸術⽂化セン
ター

2017/12/16 2017/12/17 兵庫県 ⻄宮市

クリスマスシーズンに親⼦で楽しめる演劇を上演。出演は、兵庫県
⽴ピッコロ劇団員とオーディションによる地域の⼦ども達（⼩学２
年⽣~中学３年⽣）２０名も参加。バンドの⽣演奏と⼀緒に楽し
む、歌あり、踊りありの⾳楽劇。バリアフリーの取り組みとして、
⾞椅⼦での⼊場可。視覚障害者向け点字パンフレットを⽤意。会場
内誘導サポート対応ができる、障害者接遇研修を受けた兵庫県⽴⻘
少年創造劇場職員、兵庫県⽴ピッコロ劇団員を配置。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第10回⾼知国際版画
トリエンナーレ展

⼟佐和紙国際化
実⾏委員会

2017/10/7 2017/12/3 ⾼知県
吾川郡い

の町

⾼知県で⽣産される「⼟佐和紙」はその種類の豊富さを最⼤の特⾊
とし、また品質も⾼い評価を受けています。その品質は版画⽤紙と
しても優れており、世界中で使⽤されています。この⼟佐和紙を更
に世界に広げること、また版画⽂化を更に発展させること、この⼆
つを⼤きな柱として掲げ、1990年より「⾼知国際版画トリエンナー
レ展」が始まりました。 
 本展は回を重ね、⽇本で最も⻑い歴史を持ち、世界的にも⾼い評
価を受ける国際版画展へと成⻑していきました。ゆえに展⽰される
⼊賞・⼊選作品のレベルは⾼く、地⽅都市ではなかなか⾒ることの
できない国際レベルの展覧会となっています。
 本展の情報サイトは⽇本語版・英語版をご⽤意しており、パンフ
レットや会場での作品解説には⼀部ではありますが⽇本語・英語を
掲載しております。

2017年春開催（仮
称）東⼤寺展プレ企画 
多賀・光の幻舞 ー古
代と現代をつなぐ《舞

の系譜》ー

多賀城市、復興
記念東⼤寺展実
⾏委員会（東北
歴史博物館、河
北新報社、仙台
放送、⽇本経済
新聞社、多賀城

市）

2017/10/7 2017/10/15 宮城県 多賀城市

「多賀・光の幻舞」は、現代に脈々と受け継がれてきた≪舞≫の系譜
を辿るアートイベンツ。多様な⾝体表現に触れることで、⽂化芸術
への理解とともに、⾔語の壁を越えたコミュニケーションや異⽂化
理解につなげる。演⽬は、⾶⿃・奈良時代に盛んに上演された伎
楽、そのルーツともいわれるインド⺠族舞踊、⼤陸渡来の散楽から
発展した能、更には歌舞伎に由来し国外にも愛好者をもつ⽇本舞
踊、舞の系譜を辿る多様な演⽬で構成。また、⽇本最古の歌集『万
葉集』を題材にした地元恒例⾏事「史都多賀城万葉まつり」とも連
動。なお、地元の国際交流協会と連携し、外国⼈の参加を促す（多
賀城市HP内のイベント紹介サイトは外国語対応済み）とともに、会
場には、障がいを持つ⽅々がデザインしたBIG幡(ビッグバン)を飾
ることで、⽂化芸術が持つチカラにより、多彩な⼈々が結節する場
を⽬指す。
＊BIG幡：「幡」とは東⼤寺の重要な法要の際に使われる旗。BIG
幡は奈良県障がい者芸術祭の企画で製作されたアート作品

上⽅落語勉強会

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）

2017/9/27 2017/9/27 京都府 京都市

上⽅の中堅・若⼿落語家に⽇ごろの修練の成果発揮の場を提供する
ことを⽬的に1972年桂⽶朝師の肝いりで始まった。近年では毎回落
語作家⼩佐⽥定雄、熊沢あかね両⽒による、新作落語を発表し、そ
の「お題の名付け親」を観客から選ぶなど、ユニークな取り組みを
展開している。

狂⾔五笑会

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）

2017/10/10 2017/10/10 京都府 京都市

狂⾔三笑会を引継ぎ2011年4⽉に発⾜。茂⼭千五郎、あきら、千三
郎各師の下で修業を積む島⽥洋海、増⽥浩紀、井⼝⻯也、鈴⽊実、
⼭下守之の五⼈が修業の成果を発表する場として開催。今年度は3
⽉にホールでの特別公演を開催し成果を披露します。

狂⾔五笑会

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）

2017/12/21 2017/12/21 京都府 京都市

狂⾔三笑会を引継ぎ2011年4⽉に発⾜。茂⼭千五郎、あきら、千三
郎各師の下で修業を積む島⽥洋海、増⽥浩紀、井⼝⻯也、鈴⽊実、
⼭下守之の五⼈が修業の成果を発表する場として開催。今年度は3
⽉にホールでの特別公演を開催し成果を披露します。

狂⾔五笑会特別公演

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）

2018/3/11 2018/3/11 京都府 京都市

狂⾔三笑会を引継ぎ2011年4⽉に発⾜。茂⼭千五郎、あきら、千三
郎各師の下で修業を積む島⽥洋海、増⽥浩紀、井⼝⻯也、鈴⽊実、
⼭下守之の五⼈が修業の成果を発表する場として開催。今年度は3
⽉にホールでの特別公演を開催し成果を披露します。

連続講座
「芸術は何処へ？」

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）

2017/8/27 2017/8/27 京都府 京都市

芸術の「創り⼿」と「受けて」の間をつなぐ批評家や研究者、メ
ディアの役割を考え、⼤原美術館館⻑⾼階秀爾先⽣をお迎えして
「芸術の意味」を問う講座を当館がメディア（媒体）となって実施
します。
平成28年度に続き開催し、今年度最終回(第9回)は連続講座出演者
によるパネルディスカッションを開催します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

連続講座
「芸術は何処へ？」

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）

2017/9/23 2017/9/23 京都府 京都市

芸術の「創り⼿」と「受けて」の間をつなぐ批評家や研究者、メ
ディアの役割を考え、⼤原美術館館⻑⾼階秀爾先⽣をお迎えして
「芸術の意味」を問う講座を当館がメディア（媒体）となって実施
します。
平成28年度に続き開催し、今年度最終回(第9回)は連続講座出演者
によるパネルディスカッションを開催します。

邦楽を楽しむ会

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）、
京都三曲教会

2017/9/20 2017/9/20 京都府 京都市

京都における箏・三絃・尺⼋の教授者および演奏家約650名が邦楽
振興に積極的に活動している団体「京都三曲協会」との共催で3か
⽉に⼀回開催している。流派を超えた演奏家による解説付演奏会
で、邦楽を楽しく聴いてもらい邦楽ファンの裾野を広げる活動を続
けている

邦楽を楽しむ会

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）、
京都三曲教会

2017/12/13 2017/12/13 京都府 京都市

京都における箏・三絃・尺⼋の教授者および演奏家約650名が邦楽
振興に積極的に活動している団体「京都三曲協会」との共催で3か
⽉に⼀回開催している。流派を超えた演奏家による解説付演奏会
で、邦楽を楽しく聴いてもらい邦楽ファンの裾野を広げる活動を続
けている

邦楽を楽しむ会

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）、
京都三曲教会

2018/3/14 2018/3/14 京都府 京都市

京都における箏・三絃・尺⼋の教授者および演奏家約650名が邦楽
振興に積極的に活動している団体「京都三曲協会」との共催で3か
⽉に⼀回開催している。流派を超えた演奏家による解説付演奏会
で、邦楽を楽しく聴いてもらい邦楽ファンの裾野を広げる活動を続
けている

歴史⽂化講座
藤原道⻑ Vol.２

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）

2017/11/3 2017/11/3 京都府 京都市

1018年「この世をば我が世とぞ思う望⽉の⽋けたることもなしと思
えば」道⻑がこの歌を詠んでまもなく千年。歌われた道⻑邸跡の近
くに位置する当館では2016年より記念講演を開催しています。今年
はホールにて第2回を開催します。

イッセー尾形公演

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）

2017/9/29 2017/10/1 京都府 京都市

イッセー尾形ライフワークの⼀⼈芝居。
3年半ぶりの復活公演。
今年⽣誕150年を迎えた、⽇本を代表する⽂豪、夏⽬漱⽯の作品
「坑夫」「草枕」「道草」「⾨」「明暗」を題材に、イッセー尾形
が新しい<名作>の世界を表現します。

第39回Kyoto演劇
フェスティバル

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）、

2018/2/10 2018/2/18 京都府 京都市

演劇を通じて府⺠の創造活動の活性化を図る事を⽬的とした演劇
祭。多彩なプログラムがあり、「⼦どもから⼤⼈まで楽しめるフェ
スティバル」として地域に定着している。舞台公演以外にもワーク
ショップやアウトリーチ等、多彩なプログラムで実施。
1979年より毎年継続、展開し続けている。
今年度は府内各地域で演劇祭などを⾏っている演劇団体（者）と演
フェスが企画連携し、団体の派遣・上演などを⾏い、地域の⽂化活
動の活性化を図るなど第40回記念フェスティバルを⾒据えた新たな
展開を進めている。
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（県）
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⽂楽京都公演

京都府
指定管理者創
（（公財）京都
⽂化財団・
（株）コングレ
共同事業体）、
（公財）⽂楽協
会

2018/3/22 2018/3/24 京都府 京都市

ユネスコ世界⽂化遺産に登録されている伝統芸能の公演を、⽂楽発
祥の地京都で開催します。
開館当初1971年から⼤阪に国⽴⽂楽劇場が開館する1984年までの
間京都府の助成を受け実施されていた「⽂楽京都公演」を開館40周
年を機に再開し、毎回好評を博しています。
平成29年度はこれぞ⼈形浄瑠璃といえる世話物の名作⼼中⼆題を3
⽇間6公演にわたりお送りいたします。
Aプログラム
「桂川連理柵」六⾓堂の段／帯屋の段／道⾏朧の桂川
Bプログラム
「曽根崎⼼中」⽣⽟社前の段／天満屋の段／天神森の段

ウッドワン美術館展 
絵画の愉しみ、画家の
たくらみ-⽇本近代絵
画との出会い-

京都府 京都⽂
化博物館 京都
新聞

2017/10/3 2017/12/3 京都府 京都市

ウッドワン美術館が所蔵する約1,000点の美術作品の中から、上村
松園、⿊⽥清輝、岸⽥劉⽣、藤⽥嗣治など⽇本近代を代表する画家
の描く名品86点を展観。各画家が取り組んだモチーフや描き⽅の違
いなどに焦点をあて、テーマごとに作品を展⽰することで、絵画の
⾒⽅・楽しみ⽅や画家の⼯夫をわかりやすくご紹介します。

便利堂130周年記念 
⾄宝をうつすー⽂化財
写真とコロタイプ複製
のあゆみ-

京都府 京都⽂
化博物館 便利
堂 朝⽇新聞社

2017/12/16 2018/1/28 京都府 京都市

かけがえのない⽂化財のすがたを残し、学び鑑賞するために複製品
が作られてきました。明治時代にフランスから伝わったコロタイプ
複製という技術は、今⽇では⽇本全国でもわずか２社しか伝えてい
ません。今年で創業130周年を迎えた便利堂に伝わる複製品や⼯具
を通して、⽂化財をうつし伝える理念と技術の歩みをご紹介しま
す。

⽊島櫻⾕の世界
京都府 京都⽂
化博物館 2017/10/28 2017/12/24 京都府 京都市

新たに京都府に寄贈された作品を中⼼に、近代京都の⽇本画家⽊島
桜⾕の描いた世界をご紹介します。

保存と修理の⽂化史
京都府 京都⽂
化博物館 2018/1/5 2018/3/4 京都府 京都市

京都府内の各地に残されてきた、地域の歴史を語る貴重な品々。古
くから⼤切に受け継いできた品々の保存と、修理に関する歴史的な
取り組みを紹介します。

京に響く彫鍛⾦の技 
詩情溢れる⽣命の息吹 
加藤宗巌・忠雄展

京都府 京都⽂
化博物館 2018/3/10 2018/5/6 京都府 京都市

⼀枚の⾦属板を叩いて伸ばしながら形づくっていく鍛⾦と鏨や鎚で
⾦属を装飾していく彫⾦の技法を駆使しながら、⽣あるものへの温
かな眼差しを詩情溢れる⾦⼯の世界で花開かせた宗巌、忠雄親⼦の
作品を京都府への寄附を機にご紹介します。

洛陽三⼗三所３
京都府 京都⽂
化博物館 2018/3/10 2018/5/6 京都府 京都市

かつて京都において、三⼗三の観⾳菩薩を巡礼するという信仰があ
りました。2005年に再興された観⾳霊場が所蔵する寺宝を展⽰しま
す。
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祇園祭 伯⽛⼭の名宝
京都府 京都⽂
化博物館 2017/10/21 2018/1/14 京都府 京都市

中国の春秋時代の琴の名⼿であった伯⽛の伝説と、技芸の道にゆか
りのある載逵の琴割りの物語に取材した伯⽛⼭は、別名を「琴割り
⼭」とも呼ばれ親しまれてきました。展覧会では、その伯⽛⼭所蔵
の名品をご紹介します。

祇園祭 役⾏者⼭の名
宝

京都府 京都⽂
化博物館 2018/1/20 2018/4/1 京都府 京都市

後祭巡⾏に登場する役⾏者⼭は、役⾏者の霊験を語る逸話の中か
ら、⼤峰⼭と葛城⼭の間に橋を架けようとした物語を題材とした意
匠で⼈びとを魅了してきました。本展覧会では、役⾏者⼭を飾る優
品の数々をご紹介します。

第33回丹後吹奏楽
フェスティバル

丹後⽂化芸術祭
実⾏委員会/丹
後吹奏楽フェス
ティバル推進委
員会

2017/9/23 2017/9/23 京都府 京丹後市
管内のブラスバンドに携わる団体（⼩学校以上のクラブを含む）に
よる演奏会。交流と技術の向上を図る。

第38回丹後合唱のつ
どい

丹後⽂化芸術祭
実⾏委員会/丹
後合唱連盟

2017/11/19 2017/11/19 京都府 京丹後市
管内の合唱サークルによる演奏会。児童合奏団からママさんコーラ
ス、混声合唱団まで幅広い世代の交流を図る。

第33回丹後⺠踊のつ
どい

丹後⽂化芸術祭
実⾏委員会/丹
後⺠踊同好会

2017/11/23 2017/11/23 京都府 京丹後市
管内の⺠踊サークルによる演技発表。各地の⺠謡・新⺠謡（歌謡曲
等）の曲で踊りを披露し交流を図る。

第29回ジュニア⽂化
祭

丹後⽂化芸術祭
実⾏委員会/
ジュニア⽂化祭
推進委員会

2017/12/3 2017/12/3 京都府 京丹後市
管内の幼児から⾼校⽣までを対象に、地域や学校の枠を越えてみん
なで創り参加することにより、広域的に相互の交流を図る。ダン
ス・モダンバレエ・吹奏楽・和太⿎他。

第22回丹後和太⿎
フェスティバル

丹後⽂化芸術祭
実⾏委員会/丹
後和太⿎フェス
ティバル推進委
員会

2017/12/17 2017/12/17 京都府 京丹後市
管内のアマチュアサークル及び保存会による和太⿎の演奏。近年の
ブームにのり和太⿎の魅⼒を探り交流を図る。

Ａ・Ｒ・Ｆアマチュア
ロックフェスティバル

丹後⽂化芸術祭
実⾏委員会/
Ａ・Ｒ・Ｆ実⾏
委員会

2087/2/18 2087/2/18 京都府 京丹後市
管内で活動するアマチュアバンドが⼀堂に会し、⽇頃の練習の成果
を発表することにより相互の親睦を深め、技術の向上を⽬指す。⼩
学⽣から、社会⼈まで幅広い年齢層の参加を予定。

第28回丹後美術⼯芸
展

丹後⽂化芸術祭
実⾏委員会・丹
後美術⼯芸展推
進委員会

2017/9/22 2017/9/24 京都府 宮津市
管内の美術⼯芸（⽇本画・洋画・写真・陶芸）に携わるアマチュア
作家による公募作品展。知事賞をはじめ各賞を設ける。
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〔⻑岡京芸術劇場〕  
  レ・フレールスペ
シャルコンサート〜京
都フィルハーモニー室
内合奏団と共に〜

⻑岡京芸術劇場
実⾏委員会 2018/1/14 2018/1/14 京都府 ⻑岡京市

平成29年度地域における舞台芸術振興・次世代体験推進事業／ 
レ・フレールと京都フィルハーモニー室内合奏団とのコラボレー
ションコンサート。 1台のピアノを2⼈で⾃在に操る「キャトルマ
ンスタイル」というこれまでのピアノ感を覆した独特な奏法で知ら
れる兄弟ピアノディオのレ・フレールと京都フィルハーモニー室内
合奏団との共演により、京都・⻑岡京からこれまでになかった芸術
⽂化の創造・発信するコンサート。

〔⻑岡京芸術劇場〕  
 〜結成20周年記念
〜  ⻑岡京室内アン
サンブルコンサート

⻑岡京芸術劇場
実⾏委員会 2018/2/3 2018/2/3 京都府 ⻑岡京市

若い演奏家の育成と実践の場を提供し、常に世界に向けて発信し続
けている「⻑岡京室内アンサンブル」は地域ごとに独⾃の⾳⾊を持
つオーケストラがあるヨーロッパのように、⻑岡京独⾃の⾳⾊、思
想を持った演奏団体を育てたいという理念の下、1970年代より欧⽶
を中⼼に教育・演奏両⾯で国際的に活躍してきたヴァイオリニスト
森悠⼦を⾳楽監督として1997年3⽉に結成された⽇本が誇れる演奏
団体の20周年記念コンサート。

〔⻑岡京芸術劇場〕  
  学⽣オーケストラ
の響宴〜親⼦で楽しむ
世界の名曲〜

⻑岡京芸術劇場
実⾏委員会 2017/9/30 2017/9/30 京都府 ⻑岡京市

平成29年度⽂化芸術振興・発信事業／京都市⽴芸術⼤学との連携に
より、同⼤学⾳楽学部教授の下野⻯也・指揮で京都市⽴芸術⼤学⾳
楽部・⾳楽院管弦楽団がクラシックの名曲の数々を演奏し、また楽
器紹介や指揮者体験コーナーなどの盛りだくさんの内容で、⼤⼈ワ
ンコイン⼩学⽣を無料として、ファミリーでクラシック⾳楽の素晴
らしさや魅⼒を⾝近で感じてもらう演奏会。

〔⻑岡京芸術劇場〕  
  国⺠⽂化祭記念コ
ンサート

⻑岡京芸術劇場
実⾏委員会 2017/12/10 2017/12/10 京都府 ⻑岡京市

平成29年度⽂化芸術振興・発信事業／国⽂祭京都・記念オーケスト
ラは国⺠⽂化祭京都2011のオーケストラの祭典において、⻑岡京市
⺠管弦楽団、京都シンフォニカを中⼼とした合同オーケストラを編
成しました。この国⽂祭を契機に引き続き地域の芸術⽂化の向上に
寄与することを⽬的に、年1回の演奏会を実施しています。今回は
指揮に相愛⼤学名誉教授の酒井睦雄を迎え、ドヴォルザークの「新
世界より」、「序曲謝⾁祭」、シューベルトの「未完成」を演奏し
ます。

埼⽟伝統芸能フェス
ティバル

埼⽟県 2017/12/17 2017/12/17 埼⽟県
さいたま
市

埼⽟県内には貴重な伝統芸能が数多くあるが、県⺠は伝統芸能に触
れる機会が少ない、⼀⽅で保存団体は後継者育成や発信⼒などにお
いて課題を抱えるものが多い。そこで、伝統芸能フェスティバルを
開催し、地域に受け継がれてきた貴重な⽂化資源である伝統芸能の
公演を⾏うことにより、県⺠に伝統芸能の魅⼒を広め、郷⼟への愛
着を感じてもらうとともに、伝統芸能の振興と継承を図る。また、
外国⼈の観客のために英語のプログラムの作成や、字幕表⽰板を設
置し、２か国語の解説で上演し、外国⼈の研修⽣や留学⽣を招待す
る。上演に際しては、⼿話通訳を⼊れ、障害のある⽅にも観覧いた
だける環境をつくる。今年度は、本県を代表する伝統芸能「⼩⿅野
歌舞伎」を上演する。

24



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

彩の国いきいきフェス
ティバル

公益財団法⼈い
きいき埼⽟

2017/10/22 2017/10/22 埼⽟県 伊奈町

 県⺠活動の⼀層の促進を図るため、NPO、ボランティア、県⺠活
動団体の⽇頃の活動成果の発表の場として、県⺠活動総合センター
で各種イベントを開催します。地域で活動するNPOやボランティア
団体等による写真・絵画等の展⽰、茶道などの⽇本⽂化体験、⽇本
の昔遊びなどの世代間交流体験、ハロウィンに因んだイベント埼⽟
県の地元特産品の販売など、⼦供から⾼齢者まで楽しめるイベント
を実施します。また、県⺠活動総合センターは、施設に⾞いす⽤の
スロープも設置されているので、障害をお持ちの⽅にもイベントを
楽しんでいただくことができます。

第５９回中国・四国ブ
ロック⺠俗芸能⼤会

第５９回中国・
四国ブロック⺠
俗芸能⼤会実⾏
委員会

2017/10/1 2017/10/1 岡⼭県 倉敷市

⺠俗芸能とは、⺠間の習慣や信仰に根ざして伝承されてきた芸能の
ことです。中国・四国地⽅各地に伝わる⺠俗芸能が岡⼭県に集結
し、実演発表を⾏います。岡⼭県の「鴻⼋幡宮祭りばやし」、「髙
⽥神社獅⼦舞」をはじめ、神楽や踊り、芝居など様々な⺠俗芸能が
１０団体出演します。各舞台の間には、⺠俗芸能の解説や出演団体
代表者へのインタビューも⾏います。
 館内にエレベーターがあり、⽞関前には段差がないため、⾞イスで
ホール内まで⼊場できます。⾞イスの鑑賞スペースが6台分あり、
⾞イスで鑑賞可能です。館内にて⾞イスの貸出も⾏っています。⾞
イス対応の多⽬的トイレがあり、⾞イス専⽤の駐⾞場が3台分あり
ます。

Noh x Contemporary 
Music「トーク＆コン
サートシリーズ」
vol.5

ensemble-no 2017/10/15 2018/3/4 東京都 港区

 
国際的に活躍する作曲家４名（イーイト・コラット、ジェイミー・
マン、スリーネ・Ｆ・ヘレナバレーナ、イヴァン・ブッファ）に委
嘱し、演奏発表を⾏います。2017年10⽉15⽇（⽇）と2018年３⽉
４⽇（⽇）の2回の開催で、作曲家２名ずつにスポットを当てたシ
リーズを開催します。1回のプログラム内容は、前半に創作過程に
ついての作曲家のトークを⾏い、後半にこの⽇のために書き下ろし
た新曲をお届けし、その後観客も交えたディスカッションを⾏いま
す。イベントには通訳者がついています。我が国が誇る伝統⽂化で
ある能と世界最先端で活躍する作曲家による現代⾳楽との融合から
⽣まれる新しい芸術の誕⽣に⽴ち会うまたとない機会です。 

⼈形浄瑠璃⽂楽 ⾚坂
⽂楽 “名作鑑賞と⽂楽
ワークショップ”

楽⽂楽運営委員
会

2018/2/27 2018/2/27 東京都 港区

 
ユネスコの世界無形⽂化遺産である⼈形浄瑠璃⽂楽。ワークショッ
プでは⽂楽の三要素である太夫、三味線、⼈形遣いの解説をはじ
め、体験コーナーを設け、「伊達娘恋緋⿅⼦ ⽕の⾒櫓の段」を実演
して、⽂楽の⽂楽の⾯⽩さを知って頂く。名作鑑賞ではどの国でも
好評を博した近松⾨左衛⾨作「曾根崎⼼中」を上演。曽根崎⼼中の
⾯⽩さを専⾨家（葛⻄聖司）が解説し、天満屋の段（素浄瑠璃）、
天神森の段（⽂楽）を⽇本語字幕付きで上演する。海外からの⼈向
けに英語の解説書付き。次年度は英語字幕付きで上演します。 

第５回⼩⼭きものの⽇
⼩⼭きものの⽇
実⾏委員会

2017/11/18 2017/11/18 栃⽊県 ⼩⼭市

 
国の重要無形⽂化財である市の伝統産業「本場結城紬」が平成22年
11⽉16⽇にユネスコ無形⽂化遺産に登録されたことを記念し、登録
⽇である11⽉16⽇を「きものの⽇」として直近の週末に着物⽂化や
⽇本⽂化に触れ親しむイベントを開催。市⺠の着物に対する意識を
醸成するとともに着⽤を推進し、市内外へ発信することで本場結城
紬の需要の掘り起こしを⽬的とする。主な内容は本場結城紬コー
ディネートショー、⼤抽選会、⽷つむぎ・地機織り・絣くくりの実
演及び体験、着⼼地体験、琴演奏、呈茶席、組紐体験、まゆクラフ
ト体験等。着物が好きで着慣れた⽅だけでなく、外国⼈を含む着物
に興味のある初⼼者の⽅も楽しめる。外国⼈向けの英語版ポスター
を作成。 

25



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第３回和歌⼭県ジュニ
ア美術展覧会 本展

和歌⼭県 2018/1/24 2018/1/28 和歌⼭県 和歌⼭市

 
和歌⼭県の若年層の作品発表の機会を増やすとともに、１つの美術
作品としての審査、展⽰を⾏うことで、若年層の作品創出意欲を⾼
め、次世代を担う芸術家の育成と本県美術⽂化の振興を図ることを
⽬的に美術展覧会を開催。出品は、絵画・書・⽴体の３部⾨を対象
とする。審査員による審査された⼊賞作品及び⼊選作品を展⽰。本
展は、バリアフリー設備の充実した和歌⼭県⽴近代美術館で実施し
ます。 

第７１回和歌⼭県美術
展覧会 本展

和歌⼭県 2018/1/10 2018/1/21 和歌⼭県 和歌⼭市

 
和歌⼭県にゆかりのある⽅を対象に広く美術作品の公募を⾏い、優
れた作品を審査、選考し、県⺠に紹介することで、県⺠のさらなる
創作意欲の喚起を図り、芸術⽂化の振興に寄与することを⽬的に、
美術展覧会を開催。出展は、洋画・⽇本画・書・写真・⼯芸・彫
塑・華道の７部⾨を対象とする。⼊賞作品及び⼊選作品とともに、
第７１回県展審査員の作品も併せて展⽰。本展は、バリアフリー設
備の充実した２つの会場で実施しています。 

スポーツコミッション
フェスタ

宇部市スポーツ
コミッション

2017/10/9 2017/10/9 ⼭⼝県 宇部市

 
スポーツコミッションフェスタは「体育の⽇」にスポーツの「楽し
さ」「⾯⽩さ」を発信し、誰もができるスポーツや健康づくりのプ
ログラムを多数実施します。障害者スポーツコーナーでは誰でも簡
単に楽しめる「ボッチャ」などの障害者スポーツの体験会を実施し
ます。また、会場はバリアフリー対応となっており、⾞椅⼦の⽅も
ご利⽤していただけます。その他、飲⾷コーナーでは宇部市が誇る
特産品メーカーである「宇部かま」が出展し、名物の蒲鉾を使⽤し
た特製うどんを販売します。⽇本⼈は世界⼀の⿂⾷⺠族といわれて
おり、蒲鉾はその⽇本独特の⾷⽂化、⾷習慣が育んだ世界に類のな
い伝統の加⼯⾷品です。 

第２０回 ⻘の会 徳
島佐苗会 ⻑唄演奏会

徳島佐苗会・⻘
の会

2017/10/24 2017/10/24 徳島県 徳島市

 
伝統⾳楽や邦楽の普及促進、次世代への⽂化継承を⽬的とする。三
味線⽂化の息づく徳島県において「親しみ易く 楽しく ⾯⽩い」
をモットーに幅広い年代へ⻑唄や三味線の魅⼒を広く発信する企画
演奏会。従来の⻑唄演奏会とは異なりテーマ設定を⾏い様々な趣向
を凝らし、テーマに因んだ選曲や演出、他ジャンルとのコラボレー
ションで舞台構成する。また、徳島において本格的な⻑唄を⽿にす
る機会が少ないことから、歌舞伎公演や邦楽界で活躍されている邦
楽家との共演や演奏披露と本物に触れることのできる貴重な機会と
する。⼦ども三味線教室⽣の出演は、⽇頃の練習の成果発表の機会
となり⽬標を持ち共に練習を重ねることで協調性が⾼まり、良い緊
張感や達成感を味わうなど継続性が育まれ、阿波⽂化の継承と発信
に繋がる公演と位置づける。会場に外国語（英語）対応可能なス
タッフを配置する。ホームステイ中の学⽣を招待する予定。 

第14回ハンドベル
フェスタ in OYAMA

ハンドベルフェ
スタ in 
OYAMA 実⾏委
員会

2017/10/15 2017/10/15 栃⽊県 ⼩⼭市

 
⼩⼭市のブランドであるハンドベルの素晴らしい⾳⾊の響くまちづ
くりを推進するため、市制50周年記念事業として開催したハンドベ
ルフェスタ in ＯＹＡＭＡを継続して開催することにより、ハンドベ
ル⾳楽の普及並びに地域における⽂化活動の活性化を図ることを⽬
的とする。今年は10⽉15⽇(⽇)に⼩⼭市⽴⽂化センター⼤ホールに
て第14回ハンドベルフェスタ in OYAMA を開催し、市内や近隣の
ハンドベルチームが出演する。⼦供から⾼齢者まで、これまでハン
ドベルを聞いたことがない⽅も楽しめる。会場はバリアフリー設計
となっており、⾞イス席を⽤意。また、外国⼈向けの英語版チラシ
を作成する。 
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

Awaji Art Circus 
2017

Awaji Art 
Circus実⾏委員
会

2017/9/30 2017/11/5 兵庫県

淡路市、
洲本市、
南あわじ
市

 
本事業は、世界各国（本年度は18カ国）からアーティストが淡路島
に集結し、約1ヵ⽉間、島内の複数個所で様々なパフォーマンスを
⾏うことで地域の活性化、国際化を⽬指す国際パフォーミングアー
ツフェスティバルです。淡路島内外から訪れる観客は様々な会場で
アーティストと交流しながら世界のアートパフォーマンスを楽しみ
ます。またアーティストによる⼩学校への訪問パフォーマンス、地
域イベントへの参加により、⾔葉の壁を乗り越え「アート」を通し
て地域の⼈々と深く交流し、⽇本と世界の国々が繋がるきっかけを
作ります。それだけではなくアーティストは淡路島の歴史や⾃然を
堪能し、伝統⽂化を体験し、淡路島ひいては⽇本の魅⼒をSNSを通
して⺟国語や英語で世界へ発信していきます。 

咲くやこの花コレク
ション「『⼥義太夫の
会』公演」

咲くやこの花賞
受賞者等⽀援事
業実⾏委員会

2017/11/19 2017/11/19 ⼤阪府 ⼤阪市

 
⼤阪市が将来の⼤阪⽂化を担う若⼿芸術家に対し、いっそうの⾶躍の期待を込
めて贈る「咲くやこの花賞」。これまでの受賞者の魅⼒に触れていただくた
め、「咲くやこの花コレクション」として公演などを開催しています。その企
画のうちの⼀つとして、「⼥義太夫」の公演を開催します。「⼥義太夫」は、
⼥性が太夫と三味線を勤める義太夫節として江⼾時代の後期に始まった伝統芸
能です。明治時代の中頃には⼈気スターが次々と登場し⼀⼤ブームに発展しま
したが、その後、時代の移り変わりとともに低迷していきました。かつて多く
の⼈々に親しまれた「⼥義太夫」をもう⼀度、⼤阪で盛り上げていくために、
咲くやこの花賞受賞の豊澤雛⽂さんら「⼥義太夫の会」による公演を開催しま
す。出演者が歴史を語るトークコーナーなどを交え、⼥義太夫の魅⼒をたっぷ
り堪能いただきます。
なお、本公演では、⾞いすを使⽤する⽅も参加しやすいよう会場に⼗分なス
ペースを確保しております。 

第4回全国⾼校⽣⼿話
パフォーマンス甲⼦園

⼿話パフォーマ
ンス甲⼦園実⾏
委員会

2017/10/1 2017/10/1 ⿃取県 ⿃取市

 
ろう者と聞こえる⼈が互いを理解し共⽣することができる社会を築
く「⿃取県⼿話⾔語条例」の理念を実現すべく、全国の⾼校⽣が⼿
話を使った、演劇や歌唱、ダンスなど様々なパフォーマンスを繰り
広げることにより、多くの⼈に⼿話の魅⼒や⼿話が優れた意思及び
情報伝達⼿段であることを多くの⼈に実感してもらうため、「全国
⾼校⽣⼿話パフォーマンス甲⼦園」をʻ⼿話の聖地ʼ⿃取県で開催す
る。パフォーマンスには、地域の⽂化・歴史などを題材とした演⽬
もあり、⽇本⽂化の魅⼒の発信に寄与するものである。なお、会場
ではさまざなバリアフリー対策を施し、障がいの有無にかかわら
ず、誰でも楽しんでいただけるよう配慮している。 

⼤阪⽂化芸術フェス
2017  キックオフ
公演

（公財）関⻄・
⼤阪21世紀協
会

2017/10/2 2017/10/2 ⼤阪府 ⼤阪市

 
今秋開催の「⼤阪⽂化芸術フェス2017」でキックオフ公演を⾏う。
キックオフセレモニーのほか、関⻄から世界へ向けて活動するアー
ティストのパフォーマンス、伝統芸能とオーケストラによるコラボ
レーションなどで、関⻄・⼤阪の⽂化を広く海外にも発信。関⻄・
⼤阪の⽂化、観光、経済に寄与するとともに、東京オリンピック・
パラリンピックの⼤阪版⽂化プログラムbeyond2020 を⽬指す。
特に、⼤阪の能楽堂による「能」を関⻄フィルハーモニーの演奏で
演じ、伝統芸能が持つ懐の深さを表現する。作品は外国⼈留学⽣や
⼦供たちも参加するオリジナル作品で、予めＳＮＳでこの催しを発
信者した学⽣は⼊場料を無料にするなど、⽇本⽂化の発信を意識し
た取組みに注⼒する。 
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第４回Art to You！東
北障がい者芸術公募展

公益社団法⼈東
北障がい者芸術
⽀援機構

2017/9/1 2018/8/31 宮城県 仙台市

 
障がいのある⼈の芸術活動の普及と振興を図り、芸術活動を通した
⽣きがいづくりを促進し、もって障がいのある⼈の福祉の増進に寄
与することを⽬的とします。この⽬的を達成する為、本法⼈は障が
いのある⼈の芸術作品の作品展開催に関する事業を次の通り取り組
みます。
 第4回Art to You!東北障がい者芸術公募展の主要⽇程(計画）
①作品募集 平成30年2⽉（募集期間 平成30年5⽉）・ポス
ター・リーフレット送付 
②公募展の案内 平成30年6⽉ ポスター・リーフレット送付
③公募展の開催 期間：平成30年8⽉10⽇(⾦）〜12⽇(⽇） 場
所：せんだいメディアテーク
会場はバリアフリーとなっており、あらゆる年代の⽅から障がい者
の⽅まで、どなたでも鑑賞して頂けます。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第６６
回（平成２９年度）彦
根市美術展覧会

彦根市美術展覧
会

2017/9/10 2017/9/17 滋賀県 彦根市

 
⽂化・芸術に関する意欲的な創作活動を奨励するとともに、誰もが
気軽に優れた作品を鑑賞できる機会を提供することにより、より⼀
層の⽂化・芸術の振興を図る。市内及び近隣市町（東近江市、⽶原
市、愛荘町、⽝上郡の各町）より各部⾨の作品を⼀般公募し、審査
の上優秀作品を展⽰、表彰し、併せて広く鑑賞していただく。会場
はバリアフリー設備も整っており、多くの⽅に鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 平成２
８年度滋賀県⽂化奨励
賞受賞記念⿊川冬貴コ
ントラバス・ワールド

株式会社しがぎ
ん経済⽂化セン
ター

2017/8/20 2017/8/20 滋賀県 ⼤津市

 
京都市交響楽団⾸席を務める⿊川冬貴が、素敵な仲間を迎えてコン
トラバスの魅⼒をお届けする。会場内はバリアフリー設備、外国語
案内表⽰が整っており、多くの⽅が鑑賞することができる。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 元・⾼
校⽣１５⼈で２０１４
年に旗揚げ－劇団ひと
とせ第三回公演－

劇団ひととせ 2017/8/24 2017/8/25 滋賀県 栗東市

 
滋賀県内の⾼校⽣１５⼈が⽴ち上げた元・⾼校⽣劇団。現在は⼤学
⽣・専⾨学⽣・社会⼈が⼊り交じる滋賀の劇団。「⾼校演劇」にと
らわれない演劇を⽬指して２０１４年１２⽉に旗揚げ。会場はバリ
アフリー施設も整っており、多くの⽅に鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第６７
回彦根市秋の⽂化祭

彦根市教育委員
会

2017/9/1 2017/12/3 滋賀県 彦根市

 
展⽰・発表・演劇鑑賞、⽂芸発表などの各種の催しを市内各所にて
多彩に開催する。会場はバリアフリー施設も整っており、多くの⽅
が鑑賞いただける。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第１１
回東近江市⽂化団体連
合会「芸能発表会」

東近江市⽂化団
体連合会

2017/9/9 2017/9/9 滋賀県 東近江市

 
市内７地区の⽂化協会合同によるステージ発表会、⽇頃の練習成果
を発揮する場を設けるとともに、⾝近な地域⽂化にふれあう機会を
作る。会場はバリアフリー設備および外国語による案内表⽰が整っ
ている。 

第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第５６
回草津市⺠⽂化祭

草津市⽂化協会 2017/9/9 2017/9/10 滋賀県 草津市

 
市⺠の⽂化・芸術活動を⽀援するとともに、数多くの優れた作品等
に接する機会を提供し、地域に根ざした⽂化芸術活動の振興を図
る。また、会場はバリアフリー設備も整っており、多くの⽅に鑑賞
いただける。 
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第47回滋賀県芸術⽂
化祭参加事業 第１３
回東近江市芸術⽂化祭

東近江市芸術⽂
化祭実⾏委員会

2017/9/9 2017/12/16 滋賀県 東近江市

 
市⺠の芸術⽂化に関する意欲的かつ創意あふれる創作活動を奨励す
るとともに、優れた芸術⽂化や⾝近な⽣活⽂化にふれあう機会をつ
くる。会場はバリアフリー設備および外国語による案内表⽰が整っ
ている。 

桑の⽇（9⽉8⽇）講
演会

⼩⼭ブランド創
⽣協議会

2017/9/8 2017/9/8 栃⽊県 ⼩⼭市

 
⼩⼭市は古くから養蚕が盛んな地域で、全国有数の産地をなし、県
内でも第１位の⽣産量を誇っておりました。また、ユネスコ無形⽂
化遺産に登録された「本場結城紬」の⽣産地であり、絹、桑に関連
する地名もつけられております。このようなことから、⼩⼭市では
桑の実・桑の葉などを活⽤した新商品の開発とブランド化を推進し
全国へ発信し、地域の活性化を図っております。⼩⼭市では９⽉８
⽇を桑の⽇として「桑・蚕・繭・紬」に関する取り組みをさらに強
化して発信することで、地域の活性化に繋げようと講演会を開催す
るものです。会場は段差がない出⼊⼝と通路、多⽬的トイレなどバ
リアフリーに配慮しております。また、この取り組みは、障がい者
や⾼齢者の雇⽤の場を提供しており、イベントを開催することで、
更に拡⼤を図るものです。 

宇部市芸術祭

宇部市・宇部⽂
化連盟  実施
団体：⼀般財団
法⼈宇部市⽂化
創造財団

2017/9/3 2017/12/17 ⼭⼝県 宇部市

 
1969年の初開催以来、規模・内容を年々充実させ、2017年度は、
展⽰部⾨、⽂芸部⾨、舞台部⾨、総合部⾨など、古典から現代まで
様々な芸術分野にわたり、計27⾏事、また、芸術祭のさらなる活性
化を狙った芸術祭活性化事業6事業の合計33事業が、宇部市⽂化会
館などで多くの参加者のもと繰り広げられる⼭⼝県内でも有数な総
合⽂化祭となっています。有料⾏事では、障害者につき、介助者１
名までは⼊場料無料とし、会場はバリアフリー対応・⾞椅⼦専⽤ス
ペースを設けるなど、障害者にとってのバリアフリーをなるべく取
り除き、障害の有無に関わらず、誰もが⽂化事業等に参画できる社
会の実現に向けた取り組みも併せて⾏いたいと考えています。 

第27回UBEビエン
ナーレ×まちじゅう
アートフェスタ2017

宇部市、第27
回UBEビエン
ナーレ×まち
じゅうアート
フェスタ2017
実⾏委員会

2017/10/1 2017/11/26 ⼭⼝県 宇部市

 
戦災からの復興や公害克服の過程で、⽇本で初めて「彫刻によるま
ちづくり」に取り組んだ先⼈たちの精神（こころ）と取組を受け継
ぎ、まちづくりの原点に⽴ち返り、“ひと”と“まち”の活⼒を⽣み出
すため、ＵＢＥビエンナーレ（現代⽇本彫刻展）を核として、芸術
作品から⾝近なアートまで、そして、宇部の⾷（グルメ）や⽂化を
⾒て、感じて、体験できる楽しい空間がまちじゅう（市内４会場）
にひろがる魅⼒的なイベントの創出に取り組み、新たな宇部の魅⼒
を創出します。各会場においては、バリアーフリー対応とし、ホー
ルは⾞椅⼦対応席を設けるなど、障害の有無に関わらず、誰もが⽂
化事業等に参画できる社会の実現に向けた取り組みを併せて⾏いた
いと考えています。 

ミュージシャンだって
街に出る！⾳活始発駅

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、出
⽯アートワール
ド

2017/11/3 2017/11/3 岡⼭県 岡⼭市

 
岡⼭駅という素晴らしい舞台において、プロアマを問わず、繰り広
げる⾳楽パフォーマンス。地元のアーティスト達のアピールの場と
するとともに、国内外、県内外⽅々にお聞きいただき、多彩な⾳楽
に親しんでいただける場とします。会場はバリアフリー仕様となっ
ております。 
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（県）
場所

（市区町村）
概要

ニューオリンズ・ビー
トがやってくる２０１
７

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、Ｅ
ｎʼｓ Ｍｕｓ
ｉｃ

2017/11/11 2017/11/11 岡⼭県 岡⼭市

 
県⺠のみなさんに多様な⾳楽に親しんでいただくため、ジャズの基
本的なスタイルであるニューオーリンズスタイルのトランペットの
第⼀⼈者である Mitch をリーダーとするMitch's Lil Brats Brass 
Band の演奏をお送りします。【アムスメール上之町会場】17:00
〜17:30(無料)、【ルネスホール】19:00〜21:00(有料)。会場は
バリアフリー仕様となっております。 

第62回岡⼭県吟剣詩
舞道⼤会

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、財団公認
岡⼭県吟剣詩舞
道総連盟

2017/11/3 2017/11/3 岡⼭県 倉敷市

 
岡⼭県内の吟詠・剣詩舞愛好者で組織する岡⼭県吟剣詩舞道総連盟
が、吟詠や剣詩舞⽂化の振興と技量向上並びに普及、相互の親睦交
流を図るために毎年会員あげて開催する⼤会です。合吟コンクール
や企画構成吟剣詩舞などをお楽しみいただけます。会場はバリアフ
リー仕様とします。 

第12回岡⼭県美術家
協会展

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⼀般社団
法⼈岡⼭県美術
家協会

2017/11/14 2017/11/19 岡⼭県 岡⼭市

 
洋画・⽇本画・⽔墨画・版画・デザイン・写真・彫刻・現代美術等
約200点の⼒作を⼀同に展⽰します。 
岡⼭の今を伝える美術鑑賞の場であるとともに、鑑賞者に県美術界
の質の⾼さと幅の広さに接していただくことで、県⺠芸術⽂化の向
上と振興に資することを⽬標としています。会場はバリアフリー仕
様となっています。 

詩の朗読会 No.10
「聞いてください 岡
⼭の現代詩」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県詩
⼈協会

2017/11/18 2017/11/18 岡⼭県 岡⼭市

 
詩の朗読を通して岡⼭県の⽂化活動の推進に寄与します。将来の⽂
化の担い⼿である⼩学⽣、中学⽣、⾼校⽣の優れた詩作品の朗読、
現在岡⼭で活躍している岡⼭県詩⼈協会会員の⾃作詩朗読、会員外
の⼈たちの朗読、その他で構成します。 会場はバリアフリー仕様で
す。 

天神⼭シアターオブ
ユース「パフォーミン
グアーツ発表会」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県天
神⼭⽂化プラザ

2017/11/4 2017/11/5 岡⼭県 岡⼭市

 
「天神⼭迷図」の開催に併せて、建築のことを楽しみながら学べる
企画を開催し、建築や美術といったジャンルの垣根を超えた学びの
場を提供します。天神⼭シアターオブユースは、ダンスや⾳楽など
の舞台芸術を学ぶ天神⼭⽂化プラザの講座シリーズです。今回は、
中庭の岡部⽞さんのダイナミックな流⽊アートとコラボレーション
したコンテンポラリーダンス作品を受講⽣の⼦供達が発表します。
なお、会場はバリアフリー仕様としております。 

建築探訪「前川國男の
建築、天神⼭⽂化プラ
ザを歩く」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県天
神⼭⽂化プラ
ザ、建築家のし
ごと実⾏委員会

2017/11/5 2017/11/11 岡⼭県 岡⼭市

 
「天神⼭迷図」の開催に併せて、建築のことを楽しみながら学べる
企画を開催し、建築や美術といったジャンルの垣根を超えた学びの
場を提供します。
この企画は、天神⼭⽂化プラザを歩きながら建築の特徴を建築家が
わかりやすく説明します。会場はバリアフリーとなっています。
11⽉5⽇（⽇）10:00〜、11⽉11⽇(⼟)10:00〜・14:00〜で、各
回90分程度、各回事前予約優先30名、参加費500円(1ドリンク付
き)です。 
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天プラ・セレクション
「⾦ 孝姸 展 -線ヲ思
フ-」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県天
神⼭⽂化プラザ

2017/11/7 2017/11/12 岡⼭県 岡⼭市

 
岡⼭ゆかりの作家を個展形式で紹介する企画展「天プラ・セレク
ション」。今回は、「天神⼭迷図」ギャラリー企画として、現代美
術作家 ⾦ 孝姸によるインスタレーション展を開催します。なお、
会場はバリアフリー仕様としております。 

天プラ・セレクション
「⽥丸 稔 展 -叙情詩
の男、こがねいろの⽉
-」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県天
神⼭⽂化プラザ

2017/11/14 2017/11/19 岡⼭県 岡⼭市

 
岡⼭ゆかりの作家を個展形式で紹介する企画展「天プラ・セレク
ション」。今回は、「天神⼭迷図」ギャラリー企画として、彫刻家 
⽥丸 稔による作品展を開催します。なお、会場はバリアフリー仕
様としております。 

佐藤正平 建築展

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、（⼀社）
岡⼭県建築⼠
会。佐藤正平建
築展実⾏委員会

2017/11/15 2017/11/20 岡⼭県 岡⼭市

 
昭和24年岡⼭県⽣まれの建築家佐藤正平は地元岡⼭にて稀少なラン
ドマークたる建築物の設計に携わり、⽂化の醸成に資する建築を作
り続けています。⽒の設計作品の展⽰を通じて、県⺠のみなさんに
建築⽂化に親しむ機会を提供します。良質の建築空間はその中で⾏
われる⼈々の営みを育み、よりよきものへと導くことでしょう。ま
た建築家の職能は公共の建築物や⼤規模なものだけでなく、住宅に
おいても発揮されることを、これまで建築家や設計事務所とは無縁
と思われている市⺠のみなさまにも知っていただきたく、このたび
の企画をお届けすることになりました。なお、会場はバリアフリー
仕様としております。 

佐藤正平 建築展「講
演会」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、（⼀社）
岡⼭県建築⼠
会。佐藤正平建
築展実⾏委員会

2017/11/17 2017/11/17 岡⼭県 岡⼭市

 
昭和24年岡⼭県⽣まれの建築家佐藤正平は地元岡⼭にて稀少なラン
ドマークたる建築物の設計に携わり、⽂化の醸成に資する建築を作
り続けています。⽒の講演会を通じて、県⺠のみなさんに建築⽂化
に親しむ機会を提供します。良質の建築空間はその中で⾏われる
⼈々の営みを育み、よりよきものへと導くことでしょう。また建築
家の職能は公共の建築物や⼤規模なものだけでなく、住宅において
も発揮されることを、これまで建築家や設計事務所とは無縁と思わ
れている市⺠のみなさまにも知っていただきたく、このたびの企画
をお届けすることになりました。なお、会場はバリアフリー仕様と
しております。 

佐藤正平 建築展 ⾒
学ツアー

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、（⼀社）
岡⼭県建築⼠
会。佐藤正平建
築展実⾏委員会

2017/11/19 2017/11/19 岡⼭県 岡⼭市

 
昭和24年岡⼭県⽣まれの建築家佐藤正平は地元岡⼭にて稀少なラン
ドマークたる建築物の設計に携わり、⽂化の醸成に資する建築を作
り続けています。⽒の設計作品の⾒学ツアーを通じて、県⺠のみな
さんに建築⽂化に親しむ機会を提供します。良質の建築空間はその
中で⾏われる⼈々の営みを育み、よりよきものへと導くことでしょ
う。また建築家の職能は公共の建築物や⼤規模なものだけでなく、
住宅においても発揮されることを、これまで建築家や設計事務所と
は無縁と思われている市⺠のみなさまにも知っていただきたく、こ
のたびの企画をお届けすることになりました。なお、会場はバリア
フリー仕様としております。参加料は無料ですが、移動に係る交通
費はご負担いただきます。 
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（県）
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概要

天プラ・セレクション

公益社団法⼈岡
⼭県⽂化連盟
（岡⼭県天神⼭
⽂化プラザ）

2017/4/25 2018/4/1 岡⼭県 岡⼭市

 
岡⼭県天神⼭⽂化プラザの展⽰室で、最近県内を中⼼に顕著な活躍
をされている岡⼭県ゆかりの作家を個展形式で紹介するもので、多
くの⽅々がその作品にふれる機会を増すとともに、作家にとっては
作品発表の場を提供し、創作活動の活性化をはかることを⽬的とし
て開催しており、年間６⼈程度の展覧会（個展）を開催します。 
会場はバリアフリーの仕様としております。 

出⽯灯２０１７ 備前
焼灯籠

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、出
⽯アートワール
ド

2017/11/17 2017/11/17 岡⼭県 岡⼭市

 
⽇本三名園の⼀つである岡⼭後楽園では、通常の開演時間を超えて
夜の後楽園を楽しんでいただく夜間特別開園「秋の幻想庭園」実施
しますが、その初⽇となる11⽉17⽇(⾦)の⽇没から、国内外からお
⾒えになるお客様を後楽園への道すがら、岡⼭を代表する備前焼で
制作した灯籠の灯りでおもてなししようと企画しました。会場は出
⽯町後楽園通り交差点で、バリアフリーとなっております。 

出⽯灯２０１７ ステ
ンドグラス展in後楽園

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、出
⽯アートワール
ド

2017/11/17 2017/11/26 岡⼭県 岡⼭市

 
⽇本三名園の⼀つである岡⼭後楽園では、通常の開演時間を超えて
夜の後楽園を楽しんでいただく夜間特別開園「秋の幻想庭園」実施
しますが、その期間中、国内外からお⾒えになるお客様に、柔らか
なステンドグラスの灯りも楽しんでいただき、おもてなししようと
企画しました。会場は岡⼭後楽園で、17時〜20時30分。バリアフ
リー仕様となっております。なお、ステンドグラス展は無料です
が、後楽園⼊園料は別途必要です。 

出⽯灯２０１７ ステ
ンドグラス展in出⽯
町・⽯関町界隈

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、出
⽯アートワール
ド

2017/11/25 2017/12/25 岡⼭県 岡⼭市

 
⽇本三名園の⼀つである岡⼭後楽園や岡⼭城をはじめとするおかや
まの⽂化発信拠点の⼀つである岡⼭カルチャーゾーン。国内外から
お⾒えになるお客様のまちあるきを楽しんでいただくため、ステン
ドグラス展を開催します。会場は岡⼭後楽園への道すがらである、
出⽯町・⽯関町界隈の店舗で、開店から閉店までと、閉店後は24時
までウインドーに展⽰します。会場はバリアフリー仕様となってお
ります。 

国吉祭２０１７－舞台
劇『⽼いた道化の肖像
をめぐる幾つかの懸
念』－

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、ク
ニヨシパート
ナーズ

2017/11/25 2017/11/26 岡⼭県 岡⼭市

 
アメリカで活躍した岡⼭出⾝の画家、国吉康雄の作品とその⼈⽣を
コンテンツとしたアートイベント「国吉祭」。今年は、舞台劇を通
じて岡⼭地域の芸術⽂化資源を活⽤した舞台公演・関連アートプロ
グラムによる地域課題を考察するモデル事業を⾏います。作品はオ
リジナルで製作。内容は『芸術表現が管理される世界での、⼈間の
精神の尊さ、表現の重要性をテーマに、国吉康雄の油彩画作品の模
写作品《Mr.Ace》と、コンテンポラリーダンスを舞台表現に取り⼊
れた演劇作品』です。このほか関連事業として、岡⼭市内の⼩中学
校への出前講座やワークショップなども企画しています。会場はバ
リアフリーとなっております。 
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

アートの今・岡⼭２０
１７「表装」勝央会場

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、「アート
の今・岡⼭」展
実⾏委員会、岡
⼭県天神⼭⽂化
プラザ、新⾒
市、新⾒市教育
委員会、他

2017/11/11 2017/12/3 岡⼭県 勝⽥郡

 
「アートの今・岡⼭」は、岡⼭における現代美術表現の「今」の姿
を紹介する企画展。今回は、⽇本の伝統技術「表装」の現代におけ
る新たな可能性に注⽬。岡⼭の表具師と新進アーティストがともに
考え対話を重ねながら現代美術と表装との融合を試みました。互い
の表現や技術に対して「はじめまして」の関係から始まる新しい創
造。みずみずしい感性と伝統的な装いが織りなす洋魂和才の表現を
ご覧いただきます。会場はバリアフリー仕様です。 

天神⼭迷図クロストー
ク

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県天
神⼭⽂化プラ
ザ、建築家のし
ごと実⾏委員会

2017/11/18 2017/11/18 岡⼭県 岡⼭市

 
「天神⼭迷図」の開催に併せて、建築のことを楽しみながら学べる
企画を開催し、建築や美術といったジャンルの垣根を超えた学びの
場を提供します。
 このクロストークでは、「天神⼭迷図」や会期中開催各企画の
アーティストや建築家・講師の皆さんにより「天神⼭」をテーマに
対談していただきます。なお、会場はバリアフリー仕様としており
ます。 

⽵炭インテリア「ＴＡ
ＫＥＳＵＭＩ」 × 薪
まきカフェ ⽇本の⾥
⼭を守ろう！

株式会社ＴＡＫ
ＥＳＵＭＩ

2017/11/25 2017/12/31 東京都 世⽥⾕区

 
⽇本の⾥⼭を守るための「⽵害」の現状と対策、⽵炭の歴史や科学
的な効能を紹介するパネル展⽰とクリスマス向け⽵炭インテリアを
⽵炭アートクリエーター南眞紀⽒と⼀緒に作るワークショップを薪
まきカフェで開催します。
⽵炭は⽇本の優れた知恵と⽂化です。⽣命⼒の強い⽵林は、森林を
侵⾷するため、森林を保護するためには⽇々成⻑する⽵を伐採する
必要があります。その伐採された⽵を焼いて⽵炭は作られます。⽵
炭は、⼟壌改良、⽔環境や汚染⼟壌の浄化、住宅の床下湿度調整、
消臭や電磁波の吸着などに利⽤されており、古くから縁起物とされ
ています。
このイベントを通して、⽇本ならではとなるこの⽵炭の魅⼒を、多
くの⼈に伝えます。海外の⽅にも楽しめるように、英語対応スタッ
フも配置します。 

ＳＣＯＴサマー･シー
ズン２０１７

富⼭県、南砺
市、（公財）富
⼭県⽂化振興財
団

2017/8/25 2017/9/10 富⼭県 南砺市

 
富⼭県利賀芸術公園において、8⽉25⽇（⾦）から9⽉10⽇（⽇）
の3週間にわたり、ＳＣＯＴサマー･シーズンを開催します。世界的
演出家 鈴⽊忠志⽒の代表作・新作（「鈴⽊忠志の世界 昭和篇」̶
ニッポンジンハ、ドコニイテ、ドコヘイクノカ―を冠する3作品
『サド侯爵夫⼈（第⼆幕）』『北国の春』『世界の果てからこんに
ちは』）と、⽇中露3カ国俳優が共演する『シラノ・ド・ベルジュ
ラック』、ロシアのアレクサンドリンスキー劇場による『ハムレッ
ト』、シンポジウムやトークなど、盛りだくさんのプログラムで
す。
多国籍の俳優による多⾔語の演劇は、⾔語の壁を越えた国際的な舞
台芸術として毎年好評を博しています。また、会場内には外国語対
応可能なスタッフを複数配置しています。海外からのお客様が多数
ご来場される国際的なイベントとして親しまれています。 

TOKYO MURAL ART 
PROJECT in 新⻁通り 
プレイベント

森ビル株式会社 東京都

 

東京オリンピック・パラリンピックの際にメインスタジアムと選⼿
村を結ぶ「新⻁通り」において、道路整備によって背⾯を向いてし
まった建物の壁⾯に、国際的に認知が⾼いが⽇本国内では実施事例
の少ないMURAL ART（壁画）を描き、街全体をアートギャラリー
に⼀変させるプロジェクトを実施。そのプレイベントとして、海外
で活躍する⽇本⼈ミューラルアーティストが作品を制作し、海外へ
の情報発信⼒を検証する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

“江⼾の粋”夏の⾵物詩
復活！ 「江⼾写し
絵」で船遊び （仮
称）

公益財団法⼈ 
江⼾⽷あやつり
⼈形 結城座

東京都

 

江⼾時代に盛んであった江⼾の粋な⾵物詩、船上で⾏われる伝統芸
能「江⼾写し絵」を150年ぶりに復活させ、多⾔語化し上演する。
江⼾写し絵は、映画やアニメの祖といわれ1802年頃から始まった江
⼾の科学（映像技術）であり芸能である。関⼼と理解を深めて頂く
ために展⽰、講演、体験（参加者による作品制作）、紹介パンフ
レット作成等複合的に⾏うことで、東京の伝統⽂化の魅⼒を国内外
に周知普及し、機運醸成を⾏う。
 

東京オリンピック・パ
ラリンピック 
HANABI Fes. 2020

⼀般社団法⼈ 
⽇本花⽕推進協
⼒会

2017/8/19 2017/8/19 東京都

 

All JAPANの名⼈花⽕師が集って⽴ち上げた全国組織である⽇本花
⽕推進協⼒会が、⽇本が世界に誇る芸術花⽕を打ち上げることに
よって、オリパラ⼤会に向けての機運醸成を図る。併せて⽇本古来
の⽂化芸術である花⽕の魅⼒を世界中に伝え、観光資源としての花
⽕のレガシーを定着させる。その中で障がい者の⽂化事業への参
画、⼤型屋外イベントにおけるバリアフリーのあり⽅を提⽰する。
 

⼣暮れに屋外で愉しむ
フェス的感覚の能公演
＠伏⾒稲荷⼤社

公益財団法⼈⾦
剛能楽堂財団

2017/9/8 2017/9/8 京都府

 

千本⿃居で有名な京都伏⾒稲荷⼤社の⼣暮れ時の神楽殿を活⽤し、
伏⾒の地酒を嗜みながら⽇本が誇る美意識「幽⽞」に没⼊する能の
フェスイベント「⼣暮れ能舞台」を実施する。外国語対応が不⼗分
な能の公演。本試⾏イベントを通じて海外観光客での楽しめる能の
⾒せ⽅や運営⼿法を検証し、新しい観劇スタイルの構築に活かす。
また⽇本独⾃の「幽⽞」の美意識を本イベントを通じて国内外に発
信し国際標準化することを⽬指す。
 

平成29年度 ⼤相撲
beyond2020場所

公益財団法⼈ 
⽇本相撲協会

2017/10/4 2017/10/4 東京都

 

昨年度は主に視覚・聴覚障害者、外国⼈を対象の花相撲を開催した
が、今年度は昨年度に対応できず、また他事業でも検証がなかった
⾞椅⼦利⽤者向けの課題（従来の⾞椅⼦席以外での鑑賞するための
⽅策）検証を付加して開催する。避難経路や障害者⽤トイレの確保
など消防法やバリアフリー法令も踏まえながら課題の検証をし、追
加で近隣の⼩学⽣等や⾼齢者を招き、障害者、外国⼈に留まらず、
さらに多様性に配慮した相撲事業として発信していく。
 

歌舞伎を中⼼とした伝
統⽂化の展⽰・体験イ
ベント実施プロジェク
ト

松⽵株式会社 京都府

 

京都の冬の⾵物詩である歌舞伎「吉例顔⾒世興⾏」の取組と連動
し、「京都伝統産業ふれあい館」において総合芸術としての歌舞伎
の魅⼒と物語を伝える企画展「歌舞伎を⽀える伝統⼯芸と京の顔⾒
世展（仮称）」を実施。歌舞伎を下⽀えしつつも継承が困難になっ
ている伝統⼯芸に光を当てながら、未だ集客に課題を残す訪⽇観光
客や若年層など新しい客層を開拓する。これを機に「総合芸術 歌舞
伎」の周辺領域との連携も強化する狙い。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ダイアログ・イン・
ザ・ダーク show 
case for 2020 Tokyo 
暗闇で楽しむ⽇本⽂化
と伝統⼯芸

⼀般社団法⼈ダ
イアローグ・
ジャパン・ソサ
エティ

東京都

 

視覚障害者の案内⼈と共に真っ暗闇を体験する「ダイアログ・イ
ン・ザ・ダーク」を特別にアレンジし、暗闇の中で⽇本の新春⾏
事、茶道、伝統⼯芸品（視覚障害者の感性を活かして職⼈と共同開
発した会津漆器「めぐる」）等を体験するプログラム。参加者は、
視覚以外の感覚を研ぎ澄ませて繊細な⽇本⽂化の魅⼒を深く感じる
と共に、暗闇での対話を通じて他者との繋がりや信頼、多様性の尊
重、障害や⽂化の違いを超えた包摂を経験する。
 

TOKYO 1964 VR 
PROJECT

TOKYO 1964  
VR PROJECT 
実⾏委員会 
（社団法⼈へ移
⾏中）

東京都

 

1964年当時の東京の⾵景を最新のデジタルテクノロジーにより3次
元モデル化、VR体験できるコンテンツを制作し、公開します。往時
の東京の写真を都⺠・企業・⾃治体が共同して広く収集・蓄積、現
代の⾵景と対⽐できるアーカイブを構築することで、東京という都
市の成⻑と変遷を浮き彫りにし、その奇跡とも⾔える都市⽂化の価
値を広く内外に知らしめます。
 

DESIGNARTが発信す
る世界⼀クリエイティ
ブな街－東京エリアの
回遊性を⾼めるサービ
ス試⾏プロジェクト

株式会社デザイ
ナート

東京都

 

世界レベルを誇るクリエイティブ資産を持つ東京の価値をグローバ
ルに伝え届けるとともに、次世代に繋ぐ東京の新たなレガシーを国
内最⼤級のデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART 
2017」を舞台に⽣み出す。同時に東京の持つクリエイティブなポテ
ンシャルを世界中から訪れる旅⾏客に提供するために、東京クリエ
イティブマップおよびマップツールの開発を⾏い、東京内の回遊性
を⾼める実証実験を⾏う。
 

サスティナブル・リビ
ング「⽝島スタイル」

株式会社妹島和
世建築設計事務
所

岡⼭県

 

瀬⼾内海の⽝島で⾏なわれている、ユニークな持続可能な暮らし⽅
（サスティナブル・リビング）をより発展させ、そして、それを次
世代、国内外に対して発信、普及します。
 

マンガ・アニメ・ポッ
プカルチャーの祭典 
「くまフェス」

特定⾮営利活動
法⼈グランド１
２

2017/12/2 2017/12/3 熊本県

 

熊本市中⼼部⼀体で開催される、九州最⼤級のマンガ・アニメなど
のポップカルチャーをテーマにしたイベントです。「熊本をマンガ
と⽂化の聖地にしよう！」をコンセプトに活動している特定⾮営利
活動法⼈グランド１２が中⼼となって熊本市や中⼼商店街などと協
⼒し、２０１２年から毎年開催しています。今回は、１２⽉２⽇・
３⽇に、「くまフェス」としては初となる、熊本のシンボル“熊本
城”⼆の丸公園を中⼼に開催します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

PechaKucha Japan 
Huddle 2017

株式会社
PechaKucha

東京都

 

2003年に東京で⽣まれたPechaKucha Night (以降、PKN)は、20
枚のスライドを20秒ずつ話すプレゼンテーション形式が誰でも参加
できるイベントとして愛され、世界約1000都市で開催されるまでに
広がった。2020年のビッグイベント開催に向け、⽇本各地の⽂化を
世界に発信し海外のクリエイターを受け⼊れる基盤づくりのため国
内開催都市の会議とPKNイベントを開催する。
 

「GO」プロジェクト 
〜インクルーシブ社会
へ向けた、パラアス
リート×ファッショ
ン・アート企画〜

公益財団法⼈⽇
本財団パラリン
ピックサポート
センター

東京都

 

フォトグラファー・蜷川実花⽒とのコラボ企画であるファッショ
ン・アーティスト×パラスポーツを写真で紹介する『GO』プロジェ
クト。アートや⽇本⽂化に敏感な国内外の⼈々が⾏き交う⽇本⽂化
発信拠点で企画展・トークイベントを開催し、来場者に障がいの有
無、国籍や⼈種、⾔語等、様々な違いを個性として受け⼊れ、多様
性を相互に理解しあう柔軟な⼼を醸成、インクルーシブ社会の実現
へむけた気づきとメッセージを発信する。
 

みんなで
“beyond2020”に参加
しよう！ 「フレフレ 
2020」動画プロジェ
クト

株式会社
KADOKAWA

全国

 

誰もが⾃由に投稿し、閲覧し、広められる動画プラットフォームを
⽤い、皆がいま夢中になっていること、世の中に広めたいことを撮
影した映像を募集。部活動を頑張る学⽣、地⽅の祭りを継承する
⼈、ライブペインティングで地域を活性化したい⼈など、枠にとら
われないジャンルの投稿を促進。⽇本⽂化の豊かさをオールジャパ
ンで世界に発信。各⾃が取り組む⽂化活動、そして動画アーカイブ
やプラットフォーム、プロジェクトを通じて発掘された⼈材が、
2020年以降に受け継がれていく「レガシー」となります。
 

世界を繋ぐ！盆栽 
BONSAI meets the 
World

株式会社 テレ
ビ東京

東京都

 

東京にて「五感で楽しむ」体験型盆栽イベント「BONSAI meets 
the World」を開催、外国⼈旅⾏者、ブロガーやメディア関係者な
どを集め、盆栽師：平尾成志⽒によるパフォーマンスをDJの⾳楽と
併せて披露、「観て」「聴いて」楽しみ、来場者がコケ張りを体験
する「触れる」コーナーを平尾⽒本⼈の英語解説と多⾔語⾳声ガイ
ダンスも⽤意の上実施。全国から選りすぐりの和⾷と銘酒も提供、
味覚と嗅覚も満⾜するイベントとする
 

獅⼦よ集まれ！東北宮
城へ〜２０１７東北の
被災地から２０２０東
京オリンピック・パラ
リンピックへ向けて〜

公益社団法⼈全
⽇本郷⼟芸能協
会

宮城県

 

東⽇本⼤震災の被災地である岩⼿・宮城・福島の３県で復活した郷
⼟芸能「獅⼦舞」の公演を通して、地域の振興を図るとともに、東
京オリパラ⼤会の開催を地⽅から盛り上げる。多様な獅⼦舞が宮城
県⼥川町の復興した地へ集い、郷⼟芸能が復興に果たした役割と魅
⼒を、世界に発信する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

“湯のまち⽩浜”⽂化の
祭典「みんな集まれ！
しら・はぐフェスティ
バル」

しら・はぐフェ
スティバル実⾏
委員会

2017/10/21 2017/10/22 和歌⼭県

 

⽂化と福祉の祭典「みんな集まれ！しら・はぐフェスティバル」を
機軸として、地域の伝統・⽂化・福祉を発信するとともに、既存観
光イベントや他市町との交流事業を展開し、世界に向けて発信すべ
く、地元の気運醸成、障がい者への理解促進、訪⽇外国⼈の受け⼊
れ体制づくりをはかる。
 

⽝⼭からくり町巡り
⽝⼭祭企画委員
会

2017/10/28 2017/10/29 愛知県

 

⽝⼭城下町⼀円における「からくり町巡り（※）」の開催。⽝⼭の
からくり⽂化を国内外へ情報発信し、地域間の⽂化交流の促進と外
国⼈・障害者・⾼齢者を含む観光客の誘致を⾏うことにより、2020
年東京オリパラ⼤会への関⼼を⾼め、同時に地域経済の活性化を図
る。
※からくり町巡り…⽝⼭城下の各町⼭⾞蔵及び祭り関連施設で披露
される各種のからくり実演を、観客が町を巡りながら楽しむイベン
ト。
 

⼤津京遷都１３５０年
を機とした⽂化の観光
産業化事業

公益社団法⼈ 
びわ湖⼤津観光
協会

滋賀県

 

世界遺産、⽇本遺産を含む⼤津市内⼗社寺を国内外の情報発信拠点
とするため、２０１４年から実施している⽐叡⼭延暦寺、三井寺、
⻄教寺による「天台三総本⼭」観光キャンペーンの成功をもとに東
京オリンピック・パラリンピックを⾒据え特にインバウンドの拡⼤
を⽬指した５年計画事業へと計画。市内の「宗教的⽂化施設」を２
０２０年以降も⼤津の魅⼒を発信する「総合的⽂化観光施設」とし
て発展・定着することを⽬指します。
 

世界エイサー⼤会
2017 World Wide 
Eisa Festival 2017

世界エイサー⼤
会実⾏委員会

2017/11/4 2017/11/5 沖縄県

 

スポーツの祭典であると同時に⽂化の祭典であるオリパラ開催に向
け、沖縄県独⾃の伝統芸能であるエイサーを広く発信し、多様な⽂
化を受容する⽇本の精神を⽰し、オリパラ開催に向けた気運醸成に
⼤きく寄与する。
 

国際的な評価を受ける
⽇本の障害者の優れた
⽂化芸術を発信する全
国巡回プロジェクト
〜⾒聞 2017 ジャ
パン×ナント プロ
ジェクトの全貌〜

特定⾮営利活動
法⼈ 全国地域
⽣活⽀援ネット
ワーク

2017/8/19 2017/12/9 全国

 

⽂化芸術創造都市として世界をリードするフランス・ナント市の⽂
化施設が評価し、「2017ジャパン×ナント プロジェクト（2017年
10⽉ナント市で開催）」にて発表される⽇本の障害者の優れた⽂化
芸術（アール・ブリュット、舞台芸術等）を、広く国⺠に周知す
る。本事業を通して、東京2020⼤会に向けて障害者のバリアフリー
対応を促進するなど、障害者がより活発に⽂化芸術活動を⾏う環境
を醸成し次代に継承する。
 

おんぶん40周年ヴィ
ンテージ・リサイタ
ル・シリーズ
堤剛無伴奏オール・
バッハ・プログラムⅡ

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/9/2 2017/9/2 新潟県 新潟市
40周年を迎える新潟市⾳楽⽂化会館の記念事業。名実共に⽇本を代
表するチェリスト・堤剛によるバッハの無伴奏チェロ組曲。【曲
⽬】バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番、第5番、第3番
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

茂⼭狂⾔「五世茂⼭千
作・⼗四世茂⼭千五郎
襲名記念公演」

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/9/16 2017/9/16 新潟県 新潟市

やわらかくて楽しい“お⾖腐狂⾔”のおめでたい特別な公演。【内
容】お話 茂⼭逸平
狂⾔『福の神』茂⼭千作／『狐塚』茂⼭あきら／『花⼦』茂⼭千五
郎

新潟市ジュニア・オー
ケストラ教室第36回
演奏会

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/9/17 2017/9/17 新潟県 新潟市
新潟市ジュニアオーケストラ教室による演奏会。【曲⽬】チャイコ
フスキー：交響曲 第5番 ホ短調 作品64 ほか 【出演】松村秀明
（B合奏指揮）、藤井裕⼦（A合奏指揮）

東京交響楽団第102回
新潟定期演奏会

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/9/24 2017/9/24 新潟県 新潟市

ヘルマン・ボイマー（指揮）、マティアス・ヘフス（トランペッ
ト）【曲⽬】ドヴォルザーク：交響曲 第9番 作品95「新世界より」
／ケルシェック：ラッパ達が鳴り響く（⽇本初演）／ヤナーチェ
ク：シンフォニエッタ

第29回ふるまち新潟
をどり

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/9/24 2017/9/24 新潟県 新潟市
古町芸妓総出演により、湊町・新潟で育まれてきた⽇本舞踊と囃⼦
の伝統芸能を披露する。

『謎の変奏曲』
公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/10/3 2017/10/3 新潟県 新潟市
フランス発傑作⼆⼈芝居。りゅーとぴあ開館記念を飾った名作の新
演出版。【作】エリック＝エマニュエル・シュミット 【演出】森
新太郎 【翻訳】岩切正⼀郎 【出演】橋⽖功、井上芳雄

⼭本真希オルガンリサ
イタルシリーズ〜グレ
ンツィングオルガンの
魅⼒No.23
フランスの⾳楽〜フラ
ンス古典期から近現代
までを彩る作品〜

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/10/6 2017/10/6 新潟県 新潟市
りゅーとぴあ専属オルガニストによるリサイタル・シリーズ。フラ
ンスの古典期から近現代までの作品を、フルートの神⽥勇哉（東
フィル⾸席）と新潟市ジュニア合唱団の共演で。

茂⽊⼤輔のオーケスト
ラコンサートNo.13
チャイコフスキー：交
響曲第5番＋第6番
「悲愴」徹底解説！

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/10/8 2017/10/8 新潟県 新潟市
豊富な解説、演奏と映像でつづる100倍ためになる⾳楽会。“⼈を知
り、時代を知り、⾳楽を知る、⼤⼈のための⾳楽鑑賞教室”【出演】
茂⽊⼤輔（指揮・お話）、もぎオケ交響団

りゅーとぴあ発物語の
⼥たちシリーズ第12
弾
佐久間良⼦『⼤⽯内蔵
助の妻 りく』

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/10/9 2017/10/9 新潟県 新潟市
【原作】平岩⼸枝「花影の花―⼤⽯内蔵助の妻」（新潮⽂庫）【上
演台本・演出】笹部博司【出演】佐久間良⼦、⼤貫祐⼀郎（ピア
ノ）

りゅーとぴあ・1コイ
ン・コンサートVol.92
「多彩な響き“弦楽三
重奏”」

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/10/17 2017/10/17 新潟県 新潟市
1コインで気軽に楽しめるランチタイム・コンサート。「多彩な響
き“弦楽三重奏"」

『ミッドナイト・イ
ン・バリ〜史上最悪の
結婚前夜〜』

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/10/22 2017/10/22 新潟県 新潟市

結婚をテーマに軽妙な会話で展開する、⼤⼈のためのハイスピード
“毒⾆”ラブコメディ。
【脚本】岡⽥惠和  【演出】深川栄洋  【出演】栗⼭千明、溝
端淳平、浅⽥美代⼦、中村雅俊

秋の能楽鑑賞会（宝⽣
流）

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/10/28 2017/10/28 新潟県 新潟市
［第1回］能「⼩督」⼤友順 狂⾔「呼声」⼭本東次郎 ほか
［第2回］能「融」朝倉俊樹 狂⾔「栗焼」⼭本東次郎 ほか
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

東京交響楽団第103回
新潟定期演奏会

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/10/29 2017/10/29 新潟県 新潟市

ダニエル・ビャルナソン（指揮）、神尾真由⼦（ヴァイオリン）
【曲⽬】ビャルナソン：ブロウ・ブライト／ショスタコーヴィチ：
ヴァイオリン協奏曲第1番 作品77／リムスキー＝コルサコフ：交響
組曲「シェエラザード」作品35

りゅーとぴあ特割コン
サート 〜東京交響楽
団名曲コンサート〜

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/11/1 2017/11/1 新潟県 新潟市

オーケストラは初めてという⽅には特にオススメのコンサート。飯
森範親（指揮とお話）【曲⽬】ビゼー：歌劇「カルメン」より前奏
曲／ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番／エルガー：⾏進曲「威
⾵堂々」第1番 ニ⻑調

『笑った分だけ、怖く
なる』vol.2

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/11/3 2017/11/3 新潟県 新潟市
【演⽬】「乗越駅の刑罰」（原作：筒井康隆／上演台本：笹部博
司）「ベーコン」（原作：井上荒野／上演台本：佐野史郎）【演
出】⼩野寺修⼆  【出演】⽩⽯加代⼦、佐野史郎

キャラメル・ボックス
2017グリーティング
シアター『光の帝国』

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/11/5 2017/11/5 新潟県 新潟市

直⽊賞受賞作家・恩⽥陸の⼩説「⼤きな引き出し」を原作に描いた
ファンタジー・ストーリー。
【原作】恩⽥陸「⼤きな引き出し」（集英社「光の帝国」所収） 
【脚本・演出】成井豊＋真柴あずき

野村万作・萬斎狂⾔公
演

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/11/11 2017/11/11 新潟県 新潟市
【内容】解説 野村萬斎  狂⾔『川上』野村万作／『⽂荷』野村
萬斎

りゅーとぴあピアノ・
リサイタル・シリーズ
No.36
萩原⿇未ピアノ・リサ
イタル

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/11/23 2017/11/23 新潟県 新潟市
【曲⽬】リスト：愛の夢 第3番、「ラ・カンパネラ」、シューマ
ン：謝⾁祭

能楽基礎講座「若⼿能
楽師に聞く 能の楽し
み」第2回、第3回

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/11/25 2018/2/17 新潟県 新潟市

第2回は蜘蛛の⽷の演出が圧巻の⼤⼈気「⼟蜘蛛」、第3回は⻤⼥の
運命と悲しみを描いた「⿊塚」がテーマ。【出演】佐々⽊多⾨、⼤
島輝久、友枝真也、塩津圭介（シテ⽅喜多流）、梅内美華⼦（歌
⼈）ほか

りゅーとぴあオルガン
★クリスマス・コン
サート2017

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/12/2 2017/12/2 新潟県 新潟市
プロオーケストラによるアンサンブル、実⼒派歌⼿、にいがた東響
コーラスを迎えてヘンデル「メサイア」を演奏。

東京交響楽団第104回
新潟定期演奏会

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/12/3 2017/12/3 新潟県 新潟市

ジョナサン・ノット（指揮）、ジャーマン・ホルンサウンド【曲
⽬】リゲティ：ハンブルク協奏曲／シューマン：4本のホルンと管
弦楽のためのコンツェルトシュテュック／ベートーヴェン：交響曲 
第3番 作品55「英雄」

⾺場あき⼦特選 能楽
鑑賞会

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/12/10 2017/12/10 新潟県 新潟市
前半は歌⼈・⾺場あき⼦によるおはなし、後半は梅若万三郎がによ
る能『花筐』（観世流）。

⽔都寄席 春⾵亭⼩朝
独演会 第19回公演

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/12/23 2017/12/23 新潟県 新潟市
落語のみならず、ドラマ・バラエティへの出演など多彩な活動を続
ける春⾵亭⼩朝独演会。りゅーとぴあでは今回で19回⽬となる。
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（県）
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オペラシアターこん
にゃく座『森は⽣きて
いる』

公益財団法⼈新
潟市芸術⽂化振
興財団

2017/12/24 2017/12/24 新潟県 新潟市
【原作】サムイル・マルシャーク「⼗⼆⽉」（湯浅芳⼦訳） 【台
本・作曲】林光 【演出】⼤⽯哲史

上野原市⺠⽂化祭
上野原市⽂化協
会

2017/11/3 2017/11/5 ⼭梨県 上野原市

“ひろげよう みんなでつくる ⽂化の輪”をテーマに、⽂化協会会
員だけでなく多くの⼀般市⺠の参加のもと、「市⺠⽂化祭」を開催
する。
出品展⽰部⾨では上野原市内⼩中学⽣や障害者団体、⽼⼈クラブの
⾼齢者等による華道や書道、絵画、写真、絵⼿紙、⼿芸などの作品
を展⽰する。
舞台部⾨では、上野原市内の中学校、⾼校、⼤学の吹奏楽部及び市
消防⾳楽隊が参加する吹奏楽フェスティバルを開催する。
会場はバリアフリー化されているため、⾞いすの⽅も安⼼してお越
しいただける。

第7回りんどうの⾥美
術展

りんどうの⾥美
術会

2017/10/24 2017/10/31 ⼭梨県 上野原市

りんどうの⾥美術展は、上野原市在住または上野原市出⾝の美術⼯
芸作家の作品を⼀堂に集めて展⽰し、多くの⽅々に上野原の芸術⽂
化を紹介することを⽬的とした美術⼯芸展である。
会場はバリアフリー化されているため、⾞いすの⽅も安⼼してお越
しいただける。

さくら⻩⾦ストリート
カーニバル

さくら⻩⾦スト
リートカーニバ
ル実⾏委員会

2017/11/18 2017/11/18 栃⽊県 さくら市

 さくら⻩⾦ストリートカーニバル実⾏委員会は、⽇本が世界に誇る「ア
ニメ」「特撮」「アイドル」等のヲタク⽂化（サブカルチャー）を広く社
会に向けて発信することで、地域活性化を⽬指す市⺠団体である。『第3
回 さくら⻩⾦ストリートカーニバル 2017』は、敷地内に五か所の指
定⽂化財を有し千年の歴史を持つ鎮守の杜「今宮神社」において、アイド
ルと呼称される聴覚障害者に配慮した視覚的にkawaiiミュージシャンの
祭典を開催することで、古代中世からの伝統と最新のクールジャパンとい
う新旧⽇本⽂化の融合を世界に向けて発信する。また、全国各地からご当
地アイドルが参加することにより、出演者と⼀緒に各地の⾷⽂化を集め、
来場者に多様な⽇本⽂化を⾆でも体験していただく。また、多⾔語＆バリ
アフリー対応についても、英語、中国語、ハングル、（⽇本語の）⼿話で
アナウンスも⾏う。 最も重要な⽬的は、スポーツマンの祭典であるオリ
ンピック・パラリンピック開催にあたり、スポーツやコミュニケーション
が苦⼿なヲタクたちが「私たちもオリンピックに参加したい！」と、ス
ポーツ共⽣社会に向けての国際的なアピールだと考えている。

ポール・ラッシュ祭〜
⼋ヶ岳カンティフェア
〜２０１７

ポール・ラッ
シュ祭〜⼋ヶ岳
カンティフェア
〜実⾏委員会

2017/10/14 2017/10/15 ⼭梨県 北杜市

不屈なフロンティア精神と崇⾼なボランティア精神を発揮して、
⼋ヶ岳・清⾥を拠点に、戦後⽇本の復興と⺠主化に⽣涯を捧げた
ポール・ラッシュ博⼠を顕彰し、その精神を汲んで国際交流の拠点
づくりを通した広域的な地域振興を図ることを⽬的として、ポー
ル・ラッシュ祭を開催する。ポール・ラッシュ博⼠の亡き後、博⼠
に感謝し、収穫に感謝し、国境を越えた⼈々と交流を深めて、⼈か
ら⼈へ繋ぎあう⾼原⽂化として、⼈々の結びつきを強めることを⽬
的としている。
 ステージプログラムでは、地元の⼩学⽣や⾼校⽣によるコーラス
やギター演奏の他、、バレエ団の舞台や、ジャズバンド、アコース
ティックデュオ等による演奏があり、魅⼒的なステージを鑑賞する
ことができる。
来場する外国⼈にとって、⾔語の壁を取り除くことができるよう、
英語版のパンフレットも⽤意する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第10回岩美現代美術
展

岩美現代美術展
実⾏委員会

2017/8/5 2017/8/21 ⿃取県 岩美町

岩美町では、古来から浦富海岸（⼭陰海岸ジオパークの代表的景勝
地）や岩井温泉（１２００年の伝統を刻む⼭陰最古級の源泉かけ流
しの湯）などの
豊かな⾃然ともに⽣き、⿃取県東部（因幡地⽅）に古くから伝わる
伝統芸能「麒麟獅⼦」をはじめとする地域ならではの⽂化を育み現
代まで⾝近な⽣活の⼀部として⼤切に伝えてきました。この度、同
町を会場にこのような⾵⼟や⽂化をモチーフに今年度１０回⽬を迎
える美術展をアーティストインレジデンス形式で開催し、
地域⽂化の振興につなげるとともに、⽇本の⽂化を発信し、交流を
図ります。なお、シンポジウム会場はバリアフリー仕様となってお
り、
野外制作・展⽰会場には⾞いすでの来場が可能ですが、移動が困難
な場合等は個別に対応いたします。

訪⽇外国⼈観光客に向
けた⽇本の魅⼒を発信
する事業

株式会社 JTB
国内旅⾏企画

2017/9/1 2018/8/31 全国

1964年から50年以上の歴史があるサンライズツアーは、訪⽇外国
⼈へ北海道から沖縄まで、⽇本各地の魅⼒を多⾔語で発信する事業
に取り組んでいる。特に⼈気のある東京から富⼠⼭、京都・⼤阪・
広島のゴールデンルートを中⼼に、各地の景勝や⽇本の⽂化体験
（茶道、着物着付け）、地域特産の⾷材を⽣かした⾷などを紹介す
るコースが約4,000とラインアップが豊富。1名からの出発、前⽇・
当⽇予約可能など多くのバリエーションの中からニーズに合ったプ
ランもアレンジでき、⽇帰りバスの⾞内では無料のWiFi接続も可
能。パンフレットは、英語で、Webサイトは、英語、韓国語、中国
語繁体字・簡体字、タイ語で⽇本の魅⼒を紹介している。

都留⼋朔祭（ふるさと
時代祭り）

ふるさと時代祭
り実⾏委員会

2017/8/31 2017/9/1 ⼭梨県 都留市

城下町都留の秋を彩る「⼋朔祭」は、⽣出（おいで）神社の秋の例
祭として、江⼾時代より連綿と受け継がれている。この祭りを壮⼤
に盛り上げる市⺠参加による総勢１２０名の 「⼤名⾏列」巡⾏は、
１６３３年に始まる秋元泰朝公、富朝公、喬朝公の三代７２年間に
わたる藩政に対する感謝の気持ちを、農⺠たちが⼗万⽯の⾏列に仕
⽴て上げたものといわれており、１７０４年に秋本公が川越に転封
になったとき、⾏列道具⼀式を下天神町に置き⼟産として贈り、⾜
軽が⾏列の仕様を教え込んだのが始まりと伝えられている。また、
祭りを華やかに彩る四台の⼋朔祭屋台は、江⼾時代の⽂化年間に製
作されたものであり、葛飾北斎や⿃⽂齋藤原栄之などの有名な浮世
絵師の⼿による飾り幕で豪華に飾られ、関東の屈指の屋台とも⾔わ
れている。メイン会場はバリアフリー化されており、⾞いすの⽅も
来場可能。また、英語版ポスターを作成し、当⽇は専⽤のインフォ
メーションも設置する。⼤名⾏列には都留⽂科⼤学への留学⽣も加
わり国際⾊豊かなイベントとなっている。

神話のふるさと県⺠⼤
学
愚者の教え

宮崎県 2017/8/19 2017/8/19 宮崎県 宮崎市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、「愚者の教え」をテーマとした⿍談を⾏う。
 上野誠⽒（奈良⼤学教授）、⼤館真晴⽒（宮崎県⽴看護⼤学教
授）、横⼭美和⽒（フリーアナウンサー）が、「万葉集」や「臨済
録」を題材として、現代社会において何が⼤切かを読み解きなが
ら、みやざきの神話⽂化の魅⼒を発信するもの。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。 
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

神話のふるさと県⺠⼤
学
古代にみる⽇向

宮崎県 2017/9/2 2017/9/2 宮崎県 宮崎市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、「古代にみる⽇向」をテーマとした⿍談を⾏う。
 神⽥典城⽒（学習院⼥⼦⼤学学⻑）、橋本雅之⽒（皇學館⼤学教
授）、⼤館真晴⽒（宮崎県⽴看護⼤学教授）が、記紀神話や⾵⼟記
に表現された⽇向を読み解きながら、みやざきの神話⽂化の魅⼒を
発信するもの。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。 

神話のふるさと県⺠⼤
学
ひむか⼥⼦旅の魅⼒！
－⽇向神話をめぐる旅
－

宮崎県 2017/9/9 2017/9/9 宮崎県 宮崎市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、「神話をめぐる⼥⼦旅の魅⼒」をテーマとした⿍談を⾏う。
 平藤喜久⼦⽒（國學院⼤學教授）、上⼤岡トメ⽒（イラストレー
ター）、加藤沙知⽒（宮崎放送アナウンサー）が、⽇向神話やそれ
に登場する神社をめぐる⼥⼦旅を提案し、みやざきの神話⽂化の魅
⼒を発信するもの。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。 

神話のふるさと県⺠⼤
学
おはなしとおんがくの
森－⽇向神話を題材に
－

宮崎県 2017/9/17 2017/9/17 宮崎県 宮崎市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、⽇向神話を題材とした朗読と⾳楽のステージ。
 横⼭美和⽒（フリーアナウンサー）が、⽇向神話をピアノ、チェ
ロ等の⾳楽にのせて朗読で伝え、より⾝近に楽しく、みやざきの神
話⽂化の魅⼒を発信するもの。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。 

神話のふるさと県⺠⼤
学
年齢の花－それぞれの
年代の歌－

宮崎県 2017/9/23 2017/9/23 宮崎県 宮崎市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、各年代の歌⼈が詠む歌をテーマとした対談を⾏う。
 ⼩島ゆかり⽒（歌⼈）、⼩島なお⽒（歌⼈）、伊藤⼀彦⽒（歌
⼈、宮崎県⽴図書館名誉館⻑）が、若者・中年・壮年の各年代の歌
⼈が詠んだ歌を題材に、みやざきの神話⽂化の魅⼒を発信するも
の。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。 

神話のふるさと県⺠⼤
学
⽇向神話の魅⼒を探る

宮崎県 2017/9/30 2017/9/30 宮崎県 宮崎市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、「⽇向神話」をテーマとした講演を⾏う。
 万葉集を中⼼に研究し、神話に関する多くの著書がある⽑利正守
⽒（皇學館⼤学教授）が講演し、みやざきの神話⽂化の魅⼒を発信
するもの。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。 
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

神話のふるさと県⺠⼤
学
ヒメミコからオオキミ
へ
７世紀末の対新羅関係
と「⽇本書紀」編さん

宮崎県 2017/10/14 2017/10/14 宮崎県 宮崎市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、宮崎産業経営⼤学法学部との連携講座を⾏う。
 同⼤学の柴⽥博⼦⽒（法学部教授）がコーディネーターとなり、
仁藤智⼦⽒（国⼠舘⼤学⽂学部准教授）と鐘江宏之⽒（学習院⼤学
⽂学部教授）が、記紀からの⼥帝論と対新羅関係が⽇本書紀編さん
に及ぼした影響等について解説し、みやざきの神話⽂化の魅⼒を発
信するもの。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。 

神話のふるさと県⺠⼤
学
現代における神話の受
容－⽇本アニメを切り
⼝に－

宮崎県 2017/11/18 2017/11/18 宮崎県 宮崎市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、宮崎⼤学及び宮崎県⽴図書館と連携し講座を⾏う。
 ⼭⽥利博⽒（宮崎⼤学教育学部教授）が、アニメを切り⼝として
現代に表現された古典の魅⼒を紹介し、みやざきの神話⽂化の魅⼒
を発信するもの。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。 

神話のふるさと県⺠⼤
学
神話のふるさと講演会
〜宮崎で語る古代以来
の⽇本史〜

宮崎県 2017/1/28 2017/1/28 宮崎県 宮崎市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、宮崎で語る「古代以来の⽇本史」をテーマとした講演会を⾏
う。
 映画化された「武⼠の家計簿」の作者である磯⽥道史⽒（国際⽇
本⽂化研究センター准教授）が、宮崎にまつわる⽇本史とその楽し
み⽅について講演し、みやざきの神話⽂化の魅⼒を発信するもの。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。 

関⻄元気⽂化圏推進
フォーラム「⽂化芸術
の再発⾒」Ⅹ 宣⻑サ
ミット

三重県
2017/10/14 2017/10/14 三重県 津市

 
関⻄元気⽂化圏推進フォーラムは、新しい視点から関⻄地域におけ
る⽂化芸術を再認識することを⽬的に、毎年開催しています。
今年は、三重県において、江⼾時代を代表する国学者・本居宣⻑を
通し、三重の歴史や⽂化を紹介します。
本居宣⻑は、「源⽒物語」や「古事記」の研究によって⽇本⼈の価
値観を探究し、その偉業は後世にも伝えられています。宣⻑は、お
伊勢参りに訪れる⽇本中の⼈々と交流し、全国各地に５００⼈を超
える⾨⼈を有していました。このような宣⻑の活躍から三重の歴史
や⽂化を⾒つめ直していただけるフォーラムです。
⽇本総合研究所会⻑で、多摩⼤学学⻑の寺島実郎⽒による基調講演
やパネルディスカッションを実施します。 
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

KIMONO BEAUTY 
JAPAN 
CONTEST2017

都・村上裕⼦き
もの教室

2017/11/12 2017/11/12 東京都 渋⾕区

 

 ⼥性たちは着物を通して美しくなっていくのだということを、⾝
をもって経験させていただきました。「着物を知る」ことで知らな
いことへの怖さがなくなり、「着物を着る体験」を通して、着物を
着て褒められる事の歓びや、背筋の伸びた⾃分を感じたり、「着物
を表現できる」ようになる事で、今までに出逢ったことのない、美
しくしなやかな新しい⾃分に出逢っていく。このコンテストは、優
劣をつけるのではなく、共に学び、共に成⻑し、共に美しくなるた
めのコミュニティです。18歳以上の⼥性、未婚・既婚・国籍は問い
ません。着物を着てみたい⽅、着物が⼤好きな⽅、着物を世界や未
来に繋げていきたいと思っている⼥性を広く募集いたします。会場
には外国語対応スタッフもありますので、外国の⽅もお楽しみいた
だけます。
 

⼭形市⺠スポーツ
フェスタ

⼭形市⺠スポー
ツフェスタ実⾏
委員会

2017/10/8 2017/10/8 ⼭形県 ⼭形市

 ⼭形市の「スポーツの秋〜⼀⼈⼀スポーツ⽉間〜」のシンボルイ
ベントである「⼭形市⺠スポーツフェスタ」は、⼭形市⺠にとって
最も⾝近なスポーツの祭典であるだけではなく、市⺠の健康づくり
のため、地元⾷材や郷⼟料理を活⽤した⾷育メニューの提案や地域
伝統の餅つき体験など、⼭形の⾷⽂化を多くの市⺠の⽅に体験して
いただけるようなプログラムも多数取り揃えて実施しています。特
に今年度は、２０２０年東京五輪を⾒据えオリンピアンとの交流の
場を設けるほか、新たに障害者スポーツの体験プログラムを加え、
パラリンピックへ向けた障がい者スポーツの理解を広げるととも
に、障がいの有無に関わらず多くの市⺠が⼀緒に楽しめるイベント
を⽬指します。

ARTｓｔｒｅａｍ２０
１７

アートストリー
ム実⾏委員会

2017/10/20 2017/10/22 ⼤阪府 ⼤阪市

 関⻄を中⼼に活躍する新進気鋭のアーティストの登⻯⾨となる展
覧会。アーティストと⼀般来場者、企業関係者やアート関係者がコ
ミュニケーションできるイベント。アートストリーム独⾃の賞「企
業・ギャラリー賞」は、アーティストにビジネスチャンスを提供す
る機会づくりとして⼤きな成果を挙げ、アーティスト同⼠の出会い
は共同作品の発表やネットワークの形成、そして創作意欲への新た
な刺激となっている。今年度は、韓国⼈アーティストの出展、ま
た、ロシア⼈アーティストの作品も同時に展⽰予定（どちらも通訳
あり）、また審査員の⼀⼈にフランス⼈アーティストを採⽤し、
アートの国際交流を⽬指す。また、会場は、バリアフリー対応の会
場となっており、障害者の⽅の観覧も可能。

アートドキュメント
2017 河⼝⿓夫―眼差
しの彼⽅

公益財団法⼈⾦
津創作の森財団

2017/10/21 2017/12/10 福井県 あわら市

 ⽇本を代表する現代美術家で、国際的評価の⾼い河⼝⿓夫⽒によ
る個展。屋内はもとより、当館の豊かな⾃然環境を⽣かした野外作
品など、河⼝⽒の個展としては北陸最⼤規模の展覧会を開催する。
また、筑波⼤学や⾦沢美術⼯芸⼤学などの教授を歴任し、多くの
アーティストを育ててきた実績のある河⼝⽒とのワークショップや
アーティストトークにより、参加者や来場者に対する現代美術への
関⼼を深める契機を創出する。
 展覧会カタログや会場キャプション等をバイリンガルで表記し、
海外からの観覧者にも作品理解がしやすいように対応し、⽇本の現
代美術を海外にも発信する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

Beyond2020ミルク
の国とちぎフェス〜⼦
供たちによる⼦供たち
のためのミュージカル
「ひとしずくのミル
ク」＆ ⽜乳とお菓⼦
の祭り〜

とちぎミュージ
カル協会

2018/1/7 2018/1/7 栃⽊県 宇都宮市

 ミルクの⽣産量全国２位のミルクの国とちぎをテーマに、本県の
酪農業の歴史・経営の現状と未来の農業を考える内容を織り込んだ
オリジナルミュージカルの上演をする。この作品は、国⺠⽂化祭に
も上演経験のある作品であるが、東⽇本⼤震災をはじめ数々の⾃然
災害を乗り越え、開拓の歴史も考慮して、リニューアルした作品に
する。⼜、上演会場のロビーにて県産⽜乳の販売・乳製品のプロ
モーションのほか、2020年に⾏われる、東京オリンピックをテーマ
に、親⼦で作った⽜乳使⽤の焼き菓⼦コンテストも同時開催し、舞
台芸術と⾷⽂化のコラボ事業を⾏う。尚、会場は、バリアフリーの
会場であり、点字での案内や⾳声ガイドの⽤意があり、⼿話者や障
害者専属のスタッフも配置する。チラシや、ポスター等は、海外に
向け外国語対応をし、サイトも同様に英⽂での公開をする。会場に
は、ボランティア通訳の配置をする。

さっぽろアートステー
ジ

さっぽろアート
ステージ実⾏委
員会

2017/11/1 2017/12/3 北海道 札幌市

 11⽉を⽂化芸術⽉刊とし、⽂化芸術団体や⺠間企業、学校等と連
携し、演劇や⾳楽、美術などの部⾨を中⼼に多彩なイベントを実
施。美術作品の展⽰会場である札幌駅前通地下歩⾏空間（チ・カ・
ホ）は、バリアフリー空間となっており、⾞椅⼦の⽅でも容易に作
品鑑賞を楽しんでいただくことができる。
 ■舞台芸術部⾨：札幌劇場祭、北海道中学⽣演劇発表⼤会
 ■⾳楽部⾨：クロスロードライブ
 ■学⽣⾳楽部⾨：さっぽろスクール⾳楽祭
 ■美術部⾨：アートストリート、スクールアートライブ、キッズ
アートフェス
 ■キックオフイベント

平成29年度優秀映画
鑑賞推進事業 調布シ
ネサロン〜市川崑監督
特集〜

公益財団法⼈調
布市⽂化・コ
ミュニティ振興
財団､⽂化庁、
東京国⽴近代美
術館フィルムセ
ンター

2018/1/19 2018/1/20 東京都 調布市

 調布市は、⽇活調布撮影所、⾓川⼤映スタジオと、2ヶ所の⼤型
撮影所があるほか、⾼津装飾美術株式会社、東映ラボ・テック株式
会社、東京現像所など現在も数多くの映画・映像関連企業が集まっ
ている「映画のまち」であり、東京オリンピック・パラリンピック
の競技会場の⼀つにもなっている。
 その調布市で、「市川崑特集」として、『東京オリンピック』を
含めた、⽇本の古きよき映画作品を４本上映する。
 加えて会場となる調布市グリーンホール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る。

阿波⼈形浄瑠璃の可能
性

公益財団法⼈ 
阿波⼈形浄瑠璃
振興会

2017/12/9 2017/12/10 徳島県 徳島市

 「阿波⼈形浄瑠璃の可能性」をテーマに、阿波⼈形浄瑠璃の将来
を担う若い世代による公演と、これまで伝統芸能に関⼼の薄かった
層にも可能性と魅⼒を感じてもらうことを⽬標としたレクチャー＆
実演「寄井座の動物たち」を実施する。上演演⽬のあらすじ、⾒ど
ころは英⽂による解説を配布する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

古浄瑠璃「越後國柏崎 
弘知法印御伝記」ロン
ドン公演開催記念柏崎
公演会

柏崎市、(公財)
かしわざき振興
財団

2017/9/24 2017/9/24 新潟県 柏崎市

 1962年⿃越⽂藏先⽣（早稲⽥⼤学名誉教授）により、ロンドンの
⼤英博物館図書館にて発⾒された幻の古浄瑠璃「越後國柏崎 弘知法
印御伝記」。2009年6⽉柏崎での復活初演、同年7⽉新潟公演、
2010年10⽉の東京公演を経て、2017年6⽉2⽇（⾦）、3⽇（⼟）
に正本が保管されているロンドン⼤英図書館ノレッジセンターで、
ロンドン公演として開催。今回、復活公演を⾏った柏崎市にてロン
ドン公演の凱旋公演として柏崎公演会を開催。公演会では、舞台上
での弾き語りの英訳表⽰、公演の様⼦を映像で紹介する等、ロンド
ン公演の雰囲気を感じていただきながら、ドナルド・キーン先⽣と
⿃越⽂藏先⽣のロンドン⾥帰り公演にかけた思いや古浄瑠璃の公演
をとおして、世界的な芸術性を秘めた⽇本の伝統芸術にスポットを
当てる。

ぎふ清流⽂化プラザ
「かなでる かなえる 
鍵盤の調べ」

岐⾩県 2017/10/29 2017/10/29 岐⾩県 岐⾩市

 岐⾩県では、県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」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」を展開している。本公演では、tomoniプロジェクトの⼀
環として、サラマンカホール「ぎふ秋の⾳楽祭2017“鍵盤の⽇”」と
連携し、障がいのあるピアニスト達によるピアノ公演を開催するこ
とで、障がい者の⽂化芸術活動を通した社会参画の推進を図るもの
である。
 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
慮を⾏う。

地歌舞伎推進プログラ
ム「清流の国ぎふ 秋
の地歌舞伎公演
2017」

岐⾩県 2017/11/26 2017/11/26 岐⾩県 岐⾩市

 岐⾩県の地歌舞伎は地域に根差した伝統芸能として受け継がれ、
建築、⺠俗、芸能など、多⽅⾯から⼈を引き付ける魅⼒を持ってい
る。岐⾩県では、この地歌舞伎を２０２０年以降も伝承すべき”レガ
シー”と捉え、地域の活性化、地域⽂化の国際発信に資するため、毎
年複数団体による講演を⾏う「地歌舞伎推進プログラム」を展開し
ている。本事業は「地歌舞伎推進プログラム」の第５弾として開催
するものである。
 また、通常のホール席に加え、平⼟間席、⾞椅⼦スペース等を確
保することで、障がい者の⽅、⾼齢者の⽅でも気軽に鑑賞いただけ
るよう配慮を⾏う。

ぎふ清流⽂化プラザ
「オカダミノル リサ
イタル公演」

岐⾩県 2017/10/21 2017/10/21 岐⾩県 岐⾩市

 岐⾩県では、次世代の⽂化芸術の担い⼿を育成し、新たな⽂化を
創造することを⽬的として、県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」にお
いて、県⺠がかなえたい企画をバックアップし実現する、「県⺠ゆ
め応援プロジェクト〜ギフとfor You〜」を展開している。本公演
は、当該事業の⼀環として、シンガーソングライターのオカダミノ
ルによるリサイタルを開催するものである。
 多くの観客に鑑賞いただき、事業の主旨を周知することで、2020
年に向け、県⺠ひとりひとりが次世代の⽂化芸術の担い⼿となるこ
とを啓発する。
 また、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
う配慮を⾏う。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

地域若⼿アーティスト
育成⽀援事業 梅津碧
ソプラノ・リサイタル
〜ウィーンの⾵にのせ
て〜

⻑井市⺠⽂化会
館(⻑井市）

2017/8/25 2017/8/25 ⼭形県 ⻑井市

 地域若⼿アーティスト育成⽀援事業として次世代を担うと期待さ
せる海外で活躍する⻑井市出⾝の若⼿アーティストを広く市⺠に紹
介するとともに、市⺠にとっては普段触れることの少ない本格的な
海外の⾳楽に触れる貴重な機会になると期待される。 
 外国語曲を通し海外の⾳楽⽂化に触れるだけでなく、⽇本語曲も
披露されることからオペラを通じた⽇本語曲の魅⼒の発信、再発⾒
にも繋がる。会場はバリアフリー設計となっており⾞椅⼦のまま館
内の移動及び観覧が可能。託児室も無料で利⽤ができ障害者の⽅だ
けでなく幅広い⽅に参加いただける公演となっている。また公演内
において英語及びドイツ語アナウンスも可能で、外国語対応してお
り外国⼈にも理解いただける。

第３６回南総⾥⾒まつ
り

第３６回南総⾥
⾒まつり実⾏委
員会

2017/10/21 2017/10/21 千葉県 館⼭市

 館⼭市の秋の⾵物詩である南総⾥⾒まつりは戦国時代に安房の国
を⽀配した「房総⾥⾒⽒」と江⼾時代の作家滝沢⾺琴によって書か
れた「南総⾥⾒⼋⽝伝」の世界を現代に再現したイベントです。戦
国時代を再現した武者⾏列では、⾥⾒家の武将や伏姫、伝説の⼋⽝
⼠などの武将が練り歩きます。その後、北条海岸で⾏われる合戦絵
巻では⼋⽝⼠の演武や本格的な合戦シーンが繰り広げられます。ま
た、会場では市内の多くの地区からの⼭⾞や神輿が集結し、賑やか
に繰り出します。⼣⽅から夜にかけては花⽕も打ち上げられ、その
華やかさは類を⾒ないものです。会場である北条海岸には障害者向
けのトイレも設置され、武者⾏列が練り歩く道路は舗装されている
ので、⾞いすの利⽤者でも⽀障なく⾒物できる配慮がされていま
す。

2017コレクション展
（Ⅴ〜Ⅵ）

公益財団法⼈ 
⼤分県芸術⽂化
スポーツ振興財
団・⼤分県⽴美
術館

2017/10/6 2018/4/10 ⼤分県 ⼤分市

 近世以降現代にいたるまで、⼤分県からは数多くの優れた美術家
が出ている。中でも南画の⽥能村⽵⽥、⽇本画の福⽥平⼋郎、髙⼭
⾠雄、洋画の宇治⼭哲平、彫刻の朝倉⽂夫、⽵⼯芸の⽣野祥雲齋ら
は、わが国の美術に⼤きな⾜跡を残すとともに、いまなお幅広い⼈
気を博す代表的な作家である。⼤分県⽴美術館では、これら⼤分県
関係作家の作品や資料を中⼼とした約5千点におよぶコレクション
を年間6期のコレクション展で紹介している。
 外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組としては、作品のキャ
プションに英語表記を⼊れるとともに、⽇本語、英語、中国語、韓
国語に対応した⾳声ガイドを導⼊している。

留学⽣の⽇ 奈良国⽴博物館 2017/11/1 2017/11/1 奈良県 奈良市

 奈良国⽴博物館では正倉院展の開催に合わせて１１⽉１⽇を「留
学⽣の⽇」として、留学⽣の無料招待を実施します。正倉院宝物
は、上代⽇本の第⼀級の⽂化を伝えるものであるとともに、シルク
ロードを通じて中国・唐に伝わった汎ユーラシア的な⽂化を反映し
ており、世界的にも⽐類のない⾼い価値を有しています。本事業
は、正倉院宝物を通して、より多くの留学⽣に我が国の伝統⽂化に
理解を深めてもらう貴重な機会を提供するものです。
 また、本展では、英語・中国語・韓国語による⾳声ガイド・題箋
等により、海外の⽅にもより楽しんでいただける環境を提供しま
す。

「いしかわ⽂化の⽇」
普及事業

⽯川県 2017/10/15 2017/10/15 ⽯川県 能美市

 いしかわ⽂化振興条例において、県⺠の⽂化に対する関⼼及び理
解を深めるため、10⽉第3⽇曜⽇を「いしかわ⽂化の⽇」と定め、
記念イベントの開催や県内⽂化施設の県⺠⼊場無料化を実施する。
記念イベント開催会場には⾞椅⼦専⽤の鑑賞スペースを備え、障害
者でも参加できるよう配慮している。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

岡⼭三曲演奏会

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭三曲
協会

2017/10/8 2017/10/8 岡⼭県 岡⼭市

 岡⼭三曲協会会員による邦楽（箏・三絃・尺⼋）演奏会です。１
部は会員（社中別）による演奏、２部は箏曲演奏家・筑紫純⼦師、
尺⼋演奏家・ジョン海⼭ネプチュン師を迎えての演奏をお楽しみい
ただきます。会場はバリアフリー仕様となっています。

まにわ魅⼒発信ソング
制作プロジェクト発表

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、おかやま
県⺠⽂化祭地域
フェスティバル
in真庭実⾏委員
会、北房⽂化協
会、北房⾳楽倶
楽部

2017/10/15 2017/10/15 岡⼭県 真庭市

 ７⽉〜10⽉の間に真庭市内外のアマチュアミュージシャンに真庭
市内の魅⼒スポットや歴史などをテーマに楽曲を制作していただ
き、オムニバスCDを制作。当⽇は、コスモス広場をメイン会場にス
テージ発表するほか、コスモス街道各所で路上ライブを実施し、真
庭の魅⼒を発信します。会場はバリアフリー仕様です。

ＫＯＪＩＭＡデニム遊
びまち飾り

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽣活に⽂
化が薫るまち倉
敷実⾏委員会、
KOJIMAデニム
遊びまち飾り実
⾏委員会

2017/10/21 2017/11/3 岡⼭県 倉敷市

 児島の特産品であるジーンズ、その素材「デニム」を使ったイベ
ントです。デニム関連の産業体験ができる「リベット打ち体験」、
「2017デニムの⽊タペストリー」作り、「デニムティピーデコレー
ション」、デニムを取り⼊れたコスプレファッションショーとパ
レード、会場をデニムで飾り付けるデニムバルなど、お⼦様と⼀緒
に楽しめるイベントです。会場はバリアフリー仕様となっていま
す。

第68回岡⼭県美術展
覧会 岡⼭会場

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⼭陽新聞
社

2017/9/6 2017/9/17 岡⼭県 岡⼭市

 岡⼭県内から美術作品を公募し、その中から優れた作品を選んで
展⽰し、県⺠に美術鑑賞の機会を提供するとともに、作品の向上、
地域⽂化の進展に寄与することを⽬的に毎年開催している展覧会
で、今年68回⽬を迎えました。⽇本画・洋画・⼯芸・書道・写真・
彫刻の６部⾨で県⺠の⼒作を展⽰します。会場はバリアフリー仕様
としております。

第68回岡⼭県美術展
覧会 津⼭会場

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⼭陽新聞
社

2017/9/21 2017/10/2 岡⼭県 津⼭市

 岡⼭県内から美術作品を公募し、その中から優れた作品を選んで
展⽰し、県⺠に美術鑑賞の機会を提供するとともに、作品の向上、
地域⽂化の進展に寄与することを⽬的に毎年開催している展覧会
で、今年68回⽬を迎えました。⽇本画・洋画・⼯芸・書道・写真・
彫刻の６部⾨で県⺠の⼒作を展⽰します。会場はバリアフリー仕様
としております。

第14回落合まちかど
展覧会

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、おかやま
県⺠⽂化祭地域
フェスティバル
in真庭実⾏委員
会、落合⽂化協
会、落合まちか
ど展覧会実⾏委
員会

2017/9/24 2017/10/1 岡⼭県 真庭市

 多数の地域住⺠との協働により開催される展覧会です。⾃宅のリ
ビングや⽞関、庭、喫茶店やレストラン、商店のウインドーギャラ
リー、公⺠館など約50会場に、絵画、版画、書、陶芸、彫刻、⼿
芸、写真、⽊⼯品、クラフト、⼿作り家具、デザイン、草⽊染、オ
ブジェ、⽣花など多様なジャンルの作品が出品され、真庭市落合地
区のまちをぶらりとお楽しみいただけます。会場はバリアフリー仕
様となっております。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

エッセイでふるさと再
発⾒ 吉備路を訪ねて

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県
エッセイストク
ラブ

2017/9/24 2017/9/24 岡⼭県 総社市

 ⼼のふるさとともいえる吉備路を訪ねて、古の伊吹にふれ、吉備
路の魅⼒を再発⾒します。吉備路の歴史をひもとき理解を深め、参
加者によるエッセイ集を作成、配布し吉備路の魅⼒を多くの⼈々に
周知します。会場はバリアフリー仕様です。

まちのすきまカフェ

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、
NPO法⼈ハー
トアートリンク

2017/9/30 2017/10/1 岡⼭県 岡⼭市

 ２Dと３Dのすきまに視点を当てて、イメージの世界を実際のまち
にある空間（すきま）で現します。すきまをグラフィックや⾔葉、
⾳、⾷（映像、彫刻、絵画など）などで埋めたり掘り起こしたり、
繋いだり切り離したりしながら、交差する関係性を体感できます。
絵画作品展⽰、短歌ワークショップとパフォーマンス、⾳楽と影絵
ライブ、すきまを味わうCafé、⽊⼯作品の展⽰など、様々なジャン
ルにより展開します。 
 会場はバリアフリー仕様となっております。

まちかどコンサートin
和気町

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、
NPO法⼈バン
クオブアーツ岡
⼭、岡⼭県演奏
家協会、柾⽊プ
ロジェクト

2017/10/1 2017/10/1 岡⼭県 和気郡

 街を歩くと⾳楽に触れあうことができる「地域」を演出する⾳楽
コンサートで、地域の活性化と⽂化の向上を図ります。岡⼭演奏家
協会、柾⽊和敬と若きアーティストたちによる歌唱や演奏をお楽し
みください。
参加料は無料。
 会場はバリアフリー仕様となっています。

まちかどコンサートin
瀬⼾内市

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、
NPO法⼈バン
クオブアーツ岡
⼭、岡⼭県演奏
家協会、柾⽊プ
ロジェクト

2017/10/28 2017/10/28 岡⼭県 瀬⼾内市

 街を歩くと⾳楽に触れあうことができる「地域」を演出する⾳楽
コンサートで、地域の活性化と⽂化の向上を図ります。岡⼭演奏家
協会、柾⽊和敬と若きアーティストたちによる歌唱や演奏をお楽し
みください。
参加料は無料。
 会場はバリアフリー仕様となっています。

まちかどコンサートin
ドイツの森

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、
NPO法⼈バン
クオブアーツ岡
⼭、岡⼭県演奏
家協会、柾⽊プ
ロジェクト

2017/11/19 2017/11/19 岡⼭県 ⾚磐市

 街を歩くと⾳楽に触れあうことができる「地域」を演出する⾳楽
コンサートで、地域の活性化と⽂化の向上を図ります。岡⼭演奏家
協会、柾⽊和敬と若きアーティストたちによる歌唱や演奏をお楽し
みください。
参加料は無料ですが、ドイツの森⼊園料が必要です。
 会場はバリアフリー仕様となっています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⾼梁川マルシェ〜流域
時間の過ごし⽅〜

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽣活に⽂
化が薫るまち倉
敷実⾏委員会、
⾼梁川マルシェ
実⾏委員会

2017/10/7 2017/10/8 岡⼭県 倉敷市

 岡⼭県⻄部を南北に流れる岡⼭県三⼤河川の⼀つである⾼梁川。
その流域のこだわり⾷とモノづくり⽂化を発信する⾼梁川マルシェ
は、倉敷のまちの商店や商店街との協働により開催しています。⾷
やモノづくりの⽣産者や作家たちとの会話やワークショップ、岡⼭
で活躍している⾳楽家と⾷のイベント、まち歩きを楽しみながら⾷
やモノづくり作家たちの現在を知り、楽しんでいただけます。
 会場は、広場や商店街でバリアフリー仕様です。

あさくち⽂化祭 ⾦光
会場

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、浅⼝市総
合⽂化祭実⾏委
員会

2017/10/21 2017/10/22 岡⼭県 浅⼝市

 市⺠が⽇頃の⽂化活動の成果を発表する場として様々な分野の作
品を展⽰します。 
 また、次世代への⽂化継承のため、⼦どもたちへの芸術⽂化体験
コーナー（⽔墨画・華道・茶道・ちぎり絵等）を設けており、市内
外からの来場者など地域や年齢を問わない交流の機会を創出しま
す。
 会場はバリアフリー仕様となっております。

あさくち⽂化祭 鴨⽅
会場

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、浅⼝市総
合⽂化祭実⾏委
員会

2017/10/21 2017/10/22 岡⼭県 浅⼝市

 市⺠が⽇頃の⽂化活動の成果を発表する場として様々な分野の作
品を展⽰します。
 また、次世代への⽂化継承のため、⼦どもたちへの芸術⽂化体験
コーナー（⽔墨画・華道・茶道・俳句・園芸・陶芸・コーラス・⽇
舞等）を設けており、市内外からの来場者など地域や年齢を問わな
い交流の機会を創出します。
 会場はバリアフリー仕様となっております。

あさくち⽂化祭 寄島
会場

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、浅⼝市総
合⽂化祭実⾏委
員会

2017/10/28 2017/10/29 岡⼭県 浅⼝市

 市⺠が⽇頃の⽂化活動の成果を発表する場として様々な分野の作
品を展⽰します。
 また、次世代への⽂化継承のため、⼦どもたちへの芸術⽂化体験
コーナー（俳句・陶芸・⼿芸等）を設けており、市内外からの来場
者など地域や年齢を問わない交流の機会を創出します。
 会場はバリアフリー仕様となっております。

第108回岡⼭県短歌⼤
会

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県歌
⼈会

2017/10/22 2017/10/22 岡⼭県 岡⼭市

 岡⼭県内歌⼈の短歌技量の研鑽を図り、同好者の親睦を深める
「岡⼭県短歌⼤会」。今回で108回⽬を迎えました。⼤会では、短
歌に関する講演をはじめ、予め提出された短歌を各々批評し合い、
選者の指導により技能の向上を図る短歌批評会、優秀短歌の表彰な
どを⾏います。
 会場はバリアフリー仕様としています。

第12回秋の囲碁まつ
り

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県ア
マチュア囲碁連
盟

2017/10/22 2017/10/22 岡⼭県 岡⼭市

 参加者約500⼈の囲碁技術の向上と⽂化度を⾼めるために開催す
る囲碁⼤会で、ABCDの4クラスに分かれての対戦のほか、関⻄棋院
の横⽥茂昭九段をお招きし、実戦指導を⾏っていただきます。ま
た、初⼼者を対象とした無料講座も⾏います。
 会場はバリアフリー仕様としています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第38回岡⼭県俳⼈協
会俳句⼤会

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県俳
⼈協会

2017/10/22 2017/10/22 岡⼭県 岡⼭市

 岡⼭県内外を問わず、広い範囲で俳句に興味のある⽅に投句を求
め、俳句を通じ親睦を深めることを⽬的として開催します。また、
応募のあった作品については作品集にとりまとめ、選句を⾏い、優
秀作品についてはこれを顕彰します。⼤会当⽇も当⽇句を受け付
け、特別選者による選句を⾏い講評・顕彰を⾏います。これ以外に
も、公益社団法⼈俳⼈協会より、朝妻⼒講師をお迎えし、俳句に関
する講演を⾏い俳句知識を⾼めていきます。
 会場はバリアフリー仕様としています。

ルネス・ミュージック
カフェ

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、
NPO法⼈バン
クオブアーツ岡
⼭

2017/10/25 2017/10/25 岡⼭県 岡⼭市

 「ホールで⾷事をしながら⾳楽を楽しむ」ルネス・ミュージック
カフェ。県⺠のみなさんが気軽に⽂化に触れる機会として、岡⼭で
国⺠⽂化祭が開催された2010年から開始したミュージックカフェ
は、多くの県⺠の皆様から好評を得ており、今年は、スペイン舞踊
とオペラを楽しんでいただきます。
 会場はバリアフリー仕様となっております。

平成29年度天神⼭⽂
化プラザ特別企画展
「天神⼭迷図」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県天
神⼭⽂化プラザ

2017/10/28 2017/11/19 岡⼭県 岡⼭市

 開館55年を迎える天神⼭⽂化プラザは、開館以来、県の⽂化芸術
拠点として多くの⽅々に愛され活⽤されてきましたが、天神⼭とい
う場所が歴史的な要所であったことや、⽇本を代表するモダニズム
建築の旗⼿である前川國男による特⾊ある建築物であることは、あ
まり知られていません。そこで本展では、天神⼭⽂化プラザという
「場所」と「建築」、そしてこの場所で育まれてきた岡⼭発の
「アート」という３つのキーワードをストーリーとして繋げ、ギャ
ラリーという「箱」を超えた「場所」の魅⼒を発信します。中庭や
ピロティ、吹き抜け空間や屋上などで、現代美術家によるダイナ
ミックな屋外インスタレーション、美術作家、建築家による空間演
出をお楽しみください。⽉曜休館。なお、会場はバリアフリー仕様
としております。

「天神⼭迷図」関連イ
ベント「建築ワーク
ショップ」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県天
神⼭⽂化プラ
ザ、建築家のし
ごと実⾏委員会

2017/10/28 2017/10/29 岡⼭県 岡⼭市

 「天神⼭迷図」の開催に併せて、建築のことを楽しみながら学べ
る企画を開催し、建築や美術といったジャンルの垣根を超えた学び
の場を提供します。君も未来の建築家！オリジナルの建築模型を
作ってみよう。天神⼭⽂化プラザの建築的特徴も作りながら学べま
す。作った作品は「#前川國男展」で展⽰します。
 会場はバリアフリー仕様としております。

「天神⼭迷図」関連イ
ベント「MEIZU/CAF
É」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県天
神⼭⽂化プラ
ザ、建築家のし
ごと実⾏委員会

2017/10/28 2017/10/29 岡⼭県 岡⼭市

 「天神⼭迷図」の開催に併せて、建築のことを楽しみながら学べ
る企画を開催し、建築や美術といったジャンルの垣根を超えた学び
の場を提供します。天神⼭迷図を巡る合間のひと時に、美味しい珈
琲をお楽しみください。「天神⼭迷図」会期中の休⽇に様々なカ
フェが⽇替わりで天神⼭⽂化プラザのどこかに出現します。また、
11/4(⼟)は⼤⼈の夜カフェも予定しています。
 会場はバリアフリー仕様としております。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

出雲街道交流フェスタ

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、おかやま
県⺠⽂化祭地域
フェスティバル
in真庭実⾏委員
会、新庄村教育
委員会

2017/10/28 2017/10/28 岡⼭県 真庭郡

 「ひと曲がり ⾜の下ゆく 時⾬かな」と曲⽔初句集にある岡⼭
県と⿃取県の県境、四⼗曲峠は出雲街道で⼀番の難所でした。この
フェスタでは、四⼗曲峠（⿃取県側四⼗曲トンネル⼿前）から新庄
の宿場までの出雲街道を歩くことで古を偲び、宿場町では、おもて
なしの⼼で⼼温まるふれあいの輪を広げます。
 室内会場はバリアフリー仕様としています。

「天神⼭迷図」ギャラ
リー企画「＃前川國
男」展

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、おかやま
県⺠⽂化祭地域
フェスティバル
in真庭実⾏委員
会、新庄村教育
委員会

2017/10/31 2017/11/5 岡⼭県 岡⼭市

「天神⼭迷図」の開催に併せて、建築のことを楽しみながら学べる
展覧会を開催し、建築や美術といったジャンルの垣根を超えた学び
の場を提供します。
 天神⼭⽂化プラザの設計者 前川國男や天神⼭⽂化プラザについ
て、楽しく学べる天神⼭迷図のプチ企画。建築ワークショップでみ
んなが作った⼩作品や建築資料なども展⽰します。
 なお、会場はバリアフリー仕様としております。

「天神⼭迷図」ギャラ
リー企画「建築家のし
ごと４」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、おかやま
県⺠⽂化祭地域
フェスティバル
in真庭実⾏委員
会、新庄村教育
委員会

2017/11/1 2017/11/12 岡⼭県 岡⼭市

 「天神⼭迷図」の開催に併せて、建築のことを楽しみながら学べ
る企画を開催し、建築や美術といったジャンルの垣根を超えた学び
の場を提供します。
 岡⼭で活躍する建築家たちが、天神⼭⽂化プラザの設計者であり
モダニズム建築の巨匠前川國男の建築をテーマに提案する12のプロ
ジェクトを展⽰。近代遺産としての前川建築に現代建築家の個性が
重なり合った新しい建築の可能性をご覧いただきます。建築家なら
ではの⼯夫を凝らした斬新な展⽰空間も⾒所です。⽉曜休館。
なお、会場はバリアフリー仕様としております。

「天神⼭迷図」関連イ
ベント「もっと楽しむ
天神⼭迷図！対話型鑑
賞会」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、おかやま
県⺠⽂化祭地域
フェスティバル
in真庭実⾏委員
会、新庄村教育
委員会

2017/11/3 2017/11/17 岡⼭県 岡⼭市

 「天神⼭迷図」の開催に併せて、建築のことを楽しみながら学べ
る企画を開催し、建築や美術といったジャンルの垣根を超えた学び
の場を提供します。講師にアートナビ岡⼭の皆さんをお迎えし、参
加者みんなで作品について⾃由に対話をしながら天神⼭迷図をめぐ
ります。会場はバリアフリー仕様としております。各回１０名程度
（事前予約優先）です。
【⽇時】11/3（⾦・祝）、11/10（⾦）、11/17（⾦）いずれも
13：30〜、⼩学⽣以上⼀般（⼩学校低学年は保護者同伴）
【こどもツアー】11/4（⼟）13：30〜、⼩学⽣・中学⽣
【おとなツアー】11/4（⼟）19：00〜、⾼校⽣以上⼀般

「おかやま有名建築み
てあるき」フォーラム
〜近現代建築を「知
る・観る・楽しむ」〜

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、おかやま
建築５会まちづ
くり協議会、
「公共建築の
⽇」及び「公共
建築⽉間」中国
地⽅実⾏委員会

2017/11/3 2017/11/3 岡⼭県 岡⼭市

 戦後に建築された美術館や庁舎といった公共建築など、これらの
建築物の多くが更新期を迎えていますが、その中には、戦後の⺠主
主義の思想とテクノロジーの発展の中で実現されてきた建築作品が
含まれています。これらの建築作品は、⽇本発展の歴史を映した貴
重な⽂化資源であることから、京都⼯芸繊維⼤学 美術⼯芸資料館の
松隈洋教授をお迎えし、その魅⼒を知り、観て、楽しむ、観光資産
としての可能性について考えるフォーラムを開催します。
 会場はバリアフリー仕様となっております。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

新・東京スピニング
パーティー２０１７

東京スピニング
パーティー実⾏
委員会事務局

2017/9/9 2017/9/10 東京都 墨⽥区

 「紡ぐ、染める、織る、編む、組む、縫う。⼈から⼈へ ⼿から
⼿へ」を副題に、2020年東京オリンピックのシンボルマークの藍⾊
に焦点を当てたテーマ「藍染め・JAPAN BLUE」。今年は⽇本全国
からの過去最多の101ブースの⽷⾞や⽺⽑、⽷屋、布屋、染屋、⼿
織道具屋や作家などの出店とブース内でのワークショップ、国内外
で活躍中の多彩な講師陣の6名のレクチャーや17のワークショップ
を開催。近年、海外からの来場者も確実に増えており、より⽇本ら
しさが伝わる⽇本のファイバーフェスティバルとして必要とされる
イベントを⽬指している。来場者と出店者どうしの情報交換・交流
と発表の場になる。イベント会場に英語対応スタッフを配置。英語
でも案内可。

天空の芸術祭２０１７
天空の芸術祭実
⾏委員会

2017/9/30 2017/10/29 ⻑野県 東御市

 天空の芸術祭2017では「⽣活は芸術だ」というコンセプトを掲げ
ています 。⻑野県は⽇本で最も農家の多い県であり、本芸術祭の開
催される東御市北御牧地区では、江⼾時代から変わらずにため池を
⽤いた稲作、畑作が続いてきました。江⼾時代から変わらずに続け
られてきた地域の農耕⽂化や、⼈々の営み、歴史、⼟着的な信仰と
いった、⽇本⼈が古くから⼤切にしてきたものを、現代アート作品
の展⽰や会期中のイベントを通じて国内外に発信します。展⽰期間
中は作品展⽰のほか、フィンランドから作家を招いたAIRプログラ
ム、会場を巡るサイクリングイベント、関連企画として、地域と
アートをテーマにしたシンポジウム、４００のため池をテーマにし
たデザインプロジェクトなどを実施。会場には英語での案内も併
設。案内マップ、ウェブサイトにも英語表記を併記し、諸外国から
の来場者にも楽しんで頂ける取り組みとします。

したまち台東芸能⽂化 
ミニ実演イベント

台東区 2017/12/2 2017/12/9 東京都 台東区

 台東区内には、演劇、落語、漫才、講談、浪曲レビューなど芸能
に関する多くの団体が集まっています。区ではこれらの各団体と
「したまち台東芸能⽂化連絡会」を設⽴し、連帯協⼒を図りなが
ら、芸能⽂化の振興を⽬指しています。これら台東区の魅⼒をより
⼀層広く発信するため、実演芸能を無料でご覧いただけるイベント
を開催します。プログラムの中には、外国の⽅でも楽しめる内容も
ございます。より多くの⽅に台東区の⼤衆芸能を発信できるよう、
国内外からの観光客が多く訪れる浅草にある浅草⽂化観光センター
にて実施し、会場には⾞いす席もご⽤意しています。

漱⽯と⽯川ゆかりの作
家たち

⽯川県（兼六園
周辺⽂化の森活
性化推進実⾏委
員会）

2017/9/16 2017/11/26 ⽯川県 ⾦沢市

 ⽂豪・夏⽬漱⽯の⽣誕150年の記念の年に当たる本年、漱⽯と⽯
川県とのかかわりについて紹介する。漱⽯の⾝近にあって親交の
あった⽯川県ゆかりの作家たちの資料を展⽰することにより、その
存在や漱⽯との関係について広く知ってもらう。
展⽰室については、⾞椅⼦での移動ができるように展⽰し、障害者
にとってバリアを取り除く取り組みを⾏うほか、展⽰室のサインを
英語表記し、外国⼈にとって⾔語の壁を取り除く取り組みも⾏う。

⽂化庁地域⽂化創⽣本
部発⾜記念セミナー

⽂化庁地域⽂化
創⽣本部

2017/9/12 2017/9/12 京都府 京都市

 国際的に活躍する⽂化経済学者であり，価値に基づいたアプロー
チを発展させてきたエラスムス⼤学（オランダ）芸術・⽂化経済学
講座教授のアリオ・クラマー（ Arjo Klamer ）⽒を迎え，オランダ
の⽂化政策の最新動向を御紹介いただく。⽂化の価値を改めて⾒つ
めなおし，⽂化政策のあるべき⽅向性を根源的に考えることをテー
マとしたセミナー。また、コーディネーターの摂南⼤学経済学部教
授後藤和⼦先⽣にも、⽇本と各国の⽂化政策についてお話しいただ
く予定。⽇本の⽂化について改めて参加者に考えていただくきっか
けとなることも⽬的とするセミナー。クラマー⽒の講演は英語で⾏
われ、⽇本語通訳あり。
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（県）
場所

（市区町村）
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新⽣美術館⾒本市「美
の⽷⼝ー アートにど
ぼん！2017」

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、滋賀県

2017/11/3 2017/11/3 滋賀県 ⼤津市

 アートの新たな楽しみ⽅や、滋賀県が誇る仏教・神道美術をはじ
めとする⽂化財、福祉の歴史から⽣まれた芸術“アール・ブリュッ
ト”を含む「美の滋賀」の魅⼒を五感で体験することができるアート
フェスティバルを、多くの団体、アーティストとの協働・連携によ
り開催。多様な美の魅⼒を親⼦で体験できるワークショップなどの
プログラムを⽤意し、多くの⽅がつながる機会を提供する場として
実施。どなたでも気軽に参加いただけるよう会場はバリアフリー対
応し、駅や駐⾞場から会場間の無料シャトルバスを運⾏する。

平成29年度 独⽴⾏
政法⼈⽇本芸術⽂化振
興会 主催公演・展⽰
等事業

独⽴⾏政法⼈ 
⽇本芸術⽂化振
興会

2017/5/26 2018/3/31 東京都
千代⽥区
ほか

国⽴劇場・国⽴演芸場（千代⽥区）、国⽴能楽堂（渋⾕区）、国⽴
⽂楽劇場（⼤阪市中央区）の各劇場において、歌舞伎、⽂楽、舞
踊、邦楽、雅楽、声明、⺠俗芸能、⼤衆芸能、能楽、沖縄伝統芸能
等多岐にわたる伝統芸能を、多種多様な演出や技法を尊重しながら
公開します。また、主催公演等の記録の作成、各種芸能資料の収集
を⾏い、伝統芸能情報館等の展⽰施設、視聴室及び図書閲覧室等で
公開するほか、公演記録鑑賞会や公開講座等の普及活動を⾏いま
す。各館にはスロープや多⽬的トイレを設置し、⾞椅⼦の⽅のため
の観劇スペースを設けるなどのバリアフリー対応を⾏っています。
また、障害者⼿帳をお持ちの⽅は主催公演のチケットを割引価格で
ご購⼊いただけます。

⽇本フラワーデザイン
⼤賞2017

公益社団法⼈ 
⽇本フラワーデ
ザイナー協会

2017/9/30 2017/10/1 神奈川県 横浜市

①本会は今年で創⽴50周年を迎える⽂化団体。これまで欧⽶で発展
したフラワーデザインの⽇本的調和と融合をはかるべく、⻑年に渡
り研究、普及を⾏ってきた。時代と共に⽇本の⽣活様式も変化を遂
げ、床の間の無い家屋が⼤半を占める⼀⽅、⽇本の花⽂化は、誕⽣
⽇や⺟の⽇など、感謝の⼼を花に託し、花を贈る形として継承され
ている。本展は、そうした花⽂化を⼀般社会へあますところなく表
現する⼀⼤イベントとなっている。②会場である「パシフィコ横
浜」は、国際コンベンション等が⾏われる⽇本でも有数の施設であ
り、展⽰会場内についても、⾞いす等でゆっくりと観覧できるよ
う、段差のない⼗分な鑑賞スペースが確保されている。また、会場
内サインについては、⽇本語だけではなく、英⽂も併記し、海外か
らの来場者への配慮を⾏っている。

上妻宏光コンサート２
０１７〜⾳和-otowa-
〜

公益財団法⼈⿃
取県⽂化振興財
団

2017/9/2 2017/9/2 ⿃取県 ⽶⼦市

伝統⾳楽の１つである津軽三味線。本公演では、伝統的な⺠謡⾳楽
だけでなく、津軽三味線が秘める可能性を尺⼋、ピアノ、パーカッ
ションとのコラボレーションによって表現する。出演の上妻宏光⽒
は、新世代津軽三味線奏者の第⼀⼈者であり、伝統と⾰新をテーマ
に、⾳楽ジャンルに捉われない活躍を⾒せている。上妻⽒の津軽三
味線の伝統的な魅⼒だけに限らず、⾰新を追及するステージによ
り、伝統⾳楽に馴染みのない⽅や若い世代にも、⽇本⽂化の魅⼒を
発信していく。
 障害者のバリアを取り除く取組として、会場では⾞いす席を４
席、介助者席を４席設定し、⼊場の際には優先⼊場⼝を設けること
で、快適な鑑賞機会の提供へとつなげる。また、⾞いす席⽤に運営
スタッフを配置することで、スムーズな⼊退場を図る。
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⻲⼭トリエンナーレ２
０１７

⻲⼭トリエン
ナーレ2017実
⾏委員会

2017/9/24 2017/10/15 三重県 ⻲⼭市

商店街の店舗・空き店舗、旧東海道沿いの町家、歴史的建造物など
に現代アートを展⽰し、地域の活性化と美術⽂化の振興を図るアー
トの祭典です。
今回は、コンペにより現代アーティストがノミネートし、総勢102
組の参加となります。
東海道の宿場町・城下町として悠久の歴史の⾯影が漂う⻲⼭の地
で、世界（メキシコ・ＵＳＡ・オーストラリアなど）から参集する
アーティストたちが、⽇本⽂化と⽇本の現代アーティストとの交流
を通して実りある体験を得られます。
期間中に配布するパンフレットの中に英語表記を⼊れるなど、外国
⼈の来場者も愉しんでいただけるよう配慮を⾏います。

第17回企画展 発掘
された⽇本列島2017

三重県
2017/9/30 2017/11/5 三重県 津市

わが国では、毎年約8000件にも上る埋蔵⽂化財の発掘調査が⾏われ
ています。その中から「新発⾒考古速報展」では、近年の調査で特
に注⽬された旧⽯器時代から近代までの遺跡やそこから出⼟したさ
まざまな資料を紹介します。また、地域展⽰「三重を掘る！」で
は、三重県埋蔵⽂化財センター等が所蔵する考古資料の中から“これ
は！”という逸品を特別公開します。

⽣涯楽習講座 深まる
秋の朗読会 （全４回
シリーズ）

⼭梨県 2017/10/4 2017/11/17 ⼭梨県 甲府市

○講座開催⽬的：⼭梨県出⾝または⼭梨県にゆかりのある作家の作品など
を中⼼に取り上げ、作品の魅⼒や作品の世界を臨場感溢れる朗読により、
朗読⽂化に親しむ機会とする。

○各回開催内容・開催⽇：第１回「秋に聴きたい不思議なお話」１０⽉４
⽇、第２回「甲府時代の太宰と妻美知⼦」１０⽉１８⽇、第３回「没後５
０年 ⼭本周五郎を聴く」１０⽉２５⽇、第４回「縁の地『喜久乃湯』で
太宰を読む」１１⽉１７⽇ 

※講座の開催場所の⼭梨県⽣涯学習推進センターは、バリアフリー化され
ており、⾞いすの⽅でも気軽にお越しいただけます。また喜久乃湯温泉に
つきましては昭和元年に創業の⾵情漂う銭湯です。歴史ある建物はバリア
フリー化はされていませんが、介助があればどなたでもご利⽤できます。
また事前に連絡をしていただければお店の⽅もお⼿伝いをしてくれるので
安⼼して利⽤できます。

⽂化芸術があふれるま
ちづくりプロジェクト 
〜アッセンブリッジ・
ナゴヤ〜

アッセンブリッ
ジ・ナゴヤ実⾏
委員会【構成】
名古屋市、港ま
ちづくり協議
会、名古屋港管
理組合、（公
財）名古屋フィ
ルハーモニー交
響楽団、（公
財）名古屋市⽂
化振興事業団

2017/10/14 2017/12/10 愛知県 名古屋市

名古屋市では国の政策や、⽂化芸術を取り巻く社会情勢の変化等に対応す
るため、平成29年1⽉に⽂化振興計画を策定しており、⽂化芸術のもつ波
及⼒を多様な分野で積極的に活⽤していくこととしている。当事業の会場
である名古屋港エリアは、創⽴当時の名古屋フィルハーモニー交響楽団
（1966年創⽴）の練習拠点となったり、1990年代からは空き倉庫を活⽤
した先進的なアートプロジェクト「アートポート」（〜2003年）が⾏わ
れたりするなど、⽂化芸術と親和性の⾼い⼟壌や寛容性を有している。当
事業では、名古屋港エリアをフィールドとして、⽂化芸術関係者やまちづ
くり団体、⼤学等と連携し、現代アートや⾳楽によるフェスティバル
「アッセンブリッジ・ナゴヤ」を開催するほか、年間を通じて多様なプロ
ジェクトを実施する。地域におけるアートプロジェクトや芸術祭が増加す
るなか、⼀過性のフェスティバルに留まらない地域・社会と⽂化芸術の関
係のあり⽅、可能性を模索し、検証・フィードバックをしながら継続的に
展開していく。また、ＷＥＢサイトにおいて、外国語（英語）対応を⾏う
ことで、外国⼈にも参加しやすい取り組みを⾏っている。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

東京丸の内盆踊り
2017

⼤⼿町・丸の
内・有楽町 夏
祭り実⾏委員会

2017/7/28 2017/7/28 東京都 千代⽥区

梅⾬も明け夏休みで外出する⼈が多くなる時期に、観光レジャーや
ビジネスを含め国際⾊豊かな丸の内エリアでエリア就業者や⼀般来
街者、国内外観光客をターゲットに⼦供から⾼齢者まで楽しめる盆
踊りのイベントを開催。盆踊りだけではなく、昔から⽇本⼈に親し
まれてきた定番のお祭り飲⾷メニューも提供する。イベントを通し
て⽇本古来の⽂化に触れながら、参加者同⼠の交流が⽣まれ、⽇本
ならではのお祭りを楽しんで頂くことが狙いとなっている。イベン
ト会場の案内サインやパンフレットにも英語での記載を加え、英語
対応スタッフも配置。障がいのある⽅や⾼齢者の⽅に優先的に座っ
て頂ける「優先エリア」を設置し、専任スタッフが随時ご案内す
る。また⼦供から⼤⼈まではもちろん、障がいしゃの⽅や⾼齢の⽅
などだれでも参加頂ける「ダレデモダンス」のコーナーも設けてい
る。

第25回 東京ガールズ
コレクション 2017 
AUTUMN/WINTER

東京ガールズコ
レクション実⾏
委員会

2017/9/2 2017/9/2 埼⽟県
さいたま
市

東京ガールズコレクション（TGC）は、“⽇本のガールズカルチャー
を世界へ” をテーマに、史上最⼤級のファッションフェスタとして
SPRING/SUMMER と AUTUMN/WINTER の年に2回開催し、2017
年9⽉2⽇（⼟）で25回を迎えます。最旬な⼈、ファッション、⾳
楽、企業、メディアが集結する、唯⼀無⼆のエンターテイメント
TGCは、バリアフリー対応可能な会場（さいたまスーパーアリー
ナ）で実施。また、TGC公式ホームページや会場内の案内看板を外
国語対応するなど、多くの⽅々に楽しんでいただくべく様々な対応
をしております。

⾼岡イングリッシュセ
ミナーʻ2017ʻ

⾼岡市 2017/8/24 2017/8/24 富⼭県 ⾼岡市

市内の中学⽣が郷⼟や校区の特⾊等をALTや⼩学⽣に対して英語で
紹介したり、⼩中学⽣とALTが⾼岡城跡（古城公園）を英語を楽し
みながら巡ったりと、郷⼟⾼岡のよさを理解し、郷⼟を愛する⼼情
を⾼める事業。主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度
と、外国⼈に向けて⾼岡の⽂化の魅⼒を英語で発信する⼒を養う。
会場は国指定史跡の⾼岡城跡（古城公園）と市役所。

⾼岡クラフト市場街
2017

⾼岡クラフト市
場街実⾏委員会

2017/9/22 2017/9/26 富⼭県 ⾼岡市

ものづくりのまちとして発展してきた⾼岡市の市内各所にて開催さ
れるイベント。全国と地元の作家、学⽣によるクラフト作品や地場
産業製品の数々を、20を超えるイベント、40か所以上のスポットで
楽しむことができる。作家によるクラフト作品や地場のものづくり
を「観る」「買う」、ものづくりワークショップや市内⼯場⾒学で
「体験する」、地場⾷材とクラフトを組み合わせたメニューを「⾷
べる」など、ものづくりのまち⾼岡を満喫できる3⽇間。ウェブサ
イトを英語対応にする予定にしており、海外向けにクラフトの⽂化
を発信する。

歌麿まつり
歌麿を活かした
まちづくり協議
会

2017/10/28 2017/11/5 栃⽊県 栃⽊市

江⼾時代の浮世絵師 喜多川歌麿が描いた⾁筆画の⼤作「深川の
雪」「品川の⽉」「吉原の花」は、栃⽊の豪商の依頼で描いたとい
われています。栃⽊市では、ゆかりの地として市⺠協働で事業等を
実施することによって、歌麿と栃⽊市の関わりを市内外に広く周知
するため、年間を通じて歌麿に関するイベントを開催しています。
歌麿まつり期間中は、市内各所で展⽰や講演会などを開催するとと
もに、祭りのメインイベントとして歌麿が描いた世界を再現した
「歌麿道中（花魁道中）」を開催します。なお、「歌麿道中（花魁
道中）」においては、障害者へのバリアフリーの取り組みとして、
花魁などの説明アナウンスの⼿話による同時通訳、⾞いすをご利⽤
の⽅がご覧いただきやすいよう⾞いす専⽤の観覧スペースを設けま
す。
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（県）
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（市区町村）
概要

企画展「江⼾幕府と徳
島藩―幕藩制改⾰から
みる江⼾時代―」

徳島県⽴博物館 2017/10/14 2017/11/19 徳島県 徳島市
江⼾幕府と徳島藩の「改⾰」に焦点をあて、改⾰を主導した⼈物の
肖像画や関連する古⽂書などを展⽰・紹介します。会場には、⾞椅
⼦を⽤意しています。

ふじさん書き初め
2018

認定ＮＰＯ法⼈ 
富⼠⼭世界遺産
国⺠会議 ／ 
毎⽇新聞社

2017/8/1 2018/3/31 東京都 千代⽥区

⽇本の象徴、⽇本⼈の⼼の拠り所であり、世界⽂化遺産でもある富
⼠⼭をモチーフに、⽇本の伝統⾏事である「書き初め」の普及を通
して、環境保全、⽂化を守る⼼を育むと同時に、国内外に向け「書
道」「書き初め」⽂化の普及・振興を図るため、「富⼠⼭」を題材
とした書き初め作品を全国の⼦供たちから募集し、コンクール形式
で審査、表彰します。表彰式会場となる毎⽇ホールはバリアフリー
対応となっており、また表彰式会場には外国語対応スタッフも配置
する予定です。

ぎふ清流⽂化プラザ
「県⺠ミュージカル〜
tomoni〜」

岐⾩県 2017/9/23 2017/9/23 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
展開している。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”をテー
マとしたオリジナルミュージカルを、プロのミュージカル俳優・障
がい者を含む県⺠などの出演により開催し、共⽣社会の実現を⽬指
すものである。
 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
慮を⾏う。

ぎふ清流⽂化プラザ
「清流シネマDay ア
ニメ映画「君の名は」
「聲の形」上映会」

岐⾩県 2017/9/24 2017/9/24 岐⾩県 岐⾩市

岐⾩県では、県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」において、⼦ども、
若者など次世代の⽂化芸術の担い⼿を育成することを基本コンセプ
トのひとつに掲げ、各種⽂化振興事業を展開している。本事業は、
県ゆかりのアニメ映画を上映することで、⼦ども、若者に地元岐⾩
県の魅⼒を再認識してもらうとともに、アニメ⽂化の振興を図るも
のである。
 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
慮を⾏う。

ぎふ清流⽂化プラザ
「⽇舞公演〜時空を架
ける〜」

岐⾩県 2017/10/14 2017/10/14 岐⾩県 岐⾩市

岐⾩県では、県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」において、⼦ども、
若者など次世代の⽂化芸術の担い⼿を育成することを基本コンセプ
トのひとつに掲げ、各種⽂化振興事業を展開している。本事業は、
2020年に向け、「舞踊⽂化」の振興及び県⺠ひとりひとりが次代の
⽂化芸術の担い⼿となることを啓発するため、⽇舞の公演を開催す
るものである。
 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
慮を⾏う。
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（県）
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2015年ユネスコ勧告
を読み解く―今後の我
が国の博物館像を考え
るためにー

ICOM京都⼤会
組織委員会、
ICOM⽇本委員
会、公益財団法
⼈⽇本博物館協
会、京都国⽴博
物館、ふくおか
博物館⼈材育成
事業実⾏委員会

2017/9/17 2017/9/18 京都府 京都市

2015年11⽉20⽇、ユネスコ総会で 採択された「ミュージアムとコ
レクションの保存活⽤、その多様性と社会における役割に関する勧
告」 は、現代における博物館の社会的役割等を⽰した国際的なスタ
ンダードとなるものである。本事業では、勧告策定の中⼼的役割を
果たしたユネスコ⽂化セクター・ミュージアムプログラム主任の林
菜央⽒を招へいし、策定までの経緯についての講演や、参加者との
意⾒交換を通じて、地域の中での博物館、博物館における⽇本⽂化
の国際発信⼒の向上など、勧告を踏まえた今後の我が国の博物館像
を考える。⽇本語が不得⼿な⽅には、必要に応じて英語でのサポー
トも⾏う。また、事業成果は⽇英両⾔語にて発信予定である。
〈福岡会場〉平成29年9⽉17⽇（⽇）13時〜17時 九州産業⼤学
グローバルプラザ（福岡市東区松⾹台2-3-1）
〈京都会場〉平成29年9⽉18⽇（⽉）13時〜17時 京都国⽴博物
館平成知新館講堂（京都市東⼭区茶⼭町527）

イギリスにおける⽂化
政策の動向とオリン
ピック⽂化プログラム

ICOM京都⼤会
組織委員会、
ICOM⽇本委員
会、公益財団法
⼈⽇本博物館協
会、京都国⽴博
物館

2017/9/22 2017/9/23 京都府 京都市

2019年ICOM京都⼤会及び2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技⼤会における⽂化プログラム実施に向けて、アーツカウ
ンシル・イングランドのヘドリー・スウェイン⽒を招へいし、ロン
ドンオリンピックやその後のイギリスにおける最新⽂化政策動向に
ついてワークショップ及び講演会を開催する。ワークショップでの
具体的な⽂化プログラムについての意⾒交換を通じて、外国⼈に対
する効果的な⽇本⽂化発信⽅法について議論し、⽇本⽂化の魅⼒を
再確認するとともに、その成果を講演会に反映することで、博物館
事業の発展や⽇本⽂化の国際発信⼒の向上、⼈材の育成に資する。
なお、講演会は逐次通訳により英語が不得⼿な聴衆にも配慮する。

Noh Discovering 
Tradition vol.3 「能
〜伝統の発⾒〜」

公益財団法⼈⼗
四世六平太記念
財団

2017/10/9 2017/10/9 東京都 品川区

喜多能楽堂が外国⼈のためにお届けする能楽体験と公演鑑賞を合わ
せた⼈気シリーズ企画の第３回。
第１部では、能について、能楽堂の構造についての解説に続き、
ローマ字を併記したテキストを使って会場全員で謡（うたい）を体
験。続いて会場から希望者を募り、能の楽器（笛、⼩⿎、⼤⿎、太
⿎）を順番に体験していただきます。舞台の上の体験の様⼦は客席
にも解説をしていきます。さらに今回は特別に能の扮装（装束の装
着から能⾯まで）の実演も⽤意します。そして第２部では喜多流の
能「⼟蜘蛛」全編をご覧いただきます。
解説、ご案内はシアター能楽芸術監督のリチャード・エマートさ
ん、使⽤⾔語は英語で⽇本語通訳はありません。
謡や囃⼦、そして本物の能公演鑑賞によるはじめての能楽体験を通
して、⻄欧⽂化の常識は決して⾃明ではないことを教えてくれる⽇
本の伝統の⼒を、あらためて外国⼈の皆様と考える企画です。

第２回 “⼿話”で楽し
む能狂⾔鑑賞会

公益財団法⼈⼗
四世六平太記念
財団

2017/11/24 2017/11/24 東京都 品川区

聞こえる⼈も聞こえない⼈も⼀緒になって能狂⾔を楽しんでほし
い、そんな思いを込めて喜多能楽堂がお届けする企画、初演の好評
を受けて第2回公演を開催します。
前半は⼥優・⿊柳徹⼦さんが設⽴された社会福祉法⼈トット基⾦が
擁する⽇本ろう者劇団を迎え、国内外でも評価の⾼い⼿話狂⾔「墨
塗」を上演します。後半は喜多流の能「⿊塚」をご覧いただきます
が、上演に際しては⽇本ろう者劇団の⼿話同時通訳をつけて聴覚障
害を持つ⽅々も⼀緒に能を楽しんでいただきます。また公演の途中
の間狂⾔の場⾯では演者⾃らが⼿話を交えながら演じるという前代
未聞の演出も⽤意しています。
⽇本を代表する伝統演劇の上演が、⼿話という“⾒る⾔葉”の⼒を借
りてどのような新しい姿を⾒せるのか、喜多能楽堂が提案する障害
者にとってのバリアを取り除き、健常者共々に同じ舞台を楽しむ舞
台公演の形です。
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第27回全国⼩・中学
⽣筝曲コンクールin宇
部

宇部市 2017/8/5 2017/8/6 ⼭⼝県 宇部市

全国でも数少ない⼿造りによる箏の製作が⾏われている宇部市で
は、伝統⽂化である箏曲の普及・振興を図るとともに、地域⽂化活
動の促進や⼦どもたちの豊かな⼈間性と情操の育成を図ることなど
を⽬的に、今年度も「第27回全国⼩・中学⽣箏曲コンクール in 宇
部」を開催いたします。また、より⼀層、箏曲の普及啓発を図るた
め、今回、箏曲正絃社の皆さんによる「邦楽ミニ演奏会」も併せて
⾏います。「邦楽ミニ演奏会」では、障害者につき、介助者１名ま
では⼊場料無料とし、会場はバリアフリー対応・⾞椅⼦専⽤スペー
スを設けるなど、障害者にとってのバリアフリーをなるべく取り除
き、障害の有無に関わらず、誰もが⽂化事業等に参画できる社会の
実現に向けた取り組みも併せて⾏いたいと考えています。

第45回相模⼈形芝居
⼤会

神奈川県、相模
⼈形芝居連合会

2018/2/12 2018/2/12 神奈川県 横浜市

当事業は、神奈川県を代表する⺠俗芸能の⼀つである相模⼈形芝居
の５座の合同公演を開催することで、伝統ある相模⼈形芝居に触れ
る機会を提供し、地域の伝統芸能の普及及び振興を⽬的としていま
す。また、より⼀層⼈形芝居に興味をもって頂けるように、ワーク
ショップの要素を取り⼊れた⼈形芝居教室を⾏います。毎年多くの
⽅に御来場頂いており、障害者の⽅にも、⾞椅⼦スペースを確保す
るなど、気軽に鑑賞頂けるような取組を⾏っています。※鑑賞に
は、事前申込が必要です。詳しくは、11⽉頃にHP等でお知らせい
たします。
【上演演⽬（予定）】・鎌倉三代記 三浦別れの段（前⿃座）・御
所桜堀川夜打 弁慶上使の段（林座）
・⽣写朝顔話 宿屋の段から⼤井川の段（下中座）・壷坂観⾳霊験
記 ⼭の段から⾕の段（⾜柄座）
・伊達娘恋緋⿅⼦ ⽕の⾒櫓の段（⻑⾕座）

第２８回 ⾼津区⺠⾳
楽祭

川崎市⾼津区役
所地域振興課

2017/11/25 2017/12/3 神奈川県 川崎市

⾼津区⺠⾳楽祭は地域に芽⽣えた⾳楽を通して、区⺠との出会いと
交流を深め、⾳楽を愛する区⺠の輪を広げ、歴史と伝統にはぐくま
れたまち・⾼津の⾳楽⽂化を発展させるために⾏っている市⺠参加
型の事業です。例年バンド、器楽、コーラス⽇程と３⽇程⾏ってお
り、今年度は器楽⽇程に吹奏楽、ウクレレ、オカリナ、フルート、
ハーモニカ、⼆胡といった楽器の他に、和太⿎や⼤正琴など海外で
も注⽬されている、⽇本の楽器の団体の出演もあります。
また、区内にリニューアル開館した⽇本を代表する童謡作家の⼩⿊
恵⼦⽒を紹介する、「⼩⿊恵⼦童謡記念館」ともコラボ企画を⾏う
予定です。なお、会場はバリアフリーとなっておりますので、⾞い
すの⽅にもお楽しみいただけます。

神奈川県⺠ホール・オ
ペラ・シリーズ オペ
ラ「魔笛」全2幕（ド
イツ語上演・⽇本語字
幕付）

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2018/3/11 2018/3/18 神奈川県 横須賀市

神奈川県⺠ホールが開館以来⾏っている⾃主制作のオペラ公演。県内各地域の
⽂化施設と連携し舞台芸術鑑賞の機会創出とオリンピック・パラリンピックに
向けた機運醸成を計るべく、よこすか芸術劇場、相模⼥⼦⼤学グリーンホール
でモーツァルトの名作「魔笛」を川瀬賢太郎指揮、宮本亜⾨演出、オール⽇本
⼈キャストにより上演する。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、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。
オペラ「魔笛」全2幕（ドイツ語上演・⽇本語字幕付）
①平成30年3⽉11⽇(⽇)14:00開演予定 よこすか芸術劇場 ②平成30年3⽉
18⽇(⽇)14:00開演予定 相模⼥⼦⼤学グリーンホール ⼤ホール【指揮】川
瀬賢太郎 【演出】宮本亜⾨ 【出演】ザラストロ：⼤塚博章 タミーノ：鈴
⽊准 パミーナ：幸⽥浩⼦ ほか 【合唱】⼆期会合唱団 【管弦楽】神奈川
フィルハーモニー管弦楽団
≪関連企画≫ 舞台芸術講座 オペラ「魔笛」の魅⼒
①平成30年2⽉11⽇(⽇)14:00開演 杜のホールはしもと ②平成30年2⽉18
⽇(⽇)14:00開演 ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
≪関連企画≫ 「魔笛」ハイライトコンサート ※⽇時会場等調整中
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

「いしかわ⽂化推進期
間」普及事業

⽯川県 2017/10/15 2017/11/3 ⽯川県 ⽯川市

いしかわ⽂化振興条例において規定した、10⽉第3⽇曜⽇の「いし
かわ⽂化の⽇」から、11⽉3⽇までの「いしかわ⽂化推進期間」
に、県内全域で展覧会やワークショップ、講座等の多様な⽂化イベ
ントを開催する。会場では、貸出⽤の⾞椅⼦を備えるなど、障害者
の参加に配慮している。

練⾺アニメカーニバル
2017

練⾺アニメカー
ニバル推進連絡
会

2017/10/14 2017/10/15 東京都 練⾺区

練⾺区は、⽇本初のカラー⻑編アニメ映画「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す。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、国内有数の産業集積地と
なっています。
 こうした「アニメのまち 練⾺区」を広くPRし、重要な産業であ
るアニメーションを、より深く、楽しく、⾝近に感じていただくこ
とを⽬的に様々な企画を展開します。アニメステージやアニメ制作
体験、アニメや漫画の関連展⽰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です。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し、広く
発信しています。

国宝応援プロジェクト 
発⾜イベント

株式会社⼩学館 2017/9/4 2017/9/4 東京都 千代⽥区

東京オリンピック・パラリンピックに向け、⼤勢の外国⼈の来⽇があり、
世界中で⽇本への関⼼が⾼まっています。彼らに対し⾃信をもって⽇本⽂
化を伝えるためには、まず我々国⺠がその魅⼒を再認識する必要がありま
す。今年は⽇本美術の最⾼峰ともいえる「国宝」という概念が誕⽣して
120年という節⽬の年であり、⼩学館は9⽉5⽇に国宝に関する新雑誌を
創刊します。また、9⽉4⽇に「国宝応援プロジェクト」を発⾜し、外国
⼈を含む⼀般の⽅が参加する発⾜イベントを⾏います。
尚、イベントでは新雑誌監修者である⼤学教授を招き、国宝の意義等を講
演。海外並びに外国⼈の⽅へは英語版対応している既存の⼩学館Webサ
イト「intojapanwaraku」(https://intojapanwaraku.com/EN/)を活⽤
し情報発信していきます。また、イベント当⽇は⼀般の⽅の参加に加え、
⽇本の報道各社、海外メディアを呼びこの取組を広く全国、全世界へ発信
していきます。

第３回 アールブ
リュット和歌⼭展 魂
のであうところ

社会福祉法⼈ 
和歌⼭県福祉事
業団

2017/9/13 2018/3/7 和歌⼭県 御坊市

２０１５年より、企画展「アールブリュット和歌⼭展 魂のであう
ところ」を開催しています。本事業の⽬的である「共⽣社会（⼈格
と個性を尊重し⽀え合える社会）の実現」を達成するため、今年も
開催し、和歌⼭県で芽吹いたアールブリュットという表現活動を定
着させていきたいと考えています。
和歌⼭県内の４ヶ所で「展覧会」を開催し、既成の概念に捉われな
い芸術の魅⼒を多くの皆さんと共有していきます。また、関係者の
関係づくりを進め、ネットワークを構築し、「⾯」的に活動を推進
する体制を築き、当県の障害者の芸術⽂化活動の振興を図っていき
ます。
なお、各会場はバリアフリーであると共に、普段は、障害福祉サー
ビス事業所等で勤めている⽀援職員が、受付担当として常駐し、観
覧のサポートを⾏います。

60



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

J-CULTURE FEST／
にっぽん・和⼼・初詣

株式会社東京国
際フォーラム

2018/1/2 2018/1/3 東京都 千代⽥区

東京国際フォーラム開館20周年事業として2017年1⽉に実施した
「J-CULTURE FEST」は⽇本⽂化の多彩な魅⼒を楽しく、気軽に体
験できる正⽉イベントです。伝統芸能の分野で活躍する⼀流の出演
者による「公演プログラム」と、和装着付体験、全国各地のお雑煮
⾷べ⽐べなどが楽しめる⼊場無料の「正⽉テーマパーク」を展開
し、幅広い世代の⽇本⼈及び外国⼈が⽇本⽂化に親しむ機会を提供
します。外国⼈対応として英語版WEBサイトやチラシ制作のほか、
会場に語学対応スタッフを配置してお迎えする予定です。東京の中
⼼地、東京国際フォーラムから⽇本⽂化の魅⼒と新春の賑わいを発
信する「J-CULTURE FEST」にぜひご来場ください。

モンテヴェルディ⽣誕
450年記念特別公演 
歌劇「ポッペアの戴
冠」3幕（演奏会形
式）

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/11/25 2017/11/25 神奈川県 横浜市

開館以来62年を経てもなお県⺠に親しまれている当館は、バロッ
ク・オペラに適した空間サイズと⾳響特性を有しており、様々なバ
ロック･オペラの上演を重ねてきた。「バヤゼット」「オルフェオ」
「メッセニアの神託」は、専⾨家にも⾼く評価され、近年の当館の
主催事業を特徴づける企画の柱ともなっている。これらの実績を踏
まえ、本年が⽣誕450年となるモンテヴェルディの代表作「ポッペ
アの戴冠」を、⽇本を代表する古楽演奏団体バッハ･コレギウム･
ジャパンの演奏で「演奏会形式」で上演。⽇本語字幕をつけるとと
もに、「⾳楽」という共通⾔語で、⾔語の壁を取り除いている。ま
た、チケットの購⼊では、英語での案内を実施し、アクセス情報で
は中国語・韓国語・英語を取り⼊れている。

⾳楽堂クリスマス⾳楽
会「メサイア」全曲演
奏会

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/12/10 2017/12/10 神奈川県 横浜市

地元アマチュア合唱団がプロのオーケストラ、ソリストと共演し、
「メサイア」の全曲を演奏する、合唱県神奈川を代表する⾳楽堂伝
統の公演が27年度に50回⽬を迎えた。この⻑寿企画を⾼校⽣の参加
により活性化しようと23年度から開始した「『メサイア』未来プロ
ジェクト」は、その年に全曲演奏を果たし、新たなスタートを飾っ
た。引き続き神奈川県合唱連盟と連携し、本プロジェクトを更に継
続することで、若い世代の参加促進、定着と、合唱を⽣きがいとし
ている中⾼年との交流を促し、更なる活性化を⽬指す。参加者には
外国⼈も居り、「⾳楽」という共通⾔語で、⾔語の壁を取り除いて
いる。また、チケットの購⼊では、英語での案内を実施し、アクセ
ス情報では中国語・韓国語・英語を取り⼊れている。

三ツ橋敬⼦の新☆夏休
みオーケストラ！

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/8/9 2017/8/12 神奈川県 横浜市

県内の⾳楽拠点として⾳楽堂の⾳響と空間、歴史性を最⼤限に活⽤
し、⼦ども・⻘少年の鑑賞機会の拡⼤と多⾯的な体験の広がりを⽬
指す。地域のオーケストラである神奈川フィルハーモニー管弦楽団
によるクオリティーの⾼いオーケストラ演奏を中⼼に、夏休み中の
4⽇間集中的に⾏う様々な体験型企画で、⾳楽そのものとの出会
い、「⾳楽と向き合う⼤⼈たち」との出会いを⽤意し、⼦どもたち
が⾳楽芸術への理解と興味を深めるきっかけとする。気鋭指揮者・
三ツ橋敬⼦と共に、企画内容の⼯夫と刷新に取り組み、「⾳楽」と
いう共通⾔語で、イギリスのファシリテーターを招聘してのワーク
ショップも実施し、原語の壁を取り除いている。チケットの購⼊で
は、英語での案内を実施し、アクセス情報では中国語・韓国語・英
語を取り⼊れている。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

芸術監督プロジェクト
公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2018/1/20 2018/1/20 神奈川県 横浜市

公益財団法⼈神奈川芸術⽂化財団は、神奈川県⺠ホール、KAAT神
奈川芸術劇場も管理運営しており、各館の特徴を⽣かした質の⾼い
事業を展開するために、芸術監督として、⾳楽部⾨に⼀柳慧、演劇
部⾨に⽩井晃を擁している。こうした特設を活かし、事業は⾳楽堂
で、両芸術監督監修の下、ジャンルの壁を超えた柔軟な発想と⾒
識、芸術性を持って、歴史ある⽊のホールの⾳響と空間に新たな活
性を与えるような⾳楽公演を⾏う。「⾳楽」という共通⾔語で⾔語
の壁を超え、芸術振興へと道を拓くことをめざす。また、チケット
の購⼊では、英語での案内を実施し、アクセス情報では中国語・韓
国語・英語を取り⼊れている。

⾳楽堂アフタヌーン・
コンサート ⼭⽥和樹
指揮「東京混声合唱
団」特別演奏会

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/8/29 2017/8/29 神奈川県 横浜市

⾼齢化社会を迎え、健康で活動的な⾼齢者・リタイア世代に「コン
サートを楽しむ」というライフスタイルを提案し、この世代の⼼の
豊かさと成熟した社会の実現に向けて公演を継続的に実施し定着さ
せる。指揮者・⼭⽥和樹と東京混声合唱団の組み合わせを軸に平成
28年から5年にわたって公演を実施。本年は、「合唱とバレエの共
演」をテーマとし、作曲家・上⽥真樹に「合唱とバレエのための作
品」を委嘱し、元ベルリン国⽴バレエ所属・針⼭愛美の共演により
初演し、「⾳楽」という共通⾔語で、⾔語の壁を取り除くことを試
みる。また、チケットの購⼊では、英語での案内を実施し、アクセ
ス情報では中国語・韓国語・英語を取り⼊れている。

お台場観光局 
（イベント情報サイ
ト）

株式会社 お台
場観光局

2017/8/10 2018/8/9 東京都 港区

臨海副都⼼エリアを中⼼に最新のイベント情報から地域情報まで配
信し、魅⼒ある⽇本⽂化を世界へ配信に取り組んでいます。本サイ
トは視聴者（外国⼈も含む）の⽬線で運営し、各国のフェスティバ
ルから⾻董市イベントまで⽇本⽂化の賑わい創出をサポートするイ
ベント情報サイトです。また、若者から⾼齢者まで幅広く閲覧され
ており、実際にイベントを取材し、イベントレポートとしてご紹介
させていただき、多⾔語表記により⽇本⽂化の魅⼒をお届けする
WEBサイトです。

⿃居⿓蔵セミナー第3
回「⿃居⿓蔵のベスト
セラー『有史以前の⽇
本』－⽇本⼈成⽴論を
めぐって－」

徳島県⽴⿃居⿓
蔵記念博物館

2017/9/18 2017/9/18 徳島県 徳島市

⿃居⿓蔵(1870－1953)は、徳島県出⾝で、⽇本の⼈類学･⺠族学･
考古学の黎明期をリードした研究者です。彼の研究は多岐にわたっ
ていますが、とくに⼤きな功績の⼀つとして、東アジア各地での現
地調査を通じて、⽇本⼈や⽇本⽂化の起源を探究したことが挙げら
れます。今も、「⽇本⼈はどこから来たのか」という問いに対する
答えを探し求める研究が⾏われていますが、⿃居はその先駆者だっ
たのです。そして、彼の研究成果の集⼤成というべき著作が『有史
以前の⽇本』(1918年刊)で、9版を重ねたベストセラーとなりまし
た。この講座では、『有史以前の⽇本』において論じられた⽇本⼈
の成り⽴ちについて学説などを紹介します。会場がバリアフリー対
応であり、⾞いすも準備している。

東京国⽴博物館 留学
⽣の⽇

東京国⽴博物館 2017/11/3 2017/11/3 東京都 台東区

2017年11⽉3⽇(⾦・祝) 9:30〜21:00(⼊館は閉館の30分前ま
で)、⽇本の学校に所属する留学⽣、ALT(外国語指導助⼿)および、
その同⾏者は総合⽂化展(本館、平成館1階、東洋館、法隆寺宝物館)
の観覧が無料となります。
留学⽣の⽇に合わせ、当館ボランティアが待機し、時間中いつで
も、英語にて作品の紹介をします。
また、当館の茶室である応挙館・九条館にて留学⽣のためのお茶会
を開催します。歴史ある建物のなかで、⽇本の伝統⽂化である茶道
をお楽しみいただけます。留学⽣の⽇のチラシは、⽇本語学校や各
国⼤使館へ送付し、より多くの留学⽣に⽇本の⽂化に親しんでもら
うよう広報を⾏っています。
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（県）
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概要

第72回徳島県美術
展・第13回徳島県こ
ども美術展

徳島県⺠⽂化祭
開催委員会・徳
島県美術家協
会・徳島新聞社

2017/10/6 2017/10/25 徳島県 徳島市

広く県⺠から個性と創造性豊かな作品を公募し、公開審査により、
優秀な作品を選ぶ。優れた作品は、展⽰・表彰し、県内美術愛好家
の活性化を図る。郷⼟の優れた美術鑑賞の機会を県⺠に提供するこ
とで、本県の芸術⽂化の発達振興に寄与する。展⽰会場において
は、誰もがたやすく鑑賞できるようにバリアフリーに対応した会場
とし、⼈にやさしい環境を整える。併せて、次世代の育成を⽬指し
て、⼩・中学⽣を対象とするこども美術展を開催する。

森まゆみ講演会

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、森まゆみ
講演会実⾏委員
会、⼀般社団法
⼈岡⼭県建築⼠
会

2017/9/3 2017/9/3 岡⼭県 岡⼭市

1984年に3⼈の若い主婦によって創刊された地域雑誌「⾕中・根
津・千駄⽊」。通称⾕根千は、東京の昔ながらの町や⽂化⼈も多く
住んだ町の歴史を掘り起こし、記憶を記録に変えてきました。2009
年に終刊するまで10,000部の地域雑誌として地元に愛されながら、
この地域へ⾒学や散歩の⼈々を誘ってきました。今回、その編集者
の⼀⼈である作家の森まゆみさんを招いて、⾕根千のまちづくりを
ベースに今も新たな世代によって受け継がれるまちづくりの数々に
ついてご講演いただき、岡⼭のまちづくりや観光についてみなさん
とともに考えていきます。会場はバリアフリー仕様としておりま
す。

第11回岡⼭県川柳⼤
会

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県川
柳協会

2017/9/9 2017/9/9 岡⼭県 笠岡市
広く県内外から柳⼈を招き、川柳作句を通して交流を深め、その資
質を⾼める⽂化活動とする。当⽇出題される題に対して作句し、選
者により選考・表彰する。会場はバリアフリー仕様とします。

まちを彩る⻄川緑道公
園 造園設計家・伊藤
邦衛を感じる

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、（公財）
岡⼭市スポー
ツ・⽂化振興財
団、岡⼭⼤学地
域総合研究セン
ター

2017/10/25 2017/10/25 岡⼭県 岡⼭市

岡⼭市の中⼼部にある⻄川緑道公園は、⽔と緑の憩いの空間として
多くの⼈々に親しまれ、近年では、若い世代の⼈たちがおしゃれに
楽しみ、多くの⼈々が訪れる岡⼭を代表する魅⼒的な空間です。こ
の公園は、今から35年以上前、伊藤邦衛という⼀⼈の造園設計家に
よって設計されました。今回は、⽣前の伊藤先⽣と親交があった福
井県⽴⼤学学⻑の進⼠五⼗⼋先⽣をお迎えし、伊藤先⽣の設計思想
と⻄川緑道公園の魅⼒についてお話しいただくとともに、伊藤先⽣
の⻑⼥、齋藤菜々⼦さんと対談いただき、公園の魅⼒を再認識し、
公園と⼀体となったまちづくりについて、皆さんと考えていきま
す。なお、会場はバリアフリー仕様となっております。

⽮掛まちあるき⽂化祭
〜⾳楽の散歩道〜

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽮掛まち
あるき⽂化祭実
⾏委員会

2017/9/3 2017/9/3 岡⼭県 ⼩⽥郡

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に繰り広げられる⾳楽イベント。期間中の
各⽇曜⽇に「やかげ町家交流館」の「⾕⼭サロン」を主会場に、県
内を中⼼に活躍するアーティストや⼤学のサークル、町内在住の⾳
楽愛好家などによるミニコンサート等を開催します。また、10⽉28
⽇(⽇)には、メインイベントとして、アーティストや⾳楽愛好家が
⼀堂に会し、屋外特設ステージでリレーコンサートを実施します。
当⽇は、ワークショップや飲⾷・物販ブース等も設け、秋の⼀⽇を
楽しめるイベントです。主には無料ですが、⼀部有料(500円)の⽇
もあります。なお、会場はバリアフリー仕様となっています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

アートの今・岡⼭２０
１７「表装」新⾒会場

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、「アート
の今・岡⼭」展
実⾏委員会、岡
⼭県天神⼭⽂化
プラザ、新⾒
市、新⾒市教育
委員会、新⾒美
術館、勝央町、
勝央町教育委員
会、勝央美術⽂
学館

2017/9/9 2017/9/9 岡⼭県 新⾒市

「アートの今・岡⼭」は、岡⼭における現代美術表現の「今」の姿
を紹介する企画展。今回は、⽇本の伝統技術「表装」の現代におけ
る新たな可能性に注⽬。岡⼭の表具師と新進アーティストがともに
考え対話を重ねながら現代美術と表装との融合を試みました。互い
の表現や技術に対して「はじめまして」の関係から始まる新しい創
造。みずみずしい感性と伝統的な装いが織りなす洋魂和才の表現を
ご覧いただきます。会場はバリアフリー仕様です。

まちかどコンサート 
上之町プロジェクト

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、⼤
好きプロジェク
ト実⾏委員会・
FiXX

2017/9/10 2017/9/10 岡⼭県 岡⼭市

街を歩くと⾳楽に触れあうことができる「おかやま」を演出。商店
街の活性化と⽂化の向上を図る。岡⼭演奏家協会、柾⽊和敬と若き
アーティストたちによる歌唱や演奏をお楽しみいただけます。会場
は商店街でバリアフリー仕様となっています。

郷原漆器制作体験会
「漆の雫」

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、おかやま
県⺠⽂化祭地域
フェスティバル
in真庭実⾏委員
会、真庭市、郷
原漆器の館

2017/9/10 2017/9/10 岡⼭県 真庭市

岡⼭県北の蒜⼭地域に根ざしている郷原漆器。全国的にも例が少な
い「漆掻き」体験をはじめ、⽊地挽きから漆塗りなどが包括的に体
験できる「郷原漆器制作体験会」を企画しました。また、津⿊⾼原
荘とのタイアップにより、漆器を利⽤して蒜⼭の郷⼟料理も楽しむ
ことができ、⽇本⼈にも外国⼈にもお楽しみいただけます。なお、
会場はバリアフリー仕様としております。

第30回岡⼭県マーチ
ングコンテスト・第
36回岡⼭県⼩学校バ
ンドフェスティバル

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県吹
奏楽連盟

2017/9/18 2017/9/18 岡⼭県 岡⼭市

県内各地の⼩・中学校・⾼等学校のマーチングバンド及び⼩学校の
吹奏楽部の児童・⽣徒が⼀堂に会し、互いの演奏・演技を発表する
ことにより、吹奏楽の技術向上を図るとともに⻘少年育成、⽣涯学
習の充実、さらに地⽅⽂化の発展に寄与したい。また、優秀な団体
を中国⼤会（中国５県の優秀団体が出演し全国⼤会への出演を競
う）へ推薦する。会場はバリアフリー仕様とします。

マチノブンカサイ

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、特
定⾮営利活動法
⼈ENNOVA 

2017/9/23 2017/9/23 岡⼭県 岡⼭市

廃校を舞台にした、市⺠が主役の⽂化祭企画です。プロミュージ
シャンによるライブ、地元作家によるワークショップ、⼈気飲⾷店
による屋台などを展開。地域交流を図りながら、⼦どもから⼤⼈ま
で、⼀⽇を通して楽しめる内容となっています。会場は、バリアフ
リー仕様としております。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第16回岡⼭県マーチ
ングバンド・バトント
ワーリング岡⼭県⼤会

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県
マーチングバン
ド協会、岡⼭県
バトン協会

2017/9/23 2017/9/23 岡⼭県 岡⼭市

岡⼭県マーチングバンド協会・岡⼭県バトン協会に加盟する各団体
が⼀堂に集い、普段の練習の成果を披露することにより活動の⼀層
の充実・向上と各団体相互の交流を深める。また、多くの観客の中
で演奏・演技することにより、豊かな情操と感性を育み、ひいては
⻘少年の健全育成と⾳楽⽂化に寄与する。さらにコンテスト部⾨で
はそれぞれの中国⼤会の予選として開催する。なお、審査に関して
は各団体の参考になるように取り組み、参加団体の今後の課題提供
の場とする。会場はバリアフリー仕様とします。

県庁アートギャラ
リー・岡⼭スマイル―
シブ作品展

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県保
健福祉部障害福
祉課

2017/9/11 2017/9/22 岡⼭県 岡⼭市

岡⼭県では、障害のある⼈の創作活動を⽀援し、その素晴らしさ、
魅⼒を発信するとともに、障害のある⼈への県⺠の理解を深めてい
ただくため、県庁舎内に障害のある⼈の個性あふれる作品を展⽰し
ています。
今回の企画は、通常は、⼩型の作品数点を２か⽉ごとに⼊れ替え、
展⽰しているところですが、今年度５⽉開催の⼭陽新聞社会事業団
主催「きらぼし★アート展『岡⼭スマイルーシブ作品展（全県公募
展）』」において、同事業団から特別賞及び⼊賞を受賞した１０作
品を展⽰することで、２０２０年開催の東京オリンピック・パラリ
ンピックを⾒据え、障害のある⼈の芸術⽂化活動を推進しようとす
るものです。なお、会場は、バリアフリー仕様としております。

ワークショップ 覗い
てみよう！バロックダ
ンス

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、岡
⼭県演奏家協会

2017/9/16 2017/9/16 岡⼭県 岡⼭市

多様な⾳楽に触れることを通じて、⼦どもや若者の豊かな⼼と感性
を育てる⽬的で、毎年、ジャンルを変えながら、また、⼦どもたち
にもわかりやすい演出を⼯夫しながら開催している⾳楽コンサート
に先⽴ち、⼦どもたちを対象に当該⾳楽コンサートのジャンルに関
連した内容で実施しているワークショップです。今年は、難しい印
象の「バロック⾳楽」ですが、現代の⽣活の中で、無意識のうちに
様々なバロック⾳楽を⽿にしています。バロック⾳楽が誰にでもわ
かりやすく、実は⾝近なものであることを感じてもらいます。特
に、⽇本⽂化の次世代を担う⼦どもたちを対象としたこのワーク
ショップを通じて多様な⽂化に触れ、魅⼒を理解してもらい、⾳楽
のみならず、様々な⽇本⽂化の継承につなげていきます。なお、会
場はバリアフリー仕様としています。

バロックコンサート〜
今よみがえるバロック
の輝き〜

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、⽂化がま
ちに出る！地域
いきいきプロ
ジェクトin備前
実⾏委員会、岡
⼭県演奏家協会

2017/9/17 2017/9/17 岡⼭県 岡⼭市

多様な⾳楽に触れることを通じて、⼦どもや若者の豊かな⼼と感性
を育てる⽬的で、毎年、ジャンルを変えながら、また、⼦どもたち
にもわかりやすい演出を⼯夫しながら開催している⾳楽コンサート
です。今年は、難しい印象の「バロック⾳楽」ですが、現代の⽣活
の中で、無意識のうちに様々なバロック⾳楽を⽿にしています。バ
ロック⾳楽が誰にでもわかりやすく、実は⾝近なものであることを
感じてもらいます。特に、⽇本⽂化の次世代を担う⼦どもたちの豊
かな⼼と感性を育てるため、⼩学⽣以下の⼦どもたちは招待とし、
多様な⽂化に触れ、魅⼒を理解することで⾳楽のみならず、様々な
⽇本⽂化の継承につなげていきます。なお、会場はバリアフリー仕
様としています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⿃居⿓蔵セミナー第４
回「⿃居⿓蔵、南⽅を
探る－⽇本⼈の起源を
求めて－」

徳島県⽴⿃居⿓
蔵記念博物館

2017/11/11 2017/11/11 徳島県 徳島市

⿃居⿓蔵(1870－1953)は、徳島県出⾝で、⽇本の⼈類学･⺠族学･
考古学の黎明期をリードした研究者です。彼の研究は多岐にわたっ
ていますが、とくに⼤きな功績の⼀つとして、東アジア各地での現
地調査を通じて、⽇本⼈や⽇本⽂化の起源を探究したことが挙げら
れます。今も、「⽇本⼈はどこから来たのか」という問いに対する
答えを探し求める研究が⾏われていますが、⿃居はその先駆者だっ
たのです。本セミナーは、⿃居⿓蔵が残した南アジア、太平洋地域
についてのメモ・ノート類を素材に南⽅への関⼼を探るとともに、
⽇本⼈起源論との関連について考えます。会場がバリアフリー対応
である。⾞いすも準備している

第１７回やまなし県⺠
⽂化祭 やまなしフ
レッシュコンサート
（第２回）

⼭梨県 2017/8/13 2017/8/13 ⼭梨県 甲府市

 ⽂化芸術活動に取り組む若者に発表の場を提供し、技術の向上と
⽂化芸術の担い⼿としての育成を図るとともに、若い演奏者の発表
を⾝近で鑑賞し、多くの県⺠に気軽に⽂化に親しんでもらうことに
より、⽂化芸術の振興を図ることを⽬的として、フレッシュコン
サートを開催する。年６回開催予定のフレッシュコンサートの第２
回⽬であり、今回の内容は、⾳楽を学ぶ⾼校⽣によるサックスアン
サンブルコンサートである。
 会場は、バリアフリー化されており、障害者、健常者を問わず、
誰もが楽しめるコンサートである。

⽇露交歓コンサート２
０１７

⼭梨県、⽇露交
歓コンサート２
０１７実⾏委員
会

2017/9/30 2017/10/1 ⼭梨県
南都留郡
富⼠河⼝
湖町

 ロシアの⼀流演奏家を招き、県⺠が質の⾼い⾳楽に触れる機会を
提供するとともに、県内若⼿演奏者との交流演奏を通じて、⽂化芸
術の担い⼿育成や本県の⽂化芸術振興を図ることを⽬的として、⽇
露交歓コンサート2017を開催する。また、気軽に⼀流の演奏に触れ
ていただく機会を提供するために、ミニ演奏会を併せて開催する。
 本演奏会、ミニ演奏会ともに、障害者、健常者を問わず、誰もが
楽しめるコンサートである。

ドイツグルメッセ
2017

⼀般社団法⼈ 
鳴⾨市うずしお
観光協会

2017/9/30 2017/10/1 徳島県 鳴⾨市

鳴⾨市ドイツ館は、⼤正時代、現在の徳島県鳴⾨市に存在したドイツ⼈捕虜収
容所「板東俘虜収容所」の史料館です。
板東俘虜収容所は捕虜たちに⾃主性を持たせ、⼈道的な管理体制を敷いたこと
から模範収容所と評されました。
当時のドイツ⼈捕虜たちは地域住⺠との交流を盛んに⾏い、現在にいたるまで
続く、鳴⾨とドイツの⽇独友好の基礎を築きました。
鳴⾨市ドイツ館では、この⽇独友好を語り継ぐため、様々な関連イベントを
⾏っています。
ドイツグルメッセ2017では、ワイン、ビール、ソーセージ、パン、スイーツな
ど、多くのドイツ⾷品が販売されます。
数あるグルメの中には、徳島の伝統菓⼦和三盆と、ドイツの伝統菓⼦バウム
クーヘンをコラボレーションさせた
和三盆バウムクーヘンなども登場し、ドイツの⾷を通して、⽇本の伝統⾷のこ
とも知っていただけます。
会場はバリアフリー対応しており、⾞いすのお客様もご利⽤いただけます。
また、外国語（英語）対応が可能なスタッフも常駐しております。

前橋汀⼦カルテット
ふれあいファシ
リティズ

2017/10/1 2017/10/1 岐⾩県 岐⾩市

① ⽇本を代表するヴァイオリニスト、前橋汀⼦が率いるカルテット
による、極みの弦楽四重奏コンサート。
繊細且つ⼒強い演奏で聴く⼈を惹きつけ、次代を担う⾳楽家の発展
また⾳楽⽂化の向上に寄与する取組である。
② バリアーフリーの取り組みについては、当ホールの客席に6席分
の⾞いすスペースがあり、サラマンカホールスタッフがいつでも対
応できる様になっている。
また、当ホールには、アシストフォンの⽤意もあり、⽿の不⾃由な
⽅でも⾳楽をお楽しみして頂ける取り組みをしている。

66



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

サラマンカホールホー
ルクリスマスコンサー
ト2017「クリスマス
物語Ⅱ」

ふれあいファシ
リティズ

2017/12/24 2017/12/24 岐⾩県 岐⾩市

① 12⽉24⽇（⽇）このコンサートのために公募の県⺠合唱団を作
り演奏を⾏い、地域全体を⾳楽の⼒で盛り⽴てる取り組みを通じて
新たな⽇本⽂化を発信する。
またホールが育成している少年少⼥合唱団や地域で活躍しているソ
リスト松波千津⼦、荒川裕介両⽒も加え、
ホールのパイプオルガン演奏も交えてのコンサートで新たな⽇本⽂
化の発信をする。
オペラの作品を中⼼に⾏うプログラムになっているが、原語ではな
く⽇本語で演奏するなど、⽇本語の良さと魅⼒を発信する。
② バリアーフリーの取り組みについては、当ホールの客席に6席分
の⾞いすスペースがあり、サラマンカホールスタッフがいつでも対
応できる様になっている。
また、当ホールには、アシストフォンの⽤意もあり、⽿の不⾃由な
⽅でも⾳楽をお楽しみして頂ける取り組みをしている。

三重県⽂化会館プロ
デュース 第七劇場 
⽇台国際共同プロジェ
クト Notes 
Exchange vol.2「１
９８４」

（公財）三重県
⽂化振興事業団

2017/11/25 2017/11/26 三重県 津市

三重県津市を拠点とする「第七劇場」と台湾台北市を中⼼に活動す
る国際派カンパニー「Shakespeare's Wild Sisters Group」による
３年スパンでの演劇の国際共同プロジェクトの２年⽬。⾔語・歴
史・⽂化が異なる２つの地域の団体がお互いの違いを受け⼊れなが
ら制作を⾏い、平成29年度は共同製作としてジョージ・オーウェル
のSF⼩説の⾦字塔「1984」に挑む。⽇本語・中国語（字幕有）で
公演を⾏う。

ミュージアム周遊パス 福岡県 2017/10/1 2017/12/31 福岡県 太宰府市
福岡県内及び九州・沖縄の美術館、博物館等で利⽤できるミュージ
アムパスを発⾏し、国内外の観光客等に⽂化施設の利⽤促進を図
る。

前進座 初春特別公演 劇団前進座 2018/1/11 2018/1/23 京都府 京都市

演⽬「初姿先⽃賑」他
新春にふさわしい華やかな⽇本舞踊をバラエティ豊かに織り交ぜた
舞踊絵巻と狂⾔をもとにした⾯⽩おかしい舞踊劇。⽇本舞踊、狂
⾔、落語という⽇本の伝統的な芸能⽂化を織り交ぜてご覧いただき
ます。動きで内容がつかめるので外国⼈にも楽しんでいただけま
す。⽇本の⽅も伝統的な踊りや芝居を観る機会です。

第８８回第⼀美術京都
展

第⼀美術協会 2017/8/15 2017/8/20 京都府 京都市
第88回第⼀美術展（本展5/31〜6/12国⽴新美術館開催）の陳列作
品より受賞作品を中⼼に正会員の優秀作品110点を選抜、加えて関
⻄地域作家の出品作品を審査の上併せて陳列展⽰する

さくら市主催 オペラ
「⾬情とひろとお⽉さ
ま」

さくら市 2017/8/1 2017/3/31 栃⽊県 さくら市

  平成27年３⽉市制１０周年記念事業としてさくら市縁の童謡詩⼈野⼝⾬
情と喜連川出⾝の妻ヒロを題材にした創作オペラ「⾬情とひろとお⽉さ
ま」の本公演（初演）を⾏い好評を得ました。その舞台に参加した市⺠か
ら再演の熱望を受け、平成28年から毎年オペラのハイライト公演を⾏
い、現在2020年３⽉の本公演に向かって準備をしています。
 2017（平成29)年度は8⽉から市⺠合唱団となる講座⽣を募集し、9⽉
16⽇から共演するソリスト、作曲家、演出家、指揮者を講師に、全19回
の講座を経て、平成30年3⽉4⽇(⽇)に、「⾬情とひろとお⽉さま」オペ
ラの後半部分である、⾬情とひろの幸せな⽣活、⽣まれてまもない⼦の死
亡、夫婦の別離部分を披露する予定です。
 ⽇本のトッププロと市⺠の織りなす3⽉4⽇(⽇)の舞台は野⼝⾬情の童
謡等を主軸に親しみのある楽曲で構成した歌劇なため、⼤⼈からこども、
外国⼈にも楽しめる内容です。また、より多くの⽅に楽しんで頂けるよ
う、⾞いすエリアを設ける他、対応スタッフの配置も予定しております。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

栃⽊県⽴博物館開館
35周年記念特別企画
展「中世宇都宮⽒－頼
朝・尊⽒・秀吉を⽀え
た名族－」

特別企画展「中
世宇都宮⽒－頼
朝・尊⽒・秀吉
を⽀えた名族
－」実⾏委員会

2017/9/16 2017/10/29 栃⽊県 宇都宮市

 宇都宮⽒は、平安時代末期に⾃らの本拠地・宇都宮の地名を名字
として名乗って以来、400年以上の⻑きに渡って下野の地を治めた
関東を代表する名族武⼠団である。源頼朝・⾜利尊⽒・豊⾂秀吉の
各政権下で重要な役割を演じた⼀⽅、⽂化⾯でも五代・頼綱が百⼈
⼀⾸の成⽴に関わるなど⼤きな⾜跡を残している。今回、栃⽊県⽴
博物館が⼀族の故郷・宇都宮市に開館して35周年という節⽬の年に
当たり、全国に残るゆかりの⽂化財を⼀堂に展⽰することでその歴
史的な功績と⽂化⽔準の⾼さを再評価するとともに、栃⽊県の豊か
な歴史・⽂化⼒を県⺠のみならず全国に発信して、本県の更なるイ
メージアップを図る。
 なお、栃⽊県⽴博物館では施設のバリアフリー化や、常設展⽰
（特別展と同時に観覧可能）の多⾔語化を実施しており、バリア・
壁を取り除く取組となることが期待できる。

まつしげ⼈形劇フェス
ティバル２０１７

松茂町教育委員
会

2017/11/9 2017/12/17 徳島県
板野郡松
茂町

「まつしげ⼈形劇フェスティバル」は、２度にわたる国⺠⽂化祭
（第22回・第27回）の継承事業として、地元・松茂町内の⼈形劇団
と、県内外から招いた⼈形劇団による⼦ども向け現代⼈形劇や、伝
統的な⼈形浄瑠璃芝居を上演しております。
 地元からは徳島の伝統芸能・国指定重要無形⺠俗⽂化財「阿波⼈
形浄瑠璃」を脈々と受け継ぎ伝承する「ふれあい座」と、国⺠⽂化
祭を契機に結成し、現在も活動を続ける「影絵劇団はなほな」が出
演します。今年度は１１⽉９⽇（⽊）から１２⽉１７⽇（⽇）まで
の期間中に７⽇間の⽇程で、松茂町保健相談センター、松茂町歴史
⺠俗資料館、松茂町⽴図書館を会場に開催します。会場は全てバリ
アフリー対応になっており、⾞いすのままで⼊場、観劇が可能で
す。

FUKUROKU ART は
じめまし展

あいサポート・
アートインフォ
メーションセン
ター

2017/7/21 2017/9/11 ⿃取県 倉吉市

パリで12万⼈を超える観客を動員したアール・ブリュット・ジャポ
ネ展（会期：2010年2⽉〜2011年1⽉）では、⽇本の障がい者が制
作した作品も多く紹介され、⼤きな反響を呼ぶなど、⽇本における
障がい者アートは⽇本⽂化の魅⼒の⼀端を担っています。
あいサポート・アートインフォメーションセンターでは、倉吉市打
吹⽟川伝統的建造物群保存地区の⼀⾓に百年以上前に建てられた旧
第三銀⾏倉吉⽀店（国登録有形⽂化財）の蔵を障がい者アートの美
術館「くらよしアートミュージアム無⼼」として活⽤し、障がいの
ある⼈のすぐれた芸術・⽂化作品の魅⼒を発信しています。
本展覧会では、広島県福⼭市の総合福祉施設、社会福祉法⼈創樹会
「福⼭六⽅学園」（総称）で⽇々活動している皆さんが、⽇常の中
で思い思いに⽣み出している作品や創作物を紹介します。会場⼊り
⼝に簡易スロープを設置するなど要望に合わせて対応致します。

⽇韓交流 ⺠踊の集い 
〜⼼はひとつ おどり
の輪〜

⿃取県⺠踊指導
者連盟

2017/10/8 2017/10/8 ⿃取県 ⿃取市

⾙を採取する漁夫の作業唄として⿃取の⽇本海沿岸の村に古くから
歌い継ぎ踊られてきた「⾙殻節」など
⺠踊は地域に暮らす⼈々の⽣活に根付く宝であり⽇本の⼤切な⽂化
です。
このたび⿃取県⺠踊指導者連盟・⽇本フォークダンス連盟⿃取県⽀
部創⽴50周年記念事業として、
古い友⼈である韓国江原道舞踊協会を迎えながら、地域の⺠踊を広
く多くの皆様に披露し体験いただくとともに、
⺠踊を通じて⽇本の⽂化を発信し、交流を図ります。
会場はバリアフリー仕様となっていますが、移動が困難な場合等は
個別に対応いたします。
韓国との交流事業であり、韓国語の通訳があります。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ミュージカル「東海林
太郎伝説」公演

ミュージカル
「東海林太郎伝
説」公演実⾏委
員会

2017/11/5 2018/2/18 秋⽥県 秋⽥市

秋⽥県では、さまざまな地域資源を活⽤しながら「にぎわい」や
「秋⽥らしさ」を創造し、⽂化芸術による元気な地域づくりを進め
てきた。これまで以上に交流⼈⼝の増加を促すとともに、秋⽥を拠
点に活動する「劇団わらび座」による昭和を代表する秋⽥市出⾝の
国⺠的歌⼿「東海林太郎の⽣涯」に光をあてたミュージカルを通
じ、⼦どもたちに質の⾼い⽂化芸術に触れることで⽂化芸術に親し
み、郷⼟への誇りや愛情を深めてもらうことを⽬的に実施する。
ミュージカルとすることで外国⼈や障害のある⼈でも視覚・聴覚の
多⽅向から郷⼟⽂化を理解でき、ＳＮＳなどで魅⼒発信してもら
い、県内外からの誘客と冬場の地域活性化へつながることが期待さ
れる。会場は駐⾞場と連結しており冬場でも移動がスムーズにで
き、会場内も含めバリアフリー対応している。ウェブサイトでは
⽇・英２か国語で対応し、英語の作品解説パンフレットを準備して
いる。

「あなたの⼤切なもの
は?」〜⾳楽を通じて
〜

北九州みんなの
合唱団

2017/8/20 2017/8/20 福岡県 北九州市

 北九州みんなの合唱団は、舞台と客席の「垣根」をなくした新しいスタイル
のコンサートを⽬指します。 テーマ：「⾳楽で、⼈と⼈をツナゲル。」通常の
コンサートでは、舞台で演奏や合唱を⾏い、客席で鑑賞する。私たちの⽬指す
コンサートは、舞台も客席も関係なく、その会場にいる全ての⽅が主役に なれ
るコンサートです。お客様も、演奏・合唱団とともに⼤きな声を出し、指揮者
のタクトに合わせて⼤合唱を⾏う。 演⽬は、皆様に親しまれている童謡・唱歌
や懐かしい曲、世界に通じる「ベートーベン・交響曲 第九番」など、バラエ
ティーに富んだ内容を企画いたします。少⼦⾼齢化が進む北九州市の中で、コ
ンサートに参加することで⼈と⼈が「⾳楽」でつながり、地域のコミュニ
ティーと共存しながら、⽇々の⽣活の⽣き甲斐・⽣活の糧となるようなコン
サートを開催することを⽬標としています。 また、「⾳楽の⼒」と「合唱」を
通じて⼼豊かな⼈づくり・街づくりを⾏います。⾳楽は、協調 性、創造性、⼈
間性を育み⼈材育成に⽋かせない⽂化の⼀つです。優れた指揮者・演奏者のも
と、 ジュニアからシニアまで幅広く「⾳楽」の素晴らしさを体感していただ
き、地域に根ざし市⺠に愛 される合唱団を⽬指します。 また、多国語を話せる
スタッフを会場に配置を⾏う。外国⼈がいる場合には、指揮者が英語で説明を
⾏う。

「あなたの⼤切なもの
は?」〜⾳楽を通じて
〜

北九州みんなの
合唱団

2017/8/20 2017/8/20 福岡県 北九州市

 北九州みんなの合唱団は、舞台と客席の「垣根」をなくした新しいスタイル
のコンサートを⽬指します。 テーマ：「⾳楽で、⼈と⼈をツナゲル。」通常の
コンサートでは、舞台で演奏や合唱を⾏い、客席で鑑賞する。私たちの⽬指す
コンサートは、舞台も客席も関係なく、その会場にいる全ての⽅が主役に なれ
るコンサートです。お客様も、演奏・合唱団とともに⼤きな声を出し、指揮者
のタクトに合わせて⼤合唱を⾏う。 演⽬は、皆様に親しまれている童謡・唱歌
や懐かしい曲、世界に通じる「ベートーベン・交響曲 第九番」など、バラエ
ティーに富んだ内容を企画いたします。少⼦⾼齢化が進む北九州市の中で、コ
ンサートに参加することで⼈と⼈が「⾳楽」でつながり、地域のコミュニ
ティーと共存しながら、⽇々の⽣活の⽣き甲斐・⽣活の糧となるようなコン
サートを開催することを⽬標としています。 また、「⾳楽の⼒」と「合唱」を
通じて⼼豊かな⼈づくり・街づくりを⾏います。⾳楽は、協調 性、創造性、⼈
間性を育み⼈材育成に⽋かせない⽂化の⼀つです。優れた指揮者・演奏者のも
と、 ジュニアからシニアまで幅広く「⾳楽」の素晴らしさを体感していただ
き、地域に根ざし市⺠に愛 される合唱団を⽬指します。 また、多国語を話せる
スタッフを会場に配置を⾏う。外国⼈がいる場合には、指揮者が英語で説明を
⾏う。

⽣の芸術 ArtBrut 
展覧会 Vol.3

アール・ブ
リュット パー
トナーズ熊本

2017/10/3 2017/10/15 熊本県 熊本市

・「誰に教わったわけでもない熊本が育んだ魂の表現」と活動に銘
打つ、地域に根ざした「アール・ブリュット展覧会Vol.3」を開催し
ます。その作品は、独創性と共に、⽇本⼈ならではの緻密さ、器⽤
さ、極細な表現技術をそなえ、和服の古典柄にもつながる精度の⾼
さです。障害のある⼈々らも共につむぐ⽇本⽂化の魅⼒を存分に伝
えるものがあります。
・熊本地震からの復興のシンボル熊本城。その熊本城⼆の丸に建
ち、⻑い歴史を持ち且つバリアフリー対応の熊本県⽴美術館が会場
です。出展は、地震を乗り越え、逞しく創作活動を続けている障害
のある作家たち。障害のある来場者への対応スタッフを配置した展
覧会には、作家たちの魅⼒、作品の共に⽣きるメッセージが流れま
す。これは静かに芸術観・障害観・⼈間観を拡げ、⼼のバリアフ
リーにもつながるものです。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

中村天平全国⾏脚ピア
ノコンサートツアー
2017ｉｎ美作

美作市⽂化芸術
振興委員会

2017/9/2 2017/9/2 岡⼭県 美作市

 世界で活躍するピアニスト中村天平⽒によるピアノ演奏講演会。
⼀度ピアノから離れたていた過去や、⾃⾝の体験を通じ、諦めるこ
となく努⼒し続けることの⼤切さを伝える。当公演は、市内在住の
外国の⽅に対しは外国語対応スタッフを会場に配置し、会場のバリ
アフリー対応で⾞椅⼦の⽅⽅への対応を⾏い、国際化共⽣社会の推
進事業として実施する。

武蔵コンサート2017
ｉｎ湯郷

美作市⽂化芸術
振興委員会

2017/10/14 2017/10/14 岡⼭県 美作市

 ⽇本の⾳楽⽂化の魅⼒を国内外に⽰すため、交通事故、ガンの闘
病より奇跡の復活をとげ、⽇本でただ⼀⼈２度のグラミー賞を受賞
した⼤野俊三さんを招いてコンサート開催する。⼤野⽒の様々な壁
を乗り越え、常に前向きな活動は、成熟社会にふさわしい次世代に
誇れるレガシーの創出として当市での⽂化芸術の機運を⾼める。ま
た、当公演は、市内在住の外国の⽅に対しは外国語対応スタッフを
会場に配置し、会場のバリアフリー対応で⾞椅⼦の⽅⽅への対応を
⾏い、国際化共⽣社会の推進事業として実施する。

お⾖腐狂⾔
美作市⽂化芸術
振興委員会

2017/11/21 2017/11/21 岡⼭県 美作市

 お⾖腐狂⾔を通じて、優れた芸術舞台を鑑賞する機会の少ない市
内⼩学⽣を対象とし、⽇本⽂化の伝統芸能を通して伝えるととも
に、この事業を機に各地域での郷⼟芸能の継承や学習につなげてい
く。また、伝統芸能の紹介を英語表記したパンフレットを作成し英
語教育にもつなげていく。会場のバリアフリー対応で共⽣社会の推
進事業としても実施する。

⾦沢21世紀⼯芸祭 
趣膳⾷彩

⾦沢創造都市推
進委員会・⾦沢
市

2017/10/14 2017/11/26 ⽯川県 ⾦沢市

 江⼾時代からの伝統⽂化を受け継ぎ、⼯芸分野のユネスコ創造都
市として、⼯芸の世界発信に取り組む⾦沢市で幅広い年代が⼯芸の
魅⼒を体感できるフェスティバル「⾦沢21世紀⼯芸祭」を開催しま
す。そのコンテンツのひとつである「趣膳⾷彩」は⽇本が誇る⾷⽂
化と⼯芸の⼀期⼀会のコラボレーションにより、五感で⾦沢⽂化の
魅⼒を味わいます。クリエイターや作家、料理⼈が連携し、⾦沢の
⾷とそのプレゼンテーションに⽋かすことのできない⼯芸の魅⼒な
どを感じていただく⾷のイベントです。WEBやパンフレット等の広
報物、会場案内サインは⽇英併記とし、⾦沢を訪れる外国⼈に対応
します。

⾦沢21世紀⼯芸祭 
⼯芸回廊

⾦沢創造都市推
進委員会・⾦沢
市

2017/10/19 2017/10/22 ⽯川県 ⾦沢市

 江⼾時代からの伝統⽂化を受け継ぎ、⼯芸分野のユネスコ創造都
市として、⼯芸の世界発信に取り組む⾦沢市で幅広い年代が⼯芸の
魅⼒を体感できるフェスティバル「⾦沢21世紀⼯芸祭」を開催しま
す。そのコンテンツのひとつである「⼯芸回廊」は、⾦沢のまちの
魅⼒が凝縮されたエリアの町家等で⾦沢で活躍する⼯芸作家やギャ
ラリーが作品を展⽰する回遊型の展覧会です。点在する会場を巡る
ことで、⾦沢の伝統⽂化である⼯芸とまちの魅⼒を体感いただき、
⼯芸に対する理解を深め、⾝近に感じていただくことを⽬的にして
います。WEBやパンフレット等の広報物、会場案内サインは⽇英併
記とし、⾦沢を訪れる外国⼈に対応します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⾦沢21世紀⼯芸祭 
⾦沢みらい茶会

⾦沢創造都市推
進委員会・⾦沢
市

2017/10/15 2017/11/26 ⽯川県 ⾦沢市

 江⼾時代からの伝統⽂化を受け継ぎ、⼯芸分野のユネスコ創造都
市として、⼯芸の世界発信に取り組む⾦沢市で幅広い年代が⼯芸の
魅⼒を体感できるフェスティバル「⾦沢21世紀⼯芸祭」を開催しま
す。そのコンテンツのひとつである「⾦沢みらい茶会」は、伝統の
素晴らしさを味わう「トラディショナル」と新しい解釈の実践を体
験する「コンテンポラリー」それぞれのテーマで茶会を開催し、⽇
本の総合芸術である茶の湯の魅⼒を発信します。WEBやパンフレッ
ト等の広報物、会場案内サインは⽇英併記とし、⾦沢を訪れる外国
⼈に対応します。また、ユニーバーサルデザインを取り⼊れた茶
会、外国⼈茶道家による茶会など、多種多様な⼈々が参加可能なプ
ログラムを実施します。

⾦沢21世紀⼯芸祭 
⾦沢みらい⼯芸部

⾦沢創造都市推
進委員会・⾦沢
市

2017/10/14 2017/11/25 ⽯川県 ⾦沢市

 江⼾時代からの伝統⽂化を受け継ぎ、⼯芸分野のユネスコ創造都
市として、⼯芸の世界発信に取り組む⾦沢市で幅広い年代が⼯芸の
魅⼒を体感できるフェスティバル「⾦沢21世紀⼯芸祭」を開催しま
す。そのコンテンツのひとつである「⾦沢みらい⼯芸部」は、若⼿
の⼯芸作家が指導し、伝統⼯芸の触れられるワークショップを開催
します。⼦どもから⼤⼈まで幅広い層が参加できるプログラムを設
定し、作家の活動や思いに触れながら⼯芸を理解することで、⽇本
の伝統⽂化「⼯芸」を⽀える⼈を増やしていくことを⽬的としてい
ます。WEBやパンフレット等の広報物、会場案内サインは⽇英併記
とし、⾦沢を訪れる外国⼈に対応します。

⾦沢21世紀⼯芸祭 
⾦沢アートスペースリ
ンク

⾦沢創造都市推
進委員会・⾦沢
市

2017/9/23 2017/11/26 ⽯川県 ⾦沢市

 江⼾時代からの伝統⽂化を受け継ぎ、⼯芸分野のユネスコ創造都
市として、⼯芸の世界発信に取り組む⾦沢市で幅広い年代が⼯芸の
魅⼒を体感できるフェスティバル「⾦沢21世紀⼯芸祭」を開催しま
す。そのコンテンツのひとつである「⾦沢アートスペースリンク」
では、⼯芸も含む⾦沢のアートシーンを⽀えるギャラリーやアート
スペースが連携し、展⽰やアートブック制作などを通じ、⽇々のく
らしへのアートの浸透を図り、⼯芸からコンテンポラリーアートま
で幅広い⽇本のアートの魅⼒を発信します。WEBやパンフレット等
の広報物、会場案内サインは⽇英併記とし、⾦沢を訪れる外国⼈に
対応します。

⾦沢21世紀⼯芸祭 
⼯芸建築展

⾦沢創造都市推
進委員会・⾦沢
市

2017/11/7 2017/11/19 ⽯川県 ⾦沢市

 江⼾時代からの伝統⽂化を受け継ぎ、⼯芸分野のユネスコ創造都
市として、⼯芸の世界発信に取り組む⾦沢市で幅広い年代が⼯芸の
魅⼒を体感できるフェスティバル「⾦沢21世紀⼯芸祭」を開催しま
す。そのコンテンツのひとつである「⼯芸建築展」では、「建築
を、ひとつの⼯芸として考える」をテーマに、⼯芸作家や建築家が
建築模型等、ビジュアルで「⼯芸建築」を表現する展覧会を開催し
ます。⽇本の伝統⽂化である⼯芸が、建築と融合し⽣まれる新たな
可能性を提⽰し、その魅⼒を伝えます。WEBやパンフレット等の広
報物、会場案内サインは⽇英併記とし、⾦沢を訪れる外国⼈に対応
します。

⾦沢21世紀⼯芸祭 
国際⼯芸シンポジウム

⾦沢創造都市推
進委員会・⾦沢
市

2017/11/23 2017/11/23 ⽯川県 ⾦沢市

 江⼾時代からの伝統⽂化を受け継ぎ、⼯芸分野のユネスコ創造都
市として、⼯芸の世界発信に取り組む⾦沢市で幅広い年代が⼯芸の
魅⼒を体感できるフェスティバル「⾦沢21世紀⼯芸祭」を開催しま
す。そのコンテンツのひとつである「国際⼯芸シンポジウム」で
は、「⼯芸の過去・現在・未来」をテーマに、世界の第⼀線で活躍
するスピーカーが⼯芸の新しい市場や産業創出、⽂化的価値や理
念・概念など、世界の状況を紹介し、⼯芸の未来に向けた可能性を
⽇本から世界へ発信します。WEBやパンフレット等の広報物、会場
案内サインは⽇英併記とし⾦沢を訪れる外国⼈に対応します。ま
た、シンポジウムは同時通訳で開催します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⾦沢21世紀⼯芸祭 
KOGEIトーク

⾦沢創造都市推
進委員会・⾦沢
市

2017/11/10 2017/11/10 ⽯川県 ⾦沢市

 江⼾時代からの伝統⽂化を受け継ぎ、⼯芸分野のユネスコ創造都
市として、⼯芸の世界発信に取り組む⾦沢市で幅広い年代が⼯芸の
魅⼒を体感できるフェスティバル「⾦沢21世紀⼯芸祭」を開催しま
す。そのコンテンツのひとつである「KOGEIトーク」では、「技術
か？コンセプトか？若⼿⼯芸作家と語る⼯芸の最前線」を題した、
若⼿作家らによるトークイベントを開催します。若⼿作家の制作の
視点を知ることにより、⼯芸⽂化への理解を深めるとともに、新し
い⼯芸の魅⼒を発信します。WEBやパンフレット等の広報物、会場
案内サインは⽇英併記とし⾦沢を訪れる外国⼈に対応します。

ぎふ清流⽂化プラザ
「第３回tomoniプロ
ジェクト展」

岐⾩県 2017/9/23 2017/11/5 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」
を展開している。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、障がい者の
アート作品と、県内デザイナーなどがコラボレーションし制作した
オリジナルグッズ「tomoniプロダクト」を展⽰する展覧会を開催す
るもの。

国際ハープフェスティ
バル2017－草加市

草加市、公益財
団法⼈草加市⽂
化協会、⽇本
ハープ協会、上
野学園⼤学・同
短期⼤学部

2017/9/1 2017/11/19 埼⽟県 草加市

 ⼀流の演奏者によるメインコンサートや、未就学児が家族と楽し
むことができるコンサート、街なかや市内外の公共施設、学校に出
向くアウトリーチコンサート、さらに、体験教室や各コンサートに
てハープに触れる機会を創り出すなど、ハープを通じて多様な⽅法
で⾳楽に親しんでもらう。また、アジア有数の⽇本ハープコンクー
ルを開催し、世界に⽻ばたくハーピストの登⻯⾨として、⽇本のみ
ならず海外からもコンテスタントを集める。さらに、市内外で活動
する茶道や華道の⽂化団体も参画し、海外の演奏者やコンテスタン
トとの交流を図る。パンフレットではプログラムを英語表記すると
ともに、メインコンサートでは、⽇本語と英語によるアナウンスを
適宜⾏い、外国⼈にも鑑賞しやすいよう対応する。

とちぎの三国志「⼭⾞
⼈形」まつり

とちぎの三国志
「⼭⾞⼈形」ま
つり実⾏委員会

2017/10/22 2017/10/29 東京都 中央区

 明治26年の栃⽊商⼯会議所の設⽴記念式典に、栃⽊市内の万町⼀
丁⽬・⼆丁⽬・三丁⽬が「桃園の誓い」で有名な三国志「劉備⽞
徳」「関⽻雲⻑」「張⾶翼徳」をモチーフにした⼭⾞を新調し、そ
れを祝す⼭⾞巡⾏に参加した。平成30年、同会議所は、創⽴125周
年記念を迎えることから、そのプレ事業として10⽉22⽇（⽇）開催
される「東京⽇本橋・京橋まつり」に、栃⽊県指定有形⺠族⽂化財
であるこの3台の⼭⾞を巡⾏させ、栃⽊市の⽂化である⼭⾞まつり
の魅⼒を広くＰＲする。当⽇は10万⼈の⽅が来られることが予想さ
れていることから、特にインバウンド効果を視野に、英語版・中国
語版・⽇本語版のパンフレット及びチラシを作成して、まつり会場
において来場者に配布する。また、翌週の10⽉28⽇（⼟）・29⽇
（⽇）に開催される栃⽊市での「蔵の街ふるさとまつり」におい
て、この3台の⼭⾞⼈形を展⽰し、これらのパンフレットを活⽤し
ＰＲを⾏う。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

時代を彩り⽀えるデザ
イン〜1964→2020〜 
「ピクトグラム講座」

江⼾川区総合⽂
化センター指定
管理者サント
リーパブリシ
ティサービスグ
ループ

2017/11/4 2017/11/4 東京都 江⼾川区

 1964年東京オリンピックを契機に世界へ広まっていった「ピクト
グラム」。「ピクトグラム」とは、私たちの⾝の回りで⽬にする絵
⽂字やサインのことです。⾔語・⽂字を解さずとも、デザインに
よって様々なことを伝えることの出来る「ピクトグラム」の種類や
歴史を学びながら、国際化や多様性によって⽣まれたデザインの変
遷に着⽬する講座を開催します。様々な施設におけるピクトグラム
の運⽤を理解し、2020年に向けて増加する海外からの来訪者に、よ
り良い“おもてなし”を出来るよう、区⺠や近隣住⼈に学びの場を提
供します。
【バリアフリー対応について】●⾝障者⽤駐⾞場 ●多⽬的トイレ 
●⾞椅⼦貸出 ●補助⽝の同伴可 等

第４１回⼭梨県川柳  
第１７回⼭川協川柳 
合同⼤会

⼭梨県⽂化協会
連合会 ⼭梨県
川柳協会

2017/9/14 2017/9/18 ⼭梨県 甲府市

・⽬的 県内外から川柳愛好者が⼀堂に会し、投句して交流を図る
とともに、優秀作品の表彰及び作品集の発⾏を通して、川柳の魅⼒
を発信し、川柳の更なる普及を図る。
・開催⽇時 平成２９年9⽉1８⽇（⽉・祝）午前９時〜
・宿題 「競」「技」「会」（各三句詠）
・謝選 「オリンピック」（⼀句詠）
・参加料 ２，５００円（昼⾷・作品集代）
・表彰 知事賞、ラッキー賞等
※⼤会会場はバリアフリー化されておりますので、⾞いすの⽅でも
お気軽にお越し頂けます。

Amazon Fashion 
Week TOKYO 2018 
S/S

⼀般社団法⼈⽇
本ファッショ
ン・ウィーク推
進機構

2017/10/16 2017/10/22 東京都 渋⾕区

 本事業はファッション・ビジネスの国際競争⼒強化を図るため、
我が国の⾼品質・⾼感度な繊維素材やファッションのクリエーショ
ンを世界に向けて効果的に発信する、官⺠⼀体で東京にファッショ
ンの発信拠点を整備する取り組みです。
ファッション・ビジネスの拠点としての東京の機能を以下の3つの
観点から⾼めることを⽬指します。
・世界に向けた新⼈デザイナーの登⻯⾨に 
 
・「創（デザイナー）」「匠（製造事業者）」「商（アパレル・⼩
売）」の連携の起点に
・東京をもっとおしゃれで楽しい街に情報発信の要となるWEBサイ
トやガイドブックは⽇英両対応のものを作成します。

⼗字路-ONOMICHI 
ART CROSSROADS-

現代アートの創
造発信事業実⾏
委員会

2017/11/4 2017/12/3 広島県 尾道市

 尾道市では、平成27年度からアーティストによる創造的視点での
地域資源活⽤をめざし、滞在制作による作品の創造等に取り組んで
きました。今秋、３年間の活動で創造された現代アート作品や、作
家の創作プロセスを⼀般公開する芸術祭「⼗字路―ONOMICHI 
ART CROSSROADS―」を開催します。この事業は、尾道市内で活
動する「ART BASE MOMOSHIMA」「AIR Onomichi」「NPO法⼈
尾道空き家再⽣プロジェクト」による３つのプログラムが交わり融
合するものです。過去と未来、伝統と創造が交差するアートによる
⼗字路によって、尾道の新たな魅⼒が創出されます。また、この事
業ではサイトにて外国語対応をしています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

「和の舞台⼤集合」〜
伝統⽂化体験プログラ
ム〜

東京都港区邦楽
邦舞連盟

2017/8/13 2017/12/17 東京都 港区

⽬的：港区⺠を中⼼に、⽇本の伝統⽂化であるものの、あまり⾝近にない
邦楽邦舞について、実際に体験する場、鑑賞する場を提供し、楽しみ親し
んでもらうこと（後援・港区教育委員会、特別共催・助成Kissポート財
団）。いずれの施設もバリアフリー対応である。
① ワークショップ（無料）
内容：箏・三味線・尺⼋・能楽・舞踊の体験（名取以上の有資格者等が指
導）
期間：2017年8⽉〜11⽉・毎⽉2回、場所：区⺠センター 対象：⼩学⽣
以上 
②邦楽邦舞の公演（和の舞台⼤集合）
料⾦：港区⺠半額。学⽣・65歳以上・障害者無料。
出演：会員、その社中、ワークショップ参加者、⼩学校クラブ、⾼校箏曲
部等演⽬：箏曲、尺⼋、清元、能、舞踊、⻑唄、⼀中節、義太夫節

こども郷⼟芸能芸術ま
つり「未来につづけ 
⽂化のやまがた２０１
７」

⼭形県芸術⽂化
協会

2017/11/25 2017/11/25 ⼭形県 ⼭形市

 本催しは、⽇頃地域で郷⼟芸能や⽂化芸術活動を⾏っている⼦ど
もたちの発表の場を創出する事を⽬的に、平成２８年に第1回⽬が
開催され、今回第２回⽬の開催となります。県内各地から応募が
あった団体の中から選出された、舞踊、洋舞、⺠舞、琴、洋楽、
ミュージカル等の計８団体が⼀堂に会し、出演団体がジャンルを超
えて郷⼟芸能や⽂化芸術を発信する取組みであるとともに、⼦ども
から⼤⼈まで楽しめる、⽂化を通じた世代間交流にも繋がる取組み
です。また、会場となるやまぎんホール（⼭形県県⺠会館）には障
害者⽤のトイレや⾞いす⽤の座席も確保されており、障害を持つ⽅
も気軽に楽しんでいただけるものと思います。

ひがしおおさか狂⾔会 東⼤阪市 2017/10/6 2017/10/6 ⼤阪府 ⼤阪市

 茂⼭千作、茂⼭千五郎をはじめとした茂⼭千五郎家が出演する狂
⾔会を開催します。⼀流狂⾔師による伝統芸能を無料で開催するこ
とで、幅広い年代の⽅々に良質な⽂化芸術にふれる機会を提供し、
⾝近に⽇本の伝統芸能を楽しむことで、本市に舞台芸術⽂化を根付
かせるだけでなく、⽂化的なまちづくりを推進するものです。ま
た、⾞椅⼦観覧席設置の施設を利⽤するなど、障害をお持ちのお客
様も安⼼してご鑑賞いただける事業のとりくみを⼼がけています。

伝統芸能 ｺﾄﾊｼﾞﾒ ー
あしかが⼦ども歌舞
伎ー

あしかが歌舞伎
親⼦教室実⾏委
員会

2017/11/3 2017/11/3 栃⽊県 ⾜利市

 ⾜利の地は織物のまちであった。その発展を祈願した織姫神社が
遷宮80年を迎え、11/3「秋季例⼤祭」が盛⼤に⾏われる。その社
殿・神楽殿において⾜利ゆかりの伝統芸能の⼀つである「こども歌
舞伎」（「⽩浪五⼈男」）を上演する。⼜、新進邦楽家による新作
歌舞伎舞踊「夢空碧蝶姿（はらぺこあおむしいろすがた）」の公演
を⾏う。なお、「はらぺこあおむしいろすがた」は世界中で親しま
れている児童⽂学の名作を歌舞伎に翻案したもので、その解説等英
語のチラシを作成し外国⼈に親しみ易くする。また⼦どもたちの伝
統⽂化や⽂化財への興味・関⼼を⾼めるのにも効果的な内容であ
る。また織姫神社茶店において、名物の蕎⻨打ちや⾜利銘仙着物着
付けを体験する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

バリアフリー演劇鑑賞
会

流⼭市
教育委員会

2017/10/22 2017/10/22 千葉県 流⼭市

 県内から多数の⾼校が集う「ながれやま⾼校演劇フェスティバ
ル」や⾼校⽣が舞台技術を学ぶ「舞台ワークショップ」など⾼校演
劇の拠点となっている流⼭市⽂化会館で、障害のある⼈もない⼈
も、ともに若い感性あふれる演劇を楽しんでいただこうと「バリア
フリー⾼校演劇鑑賞会」を開催。流⼭市社会福祉協議会や障害者関
係団体との協働により、聴覚障害の⽅には字幕解説、視覚障害の⽅
にはシナリオ解説、介助⽝同伴の⽅にはゆったりしたスペースで鑑
賞いただくなど、障害のある⼈もない⼈も、若い⼈も⾼齢の⼈も誰
もがともに楽しめる⾼校演劇を開催。会場内では⾼校⽣による案内
のサポートも有り。

ふるさと祭り東京
ふるさと祭り東
京実⾏委員会

2018/1/12 2018/1/21 東京都 ⽂京区

 「⽇本のまつり・故郷の味」をテーマに2009年より開催して参り
ました「ふるさと祭り東京」は、「⻘森ねぶた祭」「秋⽥竿燈まつ
り」「沖縄全島エイサーまつり」「⾼知よさこい祭り」といった⽇
本を代表とする伝統の祭りを誘致し、その素晴らしさをお客様にお
伝えすると共に、北は北海道・南は沖縄まで全国各地のご当地の味
をご紹介しております。直近の開催では１０⽇間の開催で４０万⼈
を超える来場者数を記録し、多くのお客様に⽇本各地の伝統⽂化・
⾷⽂化の素晴らしさを体感して頂きました。第10回⽬を迎える
2018年1⽉の開催では新しい特別企画も予定されており、さらに多
くのお客様にご来場・ご満⾜頂けるよう準備を進めております。ま
た、本イベントでは外国⼈が内容を理解しやすくする為のアプリも
導⼊し、⾔葉の障壁を取り除いた上で⽇本⽂化を理解して頂けるよ
うな環境作りにも取り組んでいます。

２０２０よさこいで応
援プロジェクト事業

２０２０よさこ
いで応援プロ
ジェクト実⾏委
員会

2017/7/22 2018/3/31
島根県 出雲市

ほか

 昭和29年に誕⽣した「よさこい」は、振り付けや⾳楽が⾃由であ
ることから、各地の⽂化や⾵⼟と融合して、現在では⽇本全国の
200ケ所以上、海外でも21以上の国や地域で踊られる⽇本を代表す
る踊りに成⻑している。
 「よさこい」は、⼦どもから⾼齢者の⽅、障がいがある⽅、外国
⼈の⽅など、様々な⽅々が踊りに参加し、華麗で楽しく、エネル
ギッシュな演舞が多くの観客の皆さんに感動を与え、地域の活性化
に⼤きく寄与している。
 ⽇本を代表する祭りとなったよさこいにおいて、2020年の東京オ
リ・パラを盛り上げていく取組や外国⼈観光客等誰でも参加できる
体験活動等を⾏うことにより、⽇本の⽂化である祭りの魅⼒を外国
語に対応したサイト等で発信していく。

ＴＯＧＡスクール 芸
術･⽂化による地⽅創
⽣を考える。

富⼭県 2017/7/30 2017/11/5 富⼭県 富⼭市

 地⽅創⽣にとって、芸術・⽂化はどのような役割を果たすのか―
その⼒を改めて⾒つめる場として、ＴＯＧＡスクールを開催しま
す。豊かな⾃然の恵みのなかで、古くから多くの⽂化⼈・芸術家が
暮らし、様々な創造活動が営まれてきた富⼭県。特に、県内でも過
疎が深刻な南砺市利賀村を、演劇の聖地・「世界のＴＯＧＡ」とし
た挑戦の歩みは、国内外から多くの注⽬を集めてきました。今回の
ＴＯＧＡスクールでは、芸術・⽂化による地⽅創⽣の可能性につい
て考えます。⾞椅⼦のお客様がご来場の際には、会場内のスクリー
ンの⾒やすい場所等に誘導させていただきます。また、会場内には
外国語対応のできるスタッフを配置します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ALTI開館30周年記念
公演 ALTI芸術劇場 
クリスチャン・レオッ
タ シューベルト プ
ロジェクト

京都府、創＜
（公財）京都⽂
化財団・（株）
コングレ共同事
業体＞

2018/3/10 2018/12/9 京都府 京都市

 京都府⽴府⺠ホール“アルティ”は、国内外の優れた舞台芸術を発
信する劇場として地域の⽅々に親しまれています。ホールの主催公
演では、ただ観覧するだけはなく、ホールに併設されている⽇本庭
園やお茶室での呈茶を楽しんでいただいたり（※公演による）、
アーティストとお客様とが交流していただける時間を設けるなど、
⽇本ならではの「おもてなし」にも⼒を⼊れています。今回は、世
界42カ国での演奏経験をもつ若き国際派ピアニストのクリスチャ
ン・レオッタ⽒を招聘し、シューベルトのピアノ曲のみを演奏する
異例の企画を開催します。また、新進気鋭のシューベルト研究者、
堀朋平⽒を講師に迎え講習会も開催。唯⼀無⼆の演奏会を京都から
発信します。ホールには英語、イタリア語を話すスタッフが常駐し
ており、外国⼈のお客様もお迎えいたします。

「あなたの⼤切なもの
は?」〜⾳楽を通じて
〜

北九州みんなの
合唱団

2017/8/20 2017/8/20 福岡県 北九州市

 北九州みんなの合唱団は、舞台と客席の「垣根」をなくした新しいスタイル
のコンサートを⽬指します。 テーマ：「⾳楽で、⼈と⼈をツナゲル。」通常の
コンサートでは、舞台で演奏や合唱を⾏い、客席で鑑賞する。私たちの⽬指す
コンサートは、舞台も客席も関係なく、その会場にいる全ての⽅が主役に なれ
るコンサートです。お客様も、演奏・合唱団とともに⼤きな声を出し、指揮者
のタクトに合わせて⼤合唱を⾏う。 演⽬は、皆様に親しまれている童謡・唱歌
や懐かしい曲、世界に通じる「ベートーベン・交響曲 第九番」など、バラエ
ティーに富んだ内容を企画いたします。少⼦⾼齢化が進む北九州市の中で、コ
ンサートに参加することで⼈と⼈が「⾳楽」でつながり、地域のコミュニ
ティーと共存しながら、⽇々の⽣活の⽣き甲斐・⽣活の糧となるようなコン
サートを開催することを⽬標としています。 また、「⾳楽の⼒」と「合唱」を
通じて⼼豊かな⼈づくり・街づくりを⾏います。⾳楽は、協調 性、創造性、⼈
間性を育み⼈材育成に⽋かせない⽂化の⼀つです。優れた指揮者・演奏者のも
と、 ジュニアからシニアまで幅広く「⾳楽」の素晴らしさを体感していただ
き、地域に根ざし市⺠に愛 される合唱団を⽬指します。 また、多国語を話せる
スタッフを会場に配置を⾏う。外国⼈がいる場合には、指揮者が英語で説明を
⾏う。

⼭形⼤花⽕⼤会
⼭形⼤花⽕⼤会
実⾏委員会

2017/8/14 2017/8/14 ⼭形県 ⼭形市

 たくさんの⾊鮮やかな花⽕が打ち上げられ、夏の夜空を美しく彩
る、⼭形最⼤級の花⽕⼤会。メッセージ花⽕・デザイン花⽕・ナイ
アガラ花⽕など、趣向を凝らした様々な企画花⽕を打ち上げてお
り、市⺠はもとより、県内外からも多くの観光客が訪れる、⼭形市
の夏の⾵物詩となっている。平成２９年度の第３８回⼤会では、国
内の花⽕⼤会では初となる「ウォータースクリーン」を使った映像
上映を予定している。
 ⼤会当⽇には、会場の１つに⾞いす専⽤のスペースを設けるとと
もに、その会場付近に⾞いすの⽅⽤として⾝体障害者⽤駐⾞場を⽤
意し、⾝体が不⾃由な⽅にも対応している。

かみこあにプロジェク
ト２０１７

ＫＡＭＩプロ・
リスタ実⾏委員
会

2017/8/5 2017/9/17 秋⽥県 北秋⽥郡

 秋⽥県内で最も⾼齢化が進む上⼩阿仁村の最奥地にある⼩さな集
落「⼋⽊沢」。そこを主たる舞台として、古くから伝わる伝統芸
能、⽣活や⽂化など、地域固有の資源を最⼤限に活⽤しながら、現
代芸術と美しい⼭々が織りなす⾥⼭全体を⽂化芸術空間として創造
し、そこを訪れる⽅との交流⼈⼝の増加や、地域活性化を進めてい
く。
 なお、今年度は、外国⼈の作家や海外でも活躍する作家を招致、
また看板、ポスター及びチラシに外国語表記（英語、中国語、韓国
語）を併記し、外国⼈も楽しめるイベントを⽬指します。

76



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第１５回おかやま県⺠
⽂化祭

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、開催地市
町村

2017/8/19 2017/11/30 岡⼭県 岡⼭市

 
 県⺠が⽣き活きとした活動をするためには、⽂化の振興を通じて
豊かで潤いのある暮らしや活⼒のある地域を創造することが必要で
あり、⽂化の⼒を活⽤した地域づくりの推進、将来の⽂化の担い⼿
育成に向け、県⺠総参加で⽂化の祭典を開催する。今年度から、２
０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの「アク
ション＆レガシー」を⾒据え、岡⼭においても積極的にムーブメン
トの⼀翼を担うべく、岡⼭⽂化の再認識と承継・発展、国内外への
魅⼒発信に積極的に取り組む。また、ソーシャルインクルージョン
を尊重する機運の醸成を図り、誰もが参加・交流し、成果を発表で
きる環境づくりを推進する。会場はバリアフリー対応とするととも
に、外国語表記のチラシなどを⽤意し外国⼈との交流を促進する。
  

ぎふ清流⽂化プラザ
「清流プレミアムセレ
クション 由紀さおり
コンサート」

岐⾩県 2017/9/30 2017/9/30 岐⾩県 岐⾩市

 
 岐⾩県では、県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」において、⼦ど
も、若者など次世代の⽂化芸術の担い⼿を育成することを基本コン
セプトのひとつに掲げ、各種⽂化振興事業を展開している。本事業
は、２０２０年に向け県内の童謡⽂化の振興に寄与するため、歌⼿ 
由紀さおりさんによる童謡コンサートを開催するものである。
 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
慮を⾏う。
  

あいちトリエンナーレ
開催事業

愛知県 2017/8/1 2018/7/31 愛知県 愛知県

 
 「⽂化芸術施策全体を推進するための先導的役割を担う取組」と
して国際芸術祭開催を位置づけ、３年に⼀度「あいちトリエンナー
レ」を開催している。「あいちトリエンナーレ」は、現代美術を基
軸とし、舞台芸術なども併せて展開する総合的・複合的な国際芸術
祭であるとともに、まちなかでの展開、祝祭的な賑わいを図ると同
時に、開催に際して、会場内外のバリアフリー状況を調査し、その
結果を踏まえた対応策を講じるなどの対応に努めている。また、国
際芸術祭であることから、英語版のリーフレット、鑑賞の⼿引き等
の制作、Webサイト等による多⾔語による情報発信などを⾏ってい
る。開催年以外においては、県内各地で現代美術作品の制作・展⽰
や⼦どもたちの⽂化芸術体験機会の提供、若⼿芸術家育成事業等を
実施し、その成果を県内各地に広め、現代美術、複合芸術の普及・
定着を図っている。
  

CHIMERA GAMESシ
リーズ・School 
caravanシリーズ・
Duel Soccerシリーズ

⼀般社団法⼈ 
CHIMERA 
Union

2017/7/20 2018/7/19 全国 全国

 
 ⼦供達に⾃由に遊べる「場所」と何にでも挑戦できる「機会」を与える
ことを⽬的に、あらゆるスポーツやコンテンツを融合したスタイルでイベ
ントやワークショップなどを開催。世界レベルのプレーヤーがパフォーマ
ンスを披露するだけでなく、様々な競技を親⼦で体験可能。海外発祥のス
トリートカルチャーだけでなく、⽇本の⽂化で今や世界中に広がったクー
ルジャパンの代表格、「ケンダマ」のパフォーマンスや体験会を開催し、
販売ブースも設置。⽇本発のカルチャーとして若者や外国⼈からも注⽬を
集めている。多くの⼦供達が来場出来るように中学⽣以下は無料とし、障
害⽤トイレや専⽤駐⾞スペースも設置、筆談での対応などバリアフリーに
も対応している。また、ブラジルやコロンビア、アイルランド等、各国⼤
使館が出展し、各国の⽂化等を紹介。外国語のチラシや外国語対応スタッ
フを配置するなど国際交流の輪を広げる。その他にも全国の学校を訪れ、
オリパラの教育⽅針にも沿い、⼦供たちの夢を応援する【スクールキャラ
バン】等も展開、様々な体験を通じて、多様な選択肢や可能性を与え、お
互いを認め合い、尊重することができる⼈間へと成⻑させます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

茂⼭狂⾔内⼦座公演

内⼦町⽂化創造
事業実⾏委員会
（共催：内⼦
町・内⼦町教育
委員会）

2017/11/23 2017/11/23 愛媛県 喜多郡

 
 国の重要⽂化財である県内唯⼀の⽊造劇場「内⼦座」にて、古典
芸能の核でもある狂⾔に⼦ども達を触れさすことで内⼦座の⼤切さ
を学ばせる。また、茂⼭狂⾔の公演にあわせて、昨年完成した内⼦
オリジナル新作狂⾔「かみあそび」の再演をはじめ狂⾔クラブの活
動披露、地元の和紙を使⽤した⾐装の着⽤など「内⼦ならでは」の
公演とすることで、古典芸能の継承、⽂化芸術の振興および町内⽂
化⼒の向上、地域の活性化に寄与するために計画した。⾞イス使⽤
の⽅も⾞椅⼦のままでご覧いただけるよう席を設けたり、外国⼈に
もわかりやすいように英語の同時通訳をFM受信機で聴取できるよう
にするなど、公演に参加しやすい配慮をする。
平成29年11⽉23⽇13:00開演※内⼦こども狂⾔クラブの活動披露
後、茂⼭狂⾔の開演

中央区内アンテナ
ショップスタンプラ
リー

中央区、アンテ
ナショップ連携
推進協議会

2017/10/5 2017/10/24 東京都 中央区

 
 中央区内にある、各道・県・市の情報や特産品などを楽しめるア
ンテナショップを巡りながら各店の魅⼒を知ってもらうため、区と
各アンテナショップが連携し、スタンプラリーを開催。各アンテナ
ショップを巡り、期間中に規定数以上のスタンプを集めて応募する
と、抽選で各地の特産品などの賞品が届く。さらに、全店舗のスタ
ンプを集めた⽅から抽選で1⼈に全賞品の詰め合わせ「コンプリー
ト賞」を贈呈。⽇本各地からたくさんの⼈々が訪れる商業地を有す
る中央区ならではの全国連携である。また、スタンプラリー台紙兼
ショップガイドには、各店舗のバリアフリーの状況や多⾔語対応に
ついてピクトグラムで表⽰する。
  

夏休み親⼦企画 知ら
なかった！北房の歴史
と史跡 再発⾒巡り

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、おかやま
県⺠⽂化祭地域
フェスティバル
in真庭実⾏委員
会、真庭市

2017/8/19 2017/8/19 岡⼭県 真庭市

 
 岡⼭県真庭市北房地域の史跡を巡り、地域の歴史や⽂化などを親
⼦で学ぶツアー。北房の魅⼒的で神秘的なスポットを巡り、古代か
ら残る鍾乳洞や古墳にまつわる祖実、吉備国の要所として栄えた時
代から戦国期の⼑作り、江⼾期の伊勢⻲⼭藩の⾶び地であったこと
などを学習する。誰もが北房の歴史を学ぶことができるよう、ツ
アー映像も作成し、⼩学校や図書館に配置する。屋内会場はバリア
フリー仕様とするほか、現場においても障害ある⽅の参加に配慮し
た運営を⾏う。
  

第42回岡⼭県少年少
⼥合唱連盟演奏会笠岡
⼤会

（公社）岡⼭県
⽂化連盟、岡⼭
県、おかやま県
⺠⽂化祭実⾏委
員会、岡⼭県少
⼥合唱連盟

2017/8/27 2017/8/27 岡⼭県 笠岡市

 
 岡⼭県内の少年少⼥合唱団が集い、⽇頃の練習成果を演奏発表
し、互いに鑑賞したり交流したりして、合唱技術と⾳楽表現の向上
を図るとともに、少年少⼥の豊かで健全な育成を⽬指す。各団、⽇
頃の練習してきた曲⽬を演奏するとともに、新⼊団員紹介演奏、代
表団員によるトップコンサート、また、参加者全員の合同演奏を⾏
う。会場はバリアフリー仕様とします。
  

コミュニティカレッジ
２０１７ 「まつり」
と地域コミュニティ

栃⽊県コミュニ
ティ協会

2017/9/20 2017/11/27 栃⽊県
宇都宮
市・佐野
市

 
 県内各地では、⽣活に結びついた様々な「まつり」が地域住⺠に
より⻑年受け継がれ、コミュニティの維持向上が図られてきたが、
近年はマルシェなどの新たな地域活性化イベント（まつり）も積極
的に開催されている。こうした「まつり」には、古くからの伝統を
今に継承するだけでなく、社会の変化に応じて新住⺠も巻き込みな
がら⼈々や地域の絆を強くしていくことが期待されていることか
ら、地域での「まつり」をコミュニティづくりにどう活かしていく
か、地域内外の交流や多様な視点から意⾒交換等を通じて探る。
 会場となる施設はスロープやエレベーターがあり、駐⾞場及び会
場内には障がい者専⽤スペースを確保する。
 第1回 「⼈のつながりが地域の⼒」（9/20） 第2回 「夜祭に⼈
が集い、地域に息吹を」（11/5） 第3回 「多世代をつなぐ福祉ま
つり」（11/27）
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ふくおか⽂化体験プロ
グラム２０１７ 〜福
岡県が外国の⽅にお贈
りする⽇本⽂化体験〜

福岡県 2017/8/2 2017/8/26 福岡県 福岡市

 
 ⼤規模国際スポーツ⼤会などに向け、外国⼈が楽しめる本県なら
ではの⽇本⽂化(本年度は、伝統⼯芸、まんが・デジタルアート、伝
統⽂化)をテーマにした体験プログラムを実施します。
体験後、外国⼈にアンケートに協⼒してもらい、満⾜度、⽇本⽂化
の関⼼事項を調査し、調査結果をプログラムの内容の拡充、⽂化団
体、市町村、企業による外国⼈に向け⽂化プログラムの県内各地で
の展開のために活⽤します。すべての体験プログラムを英語、⽇本
語の2か国語で実施します。
  

⾼校⽣ダンスフェス
ティバル

新潟市 2017/8/18 2017/8/18 新潟県 新潟市

 
 全国的に⾼いレベルで活躍する本市⾼校ダンス部の演舞を広く市
⺠に披露し、鑑賞する機会を提供するとともに、各校の活動を通じ
てダンスの魅⼒を発信することで、本市踊り⽂化への理解を深める
機会とすることを⽬的として開催しているものです。8⽉に神⼾市
で開催される「第30回全⽇本⾼校・⼤学ダンスフェスティバル」に
参加する6校が出場し、第1部では⾃由演⽬、第2部では同⼤会と同
じ演⽬を披露します。
  

⽩根⼤凧合戦
⽩根⼤凧合戦実
⾏委員会

2018/6/7 2018/6/11 新潟県 新潟市

 信濃川⽀流の中ノ⼝川両岸から畳２４枚分ほどもある⼤凧を揚
げ，空中で絡ませて川に落とし，相⼿の凧綱が切れるまで引き合う
世界最⼤スケールの⼤凧合戦。江⼾時代の中頃，中ノ⼝川堤防改修
⼯事の完成祝いに⽩根側の⼈が凧を揚げたところ，対岸の⻄⽩根側
に凧が落ち，⽥畑を荒らされたことに腹を⽴てた⻄⽩根側の⼈が，
対抗して凧を⽩根側にたたきつけたことが起源と伝えられていま
す。このため，凧が相⼿側に向かって揚がるように作ってありま
す。各組それぞれに特⾊があり，揚がり⽅や掛け⽅に違いがありま
す。平成27年，新潟県無形⺠俗⽂化財に指定されました。
 ⼤凧のほか巻凧（六⾓凧）もあり，期間中，東⻄に分かれて合戦
を⾏います。

県⺠の⽇コンサート 
〜ミート・ザ・雅楽、
ミート・ザ・オペラ〜

埼⽟県 2017/11/14 2017/11/14 埼⽟県
さいたま
市

埼⽟県では、⽇本近代⾳楽の基礎を作ったといわれる本県出⾝の偉
⼈、下總晥⼀の精神を受け継ぐ、県にゆかりのある⾳楽家を表彰し
ています。そこで、下總晥⼀⾳楽賞及び受賞者を広く紹介し、本県
の⾳楽⽂化⽔準を内外に発信するため、平成２８年度の受賞者、雅
楽奏者の安齋省吾⽒と⾳楽プロデューサーの和⽥タカ⼦⽒とともに
県⺠の⽇コンサートを企画し開催します。第１部は安齋⽒が世界最
古の合奏⾳楽「雅楽」を分かりやすく解説を交え演奏。第２部は、
和⽥⽒プロデュースのオペラ「泣いた⾚⻤」。誰もが知っている感
動の物語を珠⽟のオペラで上演します。会場の埼⽟会館はバリアフ
リー対応、⾞いす観覧席も確保します。 

第１６回キラキラっと
アートコンクール

三菱地所株式会
社

2017/7/3 2018/2/28 東京都 千代⽥区

 
2002年より(社福)東京コロニーアートビリティ協⼒のもと、欧⽶を
中⼼に注⽬されている⽇本の「障がい者アート」として障がいのあ
る18歳迄の児童、⽣徒を対象として実施し、今年で16回⽬。毎年
1,500点以上が応募され、東京藝術⼤学教授O JUN⽒らを審査員と
して招き、優秀賞50点を選出する。展⽰会は当社事業中核地であり
グローバリゼーションを推進する「丸の内」をはじめ⽇本国内7か
所、竣⼯時のバリアフリーに関する法律を遵守した建物等当社グ
ループ関連施設において開催している。また、⽇本⼈だけでなく外
国⼈の⽬にも触れることを勘案し、パンフレットは英語表記対応と
している。本コンクールは障がいのある⼦どもたちの才能を発掘・
展⽰することで本⼈の⽣きがいや⾃信を創出するきっかけとなるほ
か、常識に捉われない先進的なアートによって社会の価値観を変え
る⽇本のノーマライゼーションへの取り組みとして世界に発信でき
る取り組みである。今後はアジア等当社グループが海外で管理する
施設での展⽰会実施を検討している。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇本伝統芸能の発信プ
ロジェクト

特定⾮営利活動
法⼈ 和⽂化交
流普及協会

2017/7/31 2017/8/1 東京都 中央区

 
和を以って尊しとする精神を根底に持つ⽇本伝統芸能は、⽇本⺠族
の喜び悲しみを伝える⼼そのものであり、世界に誇れる優れた⽂化
であります。和太⿎・琵琶などの演奏や、⽇本の古典に関する講演
等を主な内容とする本プログラムでは、⽇本伝統芸能の魅⼒を世界
に広く国内外に発信する取り組みとして、⽇本語以外の⾔語での曲
⽬解説等の実施、海外著名⼤学・⾳楽祭での上演、海外の⽇本⽂化
研究者との連携等を⾏います。
  

「作者を探す六⼈の登
場⼈物」

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/10/26 2017/11/5 神奈川県 横浜市

 
我が国の代表的な公⽴劇場である当劇場での多様な事業の取り組み
が、国内外に⽇本の成熟した劇場⽂化を発信することになり、特に
本事業のような無料で⾔語の障壁や鑑賞年齢を問わない作品を実施
することは、⽇本の⽂化レベルの⾼さを国内外に広く発信する機会
となる。イタリアの劇作家ルイージ・ピランデッロの代表作「作者
を探す六⼈の登場⼈物」を、⽇本を代表する劇作家・演出家の1⼈
⻑塚圭史演出にて上演します。実施する会場はバリアフリーになっ
ており、ホールの案内は専⾨的なスタッフが⾏い、障害者にも利⽤
しやすい施設となっている。
  

⼩⾦歴史観光資源を活
かした街づくり英会話
ガイド⽂化事業

⼩⾦歴史観光資
源を活かした街
づくり専⾨部会

2017/3/23 2017/7/24 千葉県 松⼾市

 
松⼾市の⼩⾦地区には、「あじさい寺」「紅葉の寺」としても市⺠
に親しまれている本⼟寺があり、梵鐘は国の重要⽂化財に指定され
ている。その他にも、⾷⽂化においては芳醇な⾹りと⽢みあふれる
緑鮮やかな「湯あがり娘」という枝⾖や「あじさいねぎ」が⼈気で
ある。
 このような⼩⾦地区の魅⼒を発信していくために、東京２０２０
教育プログラム オリンピック・パラリンピック教育実施校の認証を
受けた松⼾市⽴⼩⾦中学校の英語部を対象とし、英語ガイドのレッ
スンを実施するほか、ガイドの⼼得やお寺を訪れるときのマナー、
参拝の作法などの習得を⽬指し、⼩⾦地区を訪れる国内外のお客様
をおもてなしするボランティアガイド育成を⾏なう。
  

第４６回 私学⽂化祭
⼀般財団法⼈ 
埼⽟県私⽴中学
⾼等学校協会

2017/11/4 2017/11/5 埼⽟県
さいたま
市

 
埼⽟県の私⽴中学・⾼等学校⽣による「第４６回 私学⽂化祭」を
１１⽉に開催。各地域や学校に伝承されてきた芸術⽂化に加え、創
造性豊かな⾳楽、芸能、作品の発表の場として、制作・準備・発表
までの過程において、⽣徒間、学校間での協調性や連帯感を育むこ
とを⽬的に毎年１１⽉に開催しています。
 ⾼齢者、障害者、⼦ども、地域の⼈々や、広く外国⼈に対して埼
⽟県の魅⼒を発信します。埼⽟県の伝統・⽂化にふれあえるよう、
海外の⽅も⾔語の不安なく楽しめることを念頭に会場に英語対応の
ものパンフレットものも⽤意。英語対応ができる⾼校⽣や教員を配
置するなど、外国⼈への対応に備え、また、⾝体の不⾃由な⽅にも
楽しんでいただけるような配慮を随所に施します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⼗⽇町雪まつり
⼗⽇町雪まつり
実⾏委員会

2018/2/16 2018/2/18 新潟県 ⼗⽇町市

 
世界的にも豪雪地帯である新潟県⼗⽇町市。現代雪まつりの発祥で
ある⼗⽇町雪まつりは、2020年で第70回を迎えます。厳しい豪雪
を逆⼿にとり、市⺠が主体となって発展してきました。
市内各所に造られる雪像は市⺠が各チームで作成する芸術作品の
数々であり、約30カ所のおまつり広場では、⼯夫を凝らした出店や
催しで賑わいます。メインの雪上カーニバルでは、巨⼤な雪のス
テージで繰り広げられるアーティストの出演やきものショー、雪上
花⽕等が多くの⼈を魅了します。
また、HPやパンフレット等では英語版も作成し、当⽇は⼀部案内所
に英語対応スタッフも配置。⾔葉の壁を越えて楽しんでもらえるよ
う準備しています。
雪深さを活かし、地域が⼀丸となって国内外の⼈をもてなす伝統あ
る祭典です。
  

障がい者差別解消シン
ポジウム

宮崎県、宮崎県
障害者社会参加
推進センター

2017/7/27 2017/7/27 宮崎県 宮崎市

 
障がいのある⼈もない⼈も快適に過ごせる宮崎県づくりの観点か
ら、バリアフリー観光の第⼀⼈者である中村元⽒（⽇本バリアフ
リー観光推進機構理事⻑）を講師に迎え、シンポジウムを開催す
る。
 中村⽒の講演テーマは、「⼈が集まるバリアフリー観光」であ
り、宮崎県の恵まれた気候と⾷など地域⽂化の魅⼒をすべての⽅が
体験でき、その魅⼒を発信する観光地づくりに繋げるもの。
 また、「バリアフリー観光で⼈にやさしいまちづくり」という
テーマで、障がい者と観光関係者とのトークセッションも開催す
る。なお、会場は⾞椅⼦に対応している。
  

留学⽣の⽇ 京都国⽴博物館 2018/1/14 2018/1/14 京都府 京都市

 
2018年１⽉、京都国⽴博物館では「留学⽣の⽇」を設定し、就学の
ため滞在している留学⽣を対象として、名品ギャラリーの無料観覧
を実施します。この時期、名品ギャラリーでは⼲⽀にちなんだ新春
特集展⽰「いぬづくし―⼲⽀を愛でる―」や、近世・近代の御所⽂
化を振り返る特集展⽰「御所⽂化を受け継ぐ―近世・近代の有職研
究―」が開催されており、留学⽣に⽇本の歴史・⽂化・芸術への理
解を深めてもらえる機会を提供します。
また、⾳声ガイドや作品名称等を英語・中国語・韓国語の3⾔語に
も対応することにより、⾔語の壁をこえて展覧会をお楽しみいただ
けるようにします。
  

第１３回 景⼼書道会 
宮崎展

景⼼書道会 2017/9/7 2017/9/10 宮崎県 宮崎市

 
⽇本の伝統⽂化である「書道」の魅⼒を発信するため、景⼼書道会
の会員らが制作した作品展を開催する。5歳から80歳までの約110
⼈が、⽇頃の鍛錬の成果を発表するもので、⼩学⽣ののびやかな楷
書から成⼈の流れのある美しい書まで、「元気が出ることば」の
テーマのもと、約150点を展⽰する。
会場は宮崎市中⼼地であり、外国⼈を含め県外からの観光客にも書
道の魅⼒を発信することが期待される。
なお、会場は⾞椅⼦に対応バリアフリー化されており、どなたでも
観覧いただけるよう配慮している。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第４４回 景⼼書道会 
都城展

景⼼書道会 2017/11/10 2017/11/12 宮崎県 宮崎市

 
⽇本の伝統⽂化である「書道」の魅⼒を発信するため、景⼼書道会
の会員らが制作した作品展を開催する。5歳から85歳までの約240
⼈が、⽇頃の鍛錬の成果を発表するもので、⼩学⽣ののびやかな楷
書から成⼈の流れのある美しい書まで、「元気が出ることば」の
テーマのもと、約300点を展⽰する。
会場は都城市中⼼地であり、外国⼈を含め県外からの観光客にも書
道の魅⼒を発信することが期待される。
なお、会場は⾞椅⼦に対応バリアフリー化されており、どなたでも
観覧いただけるよう配慮している。
  

加賀宝⽣の魅⼒〜能楽
体験〜、加賀宝⽣の魅
⼒〜”ろうそく能”鑑賞
会〜

⽯川県（兼六園
周辺⽂化の森活
性化推進実⾏委
員会）

2017/11/4 2017/11/4 ⽯川県 ⾦沢市

 
⽯川県において、藩政期から育まれてきた能楽⽂化の振興のため、
県⽴能楽堂において、能楽師による仕舞体験や能装束・能⾯の解
説・⾒学等の能楽体験を実施するとともに、はじめての⽅にも分か
りやすい解説付きで能楽を鑑賞することで、本県の⼤きな魅⼒であ
り個性ともいえる、質の⾼い伝統芸能の普及啓発を図る。
 ⾞椅⼦を使⽤する障害者も参加できるよう、会場にはスペースを
確保するなど、障害者にとってのバリアを取り除く取り組みも⾏
う。
  

札幌国際芸術祭2017
札幌国際芸術祭
実⾏委員会

2017/8/6 2017/10/1 北海道 札幌市

 
札幌市では、平成18年3⽉に「創造都市さっぽろ」宣⾔をし、都市戦略と
して、市⺠の創造性を原動⼒としたまちづくりの推進に取り組み、平成
20年には⽂化庁⻑官表彰「⽂化芸術創造都市部⾨」受賞、平成25年には
UCCN（ユネスコ創造都市ネットワーク）のメディアアーツ分野へ加盟が
認められ、その象徴的事業として平成２６年度から札幌国際芸術祭
（Sapporo International Art Festival、略称：SIAF〈サイアフ〉）を実
施しております。SIAFの開催により、これまで札幌で開催されることが
少なかった質の⾼い先進的な⽂化芸術に触れる機会を提供し、市⺠⼀⼈ひ
とりが持つ創造性を⾼めるとともに、国内外のアーティストとの多様な交
流により、地元のアーティスト等の育成につなげ、札幌のアートシーンの
活性化を図っていきます。アーティストが⾒出した札幌の特⾊を活かした
作品が展⽰されることにより、地域の新しい魅⼒の顕在化を促します。ま
た、市⺠参加型のプロジェクトにより、⼈材の発掘・育成を図り、⽂化芸
術の振興につなげます。ウェブサイト・開催概要等は⽇・英のバイリンガ
ル対応としています。
 

2017 かながわの太⿎
神奈川県、神奈
川県太⿎連合

2017/11/12 2017/11/12 神奈川県 横浜市

 
当事業は、神奈川県内で活躍している神奈川県太⿎連合の会員が⼀
堂に会し、広く太⿎演奏を披露することにより、⽇本太⿎の普及、
振興を図るとともに、演奏技術の向上、団体間の交流及び来場者へ
の鑑賞機会の提供を⽬的としています。また、次世代の⼈材育成及
び演奏機会の提供のため、「（公財）⽇本太⿎財団主催 ⽇本太⿎
ジュニアコンクール神奈川県⽀部予選会」の優勝チームが出演しま
す。
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⾏って
います。
【出演団体】相州海⽼名東柏太⿎、太⿎集団“⿎粋” 等
【⼊場料】2,000円（前売り券）2,500円（当⽇券） 
 ※前売り券は、チケットかながわ、チケットぴあで販売予定。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

2017 きらめくふる
さと かながわ⺠俗芸
能祭

神奈川県⺠俗芸
能保存協会

2017/12/3 2017/12/3 神奈川県 横浜市

 
当事業は、神奈川県内で活動中の神奈川県⺠俗芸能保存協会加盟団
体のうち、５団体による⺠俗芸能公演を披露します。公演を通じ
て、地域の⺠俗芸能の普及、振興及び加盟団体間の交流促進を図る
とともに、広く来場者に対して、⺠俗芸能の鑑賞機会を提供するこ
とを⽬的としています。
毎年多くの⽅に御来場いただいており、バリアフリーの整った会場
で、⾞椅⼦を利⽤される障害者の⽅にも、気軽に鑑賞いただけるよ
うな取組を⾏っています。
【上演演⽬】「鶴巻若衆囃⼦」「⼭北のお峯⼊り」「相模のささら
踊り」「⼩向の獅⼦舞」「相模⼈形芝居」
【⼊場料】無料 ※事前申込が必要です。詳細は、10⽉上旬頃に、
ホームページ上に掲載いたします。
  

池袋ハロウィンコスプ
レフェス2017

池袋ハロウィン
コスプレフェス
実⾏委員会

2017/10/28 2017/10/29 東京都 豊島区

 
「池袋ハロウィンコスプレフェス2017」は、⽇本発の代表的なサブ
カルチャーのひとつであるコスプレ⽂化を、⽇本のサブカルチャー
の中⼼地のひとつである池袋から世界に発信していくイベントとな
ります。イベントの様⼦はニコニコ⽣放送を介し、国内外にイン
ターネット⽣放送で配信されていきます。池袋ハロウィンコスプレ
フェスは、豊島区を中⼼とした実⾏委員会で組織され、⽇本全国か
ら様々なコスプレ関連会社が協⼒として参加し、世界中からコスプ
レイヤーやコスプレファンが集まります。池袋の街を⼤きく巻き込
んだ⽇本最⼤級のコスプレイベントとなっております。また、公式
HPでは英語、中国語に対応をしております。
  

アース・セレブレー
ション2017

アースセレブ
レーション実⾏
委員会

2017/8/18 2017/8/20 新潟県 佐渡市

 
⽂化も国籍も違うさまざまな⼈たちが、交わり、つながっていく、
アース・セレブレーション（EC）。
⾃然と共⽣しながら⽣きていくための知恵や⼿技、そこから⽣まれ
る⽂化、芸能を通じて、いま⼤切なことは何かを考える場を提供し
ます。
30周年の記念となる今年は、これまで以上に佐渡の地域イベントと
も連携し、島全体を盛り上げるフェスティバルとして⾶躍させま
す。
イベント会場にも英語対応スタッフを配置。パンフレットも英語対
応のものを⽤意。
 

甲冑・姫⾐装を着て時
代劇俳優なりきり体
験！！

公益財団法⼈調
布市⽂化・コ
ミュニティ振興
財団

2017/10/1 2017/10/1 東京都 調布市

 
かつて「東洋のハリウッド」と呼ばれ、⽇本映画産業発祥の地であ
る調布が実施する甲冑体験イベントです。全⽇本映画に関わってい
るといっても過⾔ではない市内企業の協⼒を得て、時代劇、また邦
画という⽇本⽂化独⾃の魅⼒を「映画のまち調布」として発信しま
す。9/29（⾦）〜10/9（⽉）には、映画で使⽤された甲冑や⼤砲
などを展⽰。イベント当⽇には展⽰スペースを撮影ブースとして使
⽤し、年齢、性別、障害を問わず時代劇の世界観を存分に楽しんで
いただける内容となっています。また、調布市国際交流協会の協⼒
のもと、在訪⽇外国⼈の⽅々にも参加していただきやすい情報発信
を⾏うとともに、当⽇は外国語対応スタッフを配置します。加え
て、会場となる⽂化会館たづくりでは、障害者⽤トイレ、専⽤駐⾞
場を完備しています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第4回 ご当地鍋フェ
スティバル＠⽇⽐⾕公
園

ご当地鍋フェス
ティバル実⾏委
員会

2017/11/23 2017/11/26 東京都 千代⽥区

 
①⽇本の全国各地で古くから親しまれている定番から珍しい「鍋」
料理を紹介。その「鍋の味」を通じて、東京（⽇⽐⾕）で「ふる
⾥」やその「地域」を感じてもらう。その「鍋の味」を通じて、そ
の「地域」の魅⼒を実感し興味をもってもらう。その「地域」に関
連する商品を買ってもらったり、その「地域」に旅⾏に⾏ってもら
い、更にその地域の魅⼒を感じてもらうことを⽬的とした取組で
す。
②外国の⽅（⽇本在住者、訪⽇外国⼈問わず）に⽇本の古き良き⾷
⽂化である「鍋」を⾷してもらい、⽇本の⾷⽂化を通して⽇本を
知っていただくことを⽬的とした取組です。イベントのWEBサイト
を英語対応にする予定です。  ■ご当地鍋フェスティバル実⾏委
員会（実⾏委員会メンバー：ぴあ株式会社、ビーアシスト株式会
社、スタートライン）
 

第2回 ご当地鍋フェ
スティバル＠久屋⼤通
公園

ご当地鍋フェス
ティバル実⾏委
員会

2018/1/12 2018/1/14 愛知県 名古屋市

 
①⽇本の全国各地で古くから親しまれている定番から珍しい「鍋」
料理を紹介。その「鍋の味」を通じて、愛知（栄の久屋⼤通公園）
で「ふる⾥」やその「地域」を感じてもらう。その「鍋の味」を通
じて、その「地域」の魅⼒を実感し興味をもってもらう。その「地
域」に関連する商品を買ってもらったり、その「地域」に旅⾏に
⾏ってもらい、更にその地域の魅⼒を感じてもらうことを⽬的とし
た取組です。
②外国の⽅（⽇本在住者、訪⽇外国⼈問わず）に⽇本の古き良き⾷
⽂化である「鍋」を⾷してもらい、⽇本の⾷⽂化を通して⽇本を
知っていただくことを⽬的とした取組です。イベントのWEBサイト
を英語対応にする予定です。    ■ご当地鍋フェスティバル実
⾏委員会（実⾏委員会メンバー：ぴあ株式会社、ビーアシスト株式
会社、スタートライン） 
  

 

柏市⺠⽂化会館⾃主事
業「⼤道芸がやってき
たー！」

柏市⺠⽂化会館
(指定管理者 
柏市⺠⽂化推進
パートナーズ)

2017/9/27 2017/9/27 千葉県 柏市

 
江⼾期に発展をみた⽇本の⼤道芸、⽇本固有の繊細で緻密なエン
ターテイメント性の上に、戦後に紹介された欧⽶の⼤道芸の魅⼒を
重ね、海外においても⾼く評価され新たな⽇本⽂化の⼀つとして開
花しつつある⽇本の⼤道芸の魅⼒をご紹介します。
社会福祉法⼈の出店参加を得て、障がいのある⽅たちとともに企画
した、やさしく楽しいプログラムです。同時に、⼩さなこどもたち
からお年寄りまで広く⼀般の⽅にも楽しんでいただけるものです。
また、⼤学⽣の運営参加を加え、障がいのある⽅たちの専属サポー
トにあたります。
  

歴史⽂化普及啓発事業 
〜 やっとかめ⽂化祭 
〜

やっとかめ⽂化
祭実⾏委員会
【構成】名古屋
市、(公財)名古
屋市⽂化振興事
業団、(公財)名
古屋観光コンベ
ンションビュー
ロー、中⽇新聞
社名古屋観光ブ
ランド協会、Ｎ
ＰＯ法⼈⼤ナゴ
ヤ・ユニバーシ
ティー・ネット
ワーク

2017/10/28 2017/11/19 愛知県 名古屋市

 
平成24年9⽉に「古典の⽇に関する法律」が施⾏されたことを機に、平成
25年度から「やっとかめ⽂化祭」を開催している。都市の⽂化・歴史資
源を総合的・横断的に活⽤し、まちなかや歴史的建造物等で多彩な公演や
アウトリーチプログラム、講座、ワークショップ等を開催することによ
り、地域⽂化の再⽣や創造発信、観光への活⽤等を図ってきた。また、⽂
化芸術団体にとどまらず、まちづくりNPOや地域団体、⼤学、企業、商
店街、各種店舗、寺社、市⺠ボランティアなど、様々な団体・個⼈と連携
し、当事業をプラットフォームとして、多様な地域⽂化の担い⼿を育成
し、ネットワークの形成を図ってきた。平成29年度からは、これまでの
成果を継承しながら、ユネスコ創造都市ネットワーク等を活⽤し、多様な
アーティストやクリエイターの参画のもと、地域⽂化の再編集や価値の向
上、産業への活⽤等を図っていく。また、ＷＥＢサイトにおいて、外国語
（英語）対応を⾏うことで、外国⼈にも参加しやすい取り組みを⾏ってい
る。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

国⽴劇場 さくらまつ
り

独⽴⾏政法⼈ 
⽇本芸術⽂化振
興会

2017/3/24 2017/4/2 東京都 千代⽥区

 
毎年美しい花を咲かせる国⽴劇場前庭の桜。⽇本の代表的な花とし
て有名な桜ですが、多種多様な品種があります。国⽴劇場では前庭
に咲く駿河桜や神代曙などの多彩な桜をゆっくりとご鑑賞いただけ
るよう、床⼏と屋点傘を並べたお休み処をご⽤意し、ほうじ茶の無
料サービスを⾏います。また、4⽉1⽇及び2⽇には⽇本の伝統芸能
である太神楽を特設舞台にて上演し、⾔語を介さずに⽇本の春をお
楽しみいただける空間を演出します。なお開催にあたっては英語で
イベントの概要や桜の解説を記載したチラシを配布し、外国⼈観光
客に向けて情報発信を⾏います。
  

伝統⼯芸制作体験ワー
クショップ

⽯川県（兼六園
周辺⽂化の森活
性化推進実⾏委
員会）

2017/7/23 2018/3/25 ⽯川県 沢市

 
いしかわの伝統⼯芸に親しむ機会を充実させるため、親⼦連れなど
を対象に、各分野の⼯芸作家を講師とした陶芸や沈⾦、⽊⼯、染織
などの制作体験ワークショップを開催する。その際、⾞椅⼦を使⽤
する障害者も参加できるよう、会場にはスペースを確保するなど、
障害者にとってのバリアを取り除く取り組みも⾏う。
  

第51回オープンレク
チャー

東京⽂化財研究
所⽂化財情報資
料部

2017/11/2 2017/11/3 東京都 台東区

 
東京⽂化財研究所の研究員が⽇々の向き合っている⽇本美術の研究
成果を外部講師を交え、広く⼀般に公開する事業である。当研究所
職員２名、外部講師２名からなる。本年は、「かたちからの道、か
たちへの道」をテーマに、⽇本の⽂化財が、ひとの営為の多様な側
⾯から⽣み出され、「かたち」に統⼀され、そこにひとの⼼がこめ
られていることを意識し、かたちから語ることのできる道や、かた
ちが⽣み出されるに⾄る道など、さまざまに語ることが可能であ
る。⽇本美術のかたちあるものに⽇々向き合う研究者による新たな
知⾒をより多くの⽅々に紹介するものである。会場にはエレベー
ター、⾝障者⽤トイレ、専⽤駐⾞場等があり、⾞椅⼦使⽤者等への
対応が可能である。
  

アジア太平洋ディスレ
クシア・フェスティバ
ル2017

APDF2017実
⾏委員会

2017/10/21 2017/10/22 東京都 港区

 
ユネスコに加盟しているアジア太平洋地域と⽇本のディスレクシアの本
⼈、研究者、⽀援者・保護者とが集まり、各地域におけるディスレクシア
の啓発、教育的⽀援、指導の普及とネットワークを趣旨としています。多
様な歴史・⽂化・⽂字などの背景をもつ⼈々がディスレクシア（読み書き
の困難）という共通課題に取り組み、２０２０年に⽇本・岡⼭で開催が予
定される世界ディスレクシア・フォーラムへ向け課題解決に向けてのス
テップとなることを⽬指しています。また、イベントを通して仮名、カタ
カナと漢字を使う⽇本語についての理解を推進します。イベント会場には
英語他アジアの⾔語に対応スタッフを配置。パンフレットも英語対応。
⽇本⽂化を発信する活動：- ⽇本で開発された最新の技術・サポートツー
ルの展⽰と紹介- ディスレクシアを持つ⽇本⼈のアーティストの作品を展
⽰する才能展（絵画や⽇本伝統的な器等）- 2020年のディスレクシア・
イベント開催地である岡⼭の紹介（ブース）- ⽇本におけるディスレクシ
アを囲む教育の現状- ディスレクシアと関連した⽇本語の⾔語の特性を紹
介
 

第3回⼤江⼾新座祭り
⼤江⼾新座祭り
実⾏委員会

2017/7/22 2017/7/22 埼⽟県 新座市

 
夏の⾵物詩となっていた新座阿波踊りが2014年に32年の歴史に幕
を下ろしたことをきっかけに、形を変えて新たに阿波踊りができる
場を作ろう、何とか阿波踊りを続けさせてもらいたい！という想い
から「⼤江⼾新座祭り」は誕⽣しました。
 阿波踊りパレードをはじめ、地域の⼦供団体等による和太⿎や⾦
管バンド、フラダンスのステージが開催されます。英語を話せるス
タッフがいるため、外国⼈のお客様のアテンドが可能です。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ギィ・ボヴェ オルガ
ン・リサイタル

ふれあいファシ
リティズ

2017/9/16 2017/9/16 岐⾩県 岐⾩市

 
① 現代オルガン界の重鎮であるギィ・ボヴェが10年ぶりのリサイ
タルを⾏います。オルガンを代表する曲だけではなく、
ギィ・ボヴェ⾃⾝が作曲した『⽇本三景』より「⾚とんぼ」による
瞑想曲を演奏する、⽇本特別プログラムになっており、
⽇本⽂化の魅⼒を発信する取り組みになっている。
②バリアーフリーの取り組みについては、当ホールの客席に6席分
の⾞いすスペースがあり、サラマンカホールスタッフがいつでも対
応できる様になっている。
また、当ホールには、アシストフォンの⽤意もあり、⽿の不⾃由な
⽅でも⾳楽をお楽しみして頂ける取り組みをしている。
  

⽇本の古典「能と狂
⾔」

ふれあいファシ
リティズ

2018/1/27 2018/1/27 岐⾩県 岐⾩市

 
① ⽇本伝統芸能である「能と狂⾔」をクラシックファンをはじめ、
多くの⽅々にその魅⼒、芸術性を発信する取り組みである。
また、サラマンカホールの特徴となっているパイプオルガンを使っ
て、新作の舞いを公演する。伝統的な古典の演⽬と共に、
サラマンカホールならではの新作演⽬に取り組み、伝統的であり⾰
新的な魅⼒を発信する。
②バリアーフリーの取り組みについては、当ホールの客席に6席分
の⾞いすスペースがあり、サラマンカホールスタッフがいつでも対
応できる様になっている。
また、当ホールには、アシストフォンの⽤意もあり、⽿の不⾃由な
⽅でも⾳楽をお楽しみして頂ける取り組みをしている。

ぎふ秋の⾳楽祭2017”
鍵盤の⽇”

ふれあいファシ
リティズ

2017/10/28 2018/7/2 岐⾩県 岐⾩市

 
① 「ぎふ秋の⾳楽祭」は⾳楽普及、地元で活躍する⾳楽家の育成を
⽬的に2013年から始められ、⽇本⽂化としての現代の⾳楽を発信す
る取り組みである。
全部で7つのコンサートが⾏われるが、とりわけピアノと⼆⼗五弦
筝のデュオコンサートは⽇本の⾳楽の未来の形の⼀つを提⽰するも
のになる。
②バリアーフリーの取り組みについては、当ホールの客席に6席分
の⾞いすスペースがあり、サラマンカホールスタッフがいつでも対
応できる様になっている。
また、当ホールには、アシストフォンの⽤意もあり、⽿の不⾃由な
⽅でも⾳楽をお楽しみして頂ける取り組みをしている。
また、障害を持つピアニスト桑原良恵コンサートを⾏い、障害を乗
り越えて演奏活動を⾏う姿を広く県⺠に紹介する。
  

全国⾼校⽣伝統⽂化
フェスティバルー第1
回伝統芸能選抜公演ー

⽂化庁 2017/12/17 2017/12/17 京都府 京都市

 
⽇本⽂化のうち、郷⼟芸能（伝承系・和太⿎）・⽇本⾳楽・吟詠剣
詩舞の部⾨で継承・発展に取り組んでいる⾼校⽣の「晴れ」舞台と
して本フェスティバルを開催し、
全国の伝統⽂化を⼀同に体感できるとともに、各々の地域で育まれ
た伝統⽂化の魅⼒を発信する取組です。
さらに⽇本だけでなく、海外にも発信するため英訳のプログラムの
作成にも取り組み、海外の⽅にも分かりやすく伝えるとともに、⽇
本の伝統⽂化を肌で感じ、
⾔葉を超えた⽂化の魅⼒を体感、国際交流の機会を与える取組でも
あります。さらに、会場はバリアフリー案内にも対応しており、⾞
椅⼦の利⽤者も鑑賞いただけます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第59回熊本県芸術⽂
化祭オープニングス
テージ

熊本県芸術⽂化
祭実⾏委員会

2017/8/27 2017/8/27 熊本県 熊本市

 
熊本県芸術⽂化祭のオープニングを飾る事業で、国内外で活躍中の
若⼿指揮者⼭⽥和樹⽒を芸術監督を迎え、オーケストラをテーマ
に、⾳楽の魅⼒を様々な⾓度から紹介し、⾳楽の新たな可能性に
チャレンジするステージです。今年度のステージでは、⽇本舞踊家
がオーケストラとともに舞うなど、⽇本⽂化の発信も⾏います。本
公演の観覧席には⾞イス専⽤席を⽤意するとともに、障がいのある
⽅は⼊場料を半額といたします。また、関連イベントのくまもと⼦
ども芸術祭２０１７ｉｎ⼋代は⼊場無料で実施し、⾞イス専⽤席を
設けています。
  

岐⾩市歴史博物館 平
成29年度催し物

岐⾩市歴史博物
館

2017/5/26 2018/3/31 岐⾩県 岐⾩市

 
岐⾩市の歴史と⽂化を紹介する博物館で、岐⾩公園内にあります。
総合展⽰室では、原始時代から現代までの岐⾩の歴史を紹介。⼀部
の解説パネルやパンフレットは英⽂に対応しています。また、体
感・体験型の展⽰⼿法を取り⼊れ、岐⾩の歴史を体で感じることも
できます。
エレベーターや⾞いす対応トイレを完備、受付で⾞いすの貸出を
⾏っているほか、岐⾩公園内には障がい者⽤駐⾞場があります。
  

第59回熊本県芸術⽂
化祭

熊本県芸術⽂化
祭実⾏委員会

2017/8/11 2017/12/31 熊本県 熊本県

 
「芸術を⾼め、⽂化を広め、次世代へつなぐ」をコンセプトに、芸
術の頂点の伸⻑と⽂化の裾野の拡⼤及び次世代への継承を図る熊本
県内における最⼤の芸術⽂化の祭典です。オープニングステージ、
くまもと⼦ども芸術祭、開催趣旨に賛同して開催される書道、茶
道、華道、吟詠、詩舞などの⽇本⽂化の発信を中⼼とした約２００
の参加事業等で構成します。参加事業者に対しては、⾞イスの対応
といった障がいのある⽅や⾼齢者への気配りをはじめとする、バリ
アフリーの推進をお願いします。
  

平成29年度 第69回
⾏⽥市⽂化祭

平成２９年度第
６９回⾏⽥市⽂
化祭実⾏委員会

2017/11/2 2017/11/23 埼⽟県 ⾏⽥市

 
本事業は、⾏⽥市⽂化団体連合会に所属している団体の発表の場や
広く⽂化に親しむ⼈々の鑑賞の場を設け、⾏⽥市の⽂化の発展に寄
与するものです。イベント期間中は、絵画・書・写真・フラワーデ
ザインなどの作品展⽰や茶会や将棋・囲碁・短歌⼤会などの各種⼤
会が実施されるほか、ステージ発表なども⾏われます。また、来場
者の中に障害をお持ちの⽅もいることも想定しています。⾞椅⼦を
利⽤した⽅でも気軽に⽂化祭を楽しめるように、会場はバリアフ
リー対応となっており、エレベーターが近くにある場所で展⽰を⾏
うなど、障害者にも配慮しております。このように、障害者にとっ
てのバリアを取り除く取り組みでもあります。
  

九⾥⼀平作品展
学校法⼈ ⼆本
松学院 京都美
術⼯芸⼤学

2017/7/18 2017/10/31 京都府 京都市

 
⽇本⽂化の⼀つとして庶⺠だけでなく時の⽀配者までもが楽しんで
きた“漫画”は、“アニメ”という形で世界各地に拡散し親しまれるよ
うになった。アニメは単なる“遊び、娯楽”の世界を超えて芸術の領
域にまで発展してきたといえる。今回の展覧会はその魅⼒と可能性
を探る絶好の機会である。その発想の⾯⽩さと、表現⼒の巧みさな
ど、1000年以上にわたって培われてきた⽇本の⾃由な精神性とそれ
を裏付ける表現⼒をこの展覧会を通じて展⽰する予定。また会場は
1階に配置されており、障害者に対しては⼊⼝までの動線、トイレ
等、バリアフリー対応の展⽰場となっている。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

 クラシックの扉 實
川 ⾵ ピアノリサイ
タル

公益財団法⼈千
葉県⽂化振興財
団

2017/11/19 2017/11/19 千葉県 旭市

 
 實川 ⾵は、数々のコンクールで輝かしい成績を収め、国内外で活
躍中の地元旭市出⾝のピアニストです。世界に⽻ばたく⽇本の若⼿
ピアニストとして、みずみずしい感性と卓越した演奏技術で、クラ
シック⾳楽の魅⼒を広く発信します。
 千葉県東総⽂化会館では、コミュニケーションボードや筆談ボー
ドによる対応、障害者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サービス介助⼠の資格を持つ職員が
ご案内いたします。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、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し、おもてなしの⼼でお迎えいたしま
す。
  

新国⽴劇場 
2017/2018シーズン
公演等

公益財団法⼈ 
新国⽴劇場運営
財団

2017/10/1 2018/9/30 東京都 渋⾕区

 
新国⽴劇場は、我が国唯⼀の現代舞台芸術のための国⽴劇場です。
オペラ、舞踊（バレエ、現代舞踊）、演劇の３つの部⾨の公演を制
作・上演、オペラ、バレエ、演劇の３つの研修所における次代を担
う芸術家の育成や展⽰、講座の開催など現代舞台芸術の振興と普及
に寄与する各種事業を⾏うことにより⽇本⽂化の魅⼒の発信に取り
組んでいます。公式ホームページ、劇場内の案内表⽰、公演プログ
ラム等の印刷物は英語に対応しています。新国⽴劇場は各所にス
ロープ、段差解消機、エレベーターを備え、オペラ劇場、中劇場、
⼩劇場の各劇場に⾞椅⼦スペースがあり、ご観劇いただけます。
  

横浜ダンスコレクショ
ン 2018

公益財団法⼈横
浜市芸術⽂化振
興財団

2018/2/2 2018/2/18 神奈川県 横浜市

 
1996年にスタートし、23回⽬を迎える横浜ダンスコレクション。
振付家のコンペティションを核に毎年開催する国際的なダンスフェ
スティバルです。
アーティストの発掘と育成を⽬的としているコンペティションで
は、⽇本をはじめアジア各国のアーティストが作品を上演します。
国内外の劇場やフェスティバルのディレクター等を多数招聘し、海
外での作品上演や共同制作などの機会拡⼤に寄与するアジアのダン
スプラットフォームとしても、世界的に評価されています。そのた
め年間を通じて海外のディレクター等には英語にて情報を配信、HP
含め配布する紙媒体などはすべて英語表記し、当⽇は英語でスタッ
フが数名で、海外ゲスト・出演者の対応ができるようにしていま
す。
  

⽔と⼟の⽂化創造都市 
こどもプロジェクト２
０１７

新潟市 2017/8/11 2017/12/24 新潟県 新潟市

 
次代を担うこどもたちに創造性を育むプログラムを提供する。今年
は夏休みに芸術祭作品を巡るバスツアーや，地場産野菜を使った料
理教室，リズムで楽しむアフリカン⾳楽を実施する。冬休みには紙
すき体験及びすいた紙を使ったオリジナルランプの制作のほか，⼟
から絵具を作って絵を描くワークショップを開催する。
  

2018年 萬代橋チュー
リップフェスティバル

新潟市 2018/4/18 2018/5/7 新潟県 新潟市

 
新潟市⺠が育てた市内産チューリップを新潟市のシンボルである萬
代橋周辺の道路上に展⽰し，市⺠や本市を訪れる外国⼈などの観光
客とともに春の到来を喜び合う
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽔と⼟の⽂化創造都市 
市⺠プロジェクト２０
１７

新潟市 2017/7/1 2017/12/31 新潟県 新潟市

 
⽔と⼟の芸術祭から⽣まれた市⺠⽂化のウエーブを起こし続け，⽔
と⼟の⽂化創造都市をさらに前進させるために，市⺠のグループや
団体等が実施するイベントやプロジェクトを⽀援し，アート作品の
展⽰や歴史⽂化の魅⼒の魅⼒発信など様々なジャンルのプロジェク
トを市内各所で開催する。
  

「とくしま藍の⽇」＆
「テレワーク・デイ」
記念フォーラム

徳島県 2017/7/24 2017/7/24 徳島県 徳島市

 
 初めての「とくしま藍の⽇」、「テレワーク・デイ」となる７⽉
２４⽇、「藍×テレワーク」と題した記念フォーラムを開催しま
す。
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け、伝統的な
ジャパンブルー「徳島の藍」と全国屈指の光ブロードバンド環境を
活かした「テレワーク」といった「徳島の強み」を同時に発信する
ことにより、
「藍といえば徳島」、「新しい働き⽅」の今後の展開について、皆
さまと⼀緒に考えたいと思います。どうぞ、お気軽にご参加くださ
い。当⽇の講演には⼿話通訳を置きます。
 

Beach Day in 
ODAIBA 2017

NPO法⼈⽇本
ビーチ⽂化振興
協会

2017/7/31 2017/7/31 東京都 港区

 
 昔は海辺が集いの場であったように、賑わいのある集いの場とし
て回帰することを⽬的として、幼い頃、夢中になって楽しんだ「雪
合戦」をビーチで⾏う。勝敗を競い、チームの協調性を⾼め、また
⽇本の⽣活習慣である「裸⾜⽂化」を「雪合戦」を通じて参加する
⼦どもたちや海外留学⽣等に感じてもらい、⽂化交流を図る。会場
レイアウトでは、万⼈がビーチで過ごせるよう、ユニバーサルデザ
インの提案として、砂の上でも歩きやすく、⾞椅⼦でも⼊れるよう
にウォーキングストリートを作るなど企画する。
  

「ピノキオ〜または⽩
雪姫の悲劇」

KAAT神奈川芸
術劇場

2017/7/15 2017/7/17 神奈川県 横浜市

 
 ⽇本から世界中すべての⼦どもたちへ贈る、楽しさがぎっしりつ
まったＫＡＡＴ発のオリジナルミュージカル！世界中で愛されるお
なじみの「ピノキオ」の物語をもとに作られた亜⾨版ピノキオは、
きつね、猫、こおろぎのほか、⽩雪姫、カメから魔王まで、あらゆ
るおとぎ話のキャラクターが続々と現れるとっても不思議なワン
ダーランド。ピノキオが苦難を乗り越えて⼈間の少年へと成⻑して
いくまでのお話が、⾊とりどりのオリジナル楽曲に乗せてつづられ
ていくファンタジックなミュージカルです。
 また、客席には、⾞椅⼦が⼊り⼝から段差なしで⼊れる⾞椅⼦ス
ペースを設置。⼀般のチケットとは別枠でチケットを各公演⽤意し
ており、障害者の⽅にとって観劇しやすい環境を整えています。
  

沼⽥まつり
沼⽥まつり実⾏
委員会

2017/8/3 2017/8/5 群⾺県 沼⽥市

 
 沼⽥まつりは、江⼾時代を起源とする須賀神社の「祇園祭」と
「沼⽥まつり商⼯祭」が統合された沼⽥市⺠総参加の⼤祭です。古
くから「おぎょん」と呼ばれており、毎年まつり３⽇間、延べ２０
万⼈以上の⼈出で賑わっています。須賀神社、榛名神社の両神社の
みこし渡御をはじめ、優美華麗な１０台の⼭⾞「まんど」の⾏列、
市内各地域から参加する町みこしの共演、⼦供みこし⾏列、「千⼈
おどり」と呼ばれる流し踊り等様々な⾏事が⾏われます。特に⼤天
狗⾯をみこしに仕⽴て、約３００⼈の⼥性だけで担ぐ「天狗みこ
し」は迫⼒満点です。この天狗みこしは､⼥性なら誰でも参加できま
す。市交際交流協会を通じて外国の⽅を募集し､本市にお住まいの外
国⼈や本市を訪れた皆さまにも参加いただいております。今年は、
沼⽥商⼯会⻘年会議所により⼤型のウイング⾞両を利⽤した観覧席
を設けて⾞椅⼦でもまつりを安全に観覧できるバリヤフリーのまつ
りを実施いたします。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

志野・しの・SHINO

多治⾒市・多治
⾒市⽂化⼯房
ギャラリーヴォ
イス

2017/9/9 2017/12/3
岐⾩県 多治⾒市

 
 陶磁器の⼀⼤産地である美濃地⽅には豊かな「やきもの⽂化」が
根付き、その中でも、美濃地⽅で育まれた特徴的なやきものである
「志野」は、海外でもそのまま「SHINO」と呼ばれ、国際的にも広
く知られています。本事業では、本年開催される陶磁器の国際的な
催事である「国際陶磁器フェスティバル美濃」の協賛事業として、
その「志野」に魅せられ、独⾃の制作活動を展開する現代作家4名
の展覧会を開催します。会場には英語併記の作品キャプションを設
置し、英語版の作家紹介冊⼦を作成。また、会場への経路には段差
がなく、会場内は⾞いす移動を考えたレイアウトを⾏います。（※
「多治⾒市⽂化⼯房ギャラリーヴォイス」は指定管理者制度により
株式会社共栄電気炉製作所が多治⾒から受託し管理しています。）
  

天⼼茶会
天⼼茶会実⾏委
員会

2017/11/18 2017/11/19 福井県 丹⽣郡

 
 越前古窯博物館の開館に合わせて、「茶の本」を執筆し、⽇本⽂
化を世界に発信した、福井県にゆかりのある「岡倉天⼼」を称え、
格式⾼く、全国から茶道家が集う茶会を開催し、越前焼をはじめ福
井の伝統⼯芸を来場者に紹介します。会場となる越前古窯博物館
は、数寄屋建築の⼤家、中村昌⽣⽒の設計によるもので、⽴礼形式
の茶会を実施できる「天⼼堂」や、四畳半の本格的な「天⼼庵」の
本格的な茶室を備えています。茶会にあわせて、岡倉天⼼ゆかりの
茶道具も展⽰します。また、英語対応スタッフを配置し、外国の⽅
にも対応しています。
  

ぎふ清流⽂化プラザ
「清流の国ぎふ リト
アニア⽂化芸術の⼣
べ」

岐⾩県 2017/9/25 2017/9/25 岐⾩県 岐⾩市

 
 岐⾩県では、県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」において、⼦ど
も、若者など次世代の⽂化芸術の担い⼿を育成することを基本コン
セプトのひとつに掲げ、各種⽂化振興事業を展開している。本事業
は、２０２０年に向け県内の合唱⽂化の振興及び⽂化的な国際交流
の機運醸成に寄与するため、海外合唱団及び県内合唱団による合唱
のコンサートを開催するものである。
 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
慮を⾏う。
  

埼⽟県芸術⽂化祭２０
１７地域⽂化事業  第
２８回さやま⼤茶会

埼⽟県 埼⽟県
教育委員会 狭
⼭市 狭⼭市教
育委員会 埼⽟
県芸術⽂化祭実
⾏委員会 さや
ま⼤茶会実⾏委
員会

2017/11/12 2017/11/12 埼⽟県 狭⼭市

 
 さやま⼤茶会は、狭⼭市の特産品である狭⼭茶の“⽢くて濃厚な味
わい”を楽しみながら、気軽に「茶の湯」の世界に触れられるイベン
トとして、平成２年より開催しています。
 当⽇は、友好交流都市・新潟県津南町の名⽔「⻯ケ窪の⽔」を
使った抹茶・煎茶各流派合同の野点による１３席の茶会のほか、⽣
け花、俳句の作品展⽰など、さまざまな⽇本の伝統⽂化に触れるこ
とができますので、お友達とカフェに⼊るような感覚で、普段着で
お楽しみください。
 なお、会場には障がい者トイレや駐⾞場を完備しているほか、外
国の⽅にも楽しんでもらえるように、英語版の案内チラシやお点前
のパンフレットを設置します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

最⾼の瞬間に最⾼の舞
台を@2014→2020 
テーマ：⽣まれ変わる
舞台・展⽰空間

株式会社⽵中⼯
務店

2017/7/24 2017/9/6 東京都 江東区

 
 ⽂化プログラムの活動舞台となる劇場や博物館は、戦後建築され
たものが⼤規模修繕や建て替え時期を迎えています。地域や社会に
影響を与えた建物になればなるほど、過去の利⽤者、所有者の⼤切
な想いを、次の新たな建物にどういかして、次の⽂化活動の舞台を
築くかが課題です。そこで、今回は、社会の動きとして⽂化プログ
ラムの紹介から、改修を続けながらも⽇本の芸術活動の拠点である
２つの国⽴劇場「国⽴劇場」「新国⽴劇場」の建築的特徴をわかり
やすく紹介するとともに、建て替えられた劇場５事例、産業や道
具、住宅の歴史を体験する施設３事例を通じて、⽂化活動の舞台と
なる建築を⼀般の⽅々にご紹介します。なお、チラシに英語表記を
⼊れるとともに、来場された障がい者の⽅にも通⾏しやすい展⽰ス
ペースの確保、トイレのご案内を掲⽰します。
  

中之島⽂楽
⽂楽を中⼼とし
た古典芸能振興
事業実⾏委員会

2017/9/29 2017/10/1 ⼤阪府 ⼤阪市

 
 ユネスコ無形⽂化遺産であり⼤阪が世界に誇る伝統芸能である
「⼈形浄瑠璃⽂楽」を、これまで⽂楽への親しみが薄かった⽅々に
も気軽に楽しんでいただける機会を提供することで、⽂楽への関⼼
の拡⼤、その発展につなげることを⽬的に実施します。来場しやす
い時間帯に、低価格で、観客の皆様が親しみやすいような⽂楽ビギ
ナーのゲストを招いてのトークショーや、資料映像を交えての解
説、親しみやすい演⽬の公演など、⽂楽の魅⼒そのものを初⼼者の
⽅にもわかりやすくお伝えする企画です。⾞いすを使⽤する⽅も参
加しやすいよう会場に⼗分なスペースを確保するほか、ご来場いた
だいた外国⼈の⽅々にもわかりやすい「⼈形浄瑠璃⽂楽」をご紹介
するパンフレットの設置などを⾏います。
  

ひがしまつやま芸術祭
2017

公益財団法⼈東
松⼭⽂化まちづ
くり公社

2017/9/1 2018/1/31 埼⽟県 東松⼭市

 
 東松⼭がアートでＬＩＮＫする！！
 東松⼭市の芸術・⽂化の祭典「ひがしまつやま芸術祭」は今年で５回⽬
を迎えます。芸術・⽂化を愛する市⺠の活動の場を広げ、市内だけでな
く、市外へも東松⼭市の魅⼒を発信することにより、東松⼭市の芸術・⽂
化のさらなる創造と発展を⽬的とし開催しています。各地域で⽇本の⽣活
に密着した⽂化芸術活動を続けている団体の発表・作品展⽰や地元オーケ
ストラの演奏会等、幅広いジャンルのアートに触れることができます。
“ＬＩＮＫ（つながる）”をテーマに、芸術祭参加団体の交流を⽬的とした
当財団主催の東松⼭⾳楽祭、東松⼭美術展も開催。障害者が制作した作品
の出展等、期間中のイベントには、⾼齢者、障害者も積極的に参加し、共
に創りあげる芸術祭を⽬指しています。東松⼭市⺠⽂化センターをはじめ
会場となる公共施設はバリアフリー対応となっており、スロープ、⾞いす
⽤スペース、多⽬的トレイ等があります。
  

古典を活かした柏崎地
域活性化事業

柏崎古典フェス
ティバル実⾏委
員会

2017/4/1 2018/3/31 新潟県 柏崎市

 
 「古典の⽇」にちなみ、①11⽉に集中して⽂楽、落語、⺠俗芸能等の
公演を開催することで古典の⽇や古典への市⺠理解を深める、②普段は⼤
都市でしか⾒ることのできない公演を招致し鑑賞機会の地域間格差を解消
する、③新潟県中越沖地震で被災し解体した市⺠会館の代わりに復興のシ
ンボルとして誕⽣した⽂化会館アルフォーレの⽂化技術拠点としての更な
る活⽤を図る、等を⽬的とし、平成27年度から「柏崎古典フェスティバ
ル」を開催してきた。今年度は計画の最終年度であり、昨年の取組を検証
し継続実施する。チラシやパンフレット等は多⾔語化し、訪⽇外国⼈に古
典の魅⼒が伝わりやすい情報発信をする。市内⼤学の留学⽣との交流の中
で、留学⽣の意⾒を事業に反映させ、留学⽣からも事業に関する情報発信
をしてもらう。【開催公演】10/29（⽇）⽂楽ワークショップ公演、
11/5⽇（⽇）アルフォーレ特選寄席⼈間国宝柳家⼩三治登場、11/12⽇
（⽇）綾⼦舞アルフォーレ公演、12/3⽇（⽇）⼈形浄瑠璃⽂楽 柏崎公
演
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

マチ★アソビを活⽤し
た地域活性化事業

徳島県商⼯労働
観光部にぎわい
づくり課

2017/4/3 2018/3/30 徳島県 徳島市

 
 ｢マチ★アソビ｣は，『徳島をアソビ尽くす』ことを⽬的とし，徳
島の⾃然環境・地理・魅⼒を活かした屋外型の複合エンターテイメ
ントであり，期間中は徳島市中⼼市街地⼀帯にアニメやゲームの関
連会社や⼈気声優が⼀堂に会し様々なイベントや展⽰を実施。
 たくさんの若者が徳島を訪れ，徳島の⽂化や⾃然，街，⼈々とふ
れあうことで参加者が我が郷⼟の新しい魅⼒や知られざる良いとこ
ろを発⾒，実感。また，イベント会場にも英語及び中国語対応ス
タッフを配置したり，⾔語や⽂化に関係なく楽しめる体験型イベン
トの充実や世界情報発信の強化を図るなど⽇本のアニメが好きな外
国⼈との交流の場となっている。さらに，年間を通じた戦略的なア
ニメ関連事業を展開しながら本県の魅⼒を国内外に発信しにぎわい
を創出し地域の活性化を図る。
  

５５周年記念徳島彫刻
集団野外彫刻展

徳島彫刻集団 2017/10/1 2017/11/10 徳島県 徳島市

 
 徳島城跡を背景にした野外の環境の中で彫刻展を開催し、多くの
⼈々に彫刻に触れ親しみ楽しんでいただく。⽂化財としての公園内
で地域の歴史や⽂化を感じながら創作のおもろ⽩さを味わってもら
う。触れることのできる作品を設置したり、会場内をフラットにす
ることで、安⼼して障がい者も楽しむことができるように対応す
る。
  

第２回・TOKYO数寄
フェス

上野「⽂化の
杜」新構想実⾏
委員会、アーツ
カウンシル東京
（公益財団法⼈
東京都歴史⽂化
財団）

2017/11/10 2017/11/19 東京都 台東区

 
 2020年に向けて、歴史的資源と⽂化芸術資源が集約された上野
「⽂化の杜」を国際的な⽂化創造拠点として発信するイベントを開
催。コミュニティエンゲージド型のアーティストを起⽤し、上野公
園・上野駅周辺・⾕中エリアの地域資源のリサーチをもとに、参加
者との共創型のアートプロジェクトを展開。今年度は、国内の著名
なアーティストに加え、若⼿アーティストとフランスの⼤学⽣20名
による作品発表を空き店舗等を活⽤し実施することで、地域と多様
な関係を築きながら、ネットワーク型の地域拠点形成を⽬指す。ま
た、将来的な国際芸術祭の開催に向けて、国内外のアーティストが
⻑期的なリサーチプログラムを展開できる環境整備に着⼿。連携企
画として、⼦どもや障害者も参加可能なワークショップ等も開催。
パンフレットは⽇英併記。ウェブサイトの多⾔語化を予定。
  

第５５回企画展「蜂須
賀家家⾂と拝領地 ー
武藤家⽂書を中⼼
にー」

徳島県⽴⽂書館 2017/8/8 2017/10/29 徳島県 徳島市

 
 徳島藩主・蜂須賀家の重⾂であった武藤家に関連する貴重な史料
群を展⽰し、江⼾時代の上級武⼠や明治時代の⼠族が、どのような
活動をおこない、⽣活を送っていたのかを紹介する。武藤家はかな
りユニークな家柄のため、興味深い資料が⼤変多い。その中で今回
取り上げるのは、「武藤家の由来」・「拝領地⽀配について」・
「武芸と⽂化活動」・「幕末の混乱を物語る史料群」・「明治期に
挑んだ新事業について」の５つの内容。武藤家に残された古⽂書や
絵図を、年表や解説パネルと共に展⽰する。なお、館内にはスロー
プやエレベーター、多⽬的トイレ、筆談⽤ボードなどを設置し、障
がい者・⾼齢者に配慮したバリアフリー対応の環境を整備してい
る。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

聲の淵『⽟川信⼀展』
網⾛市⽴
美術館

2017/8/11 2017/10/1 北海道 網⾛市

 
 網⾛市の市制施⾏70年・網⾛市⽴美術館開館45周年を記念し-聲
の淵-『⽟川信⼀展』を開催します。画家・⽟川信⼀は、1954年
（昭29）に福島県に⽣まれます。東京教育⼤学（現 筑波⼤学）の
芸術学科で絵画を学び、⼤学院までを修了したのち、教職の道に就
きながらも画家としての模索を続けます。在学中より中央画壇⼆紀
展に⼊選し、昭和会展や若き画家の登⻯⾨と呼ばれた安井賞展など
数々の受賞で頭⾓を現し、時代に名を刻んでゆきます。独特に表現
された⾯⻑の⼈物や、空間を維持しながらも強い平⾯を創り出す画
⾯構成は、観ているものに強烈な印象と深い思慮とを残していま
す。今回の展覧会では最⼤500号の⼤作数点を含む58点の作品で初
期から現在までの画業を紹介いたします。美術館の側⾯に障がいの
ある⽅や⾞いすの⽅が利⽤できる駐⾞スペースを確保、⾞いす⽤ス
ロープ、バリアフリーのトイレを設置しています。また、館内には
⾞いすを⽤意しております。
 

VASARA KIMONO 新
宿「Suicaのペンギン
広場」特設店

株式会社バサラ
ホールディング
ス

2017/7/13 2017/9/14 東京都 渋⾕区

 
 浅草、鎌倉、京都、銀座など全国12店舗で着物レンタルサービス
を提供する「VASARA KIMONO」は、この夏、「VASARA 
KIMONO Suicaのペンギン広場 新宿特設店」を期間限定でオープ
ン。⽇本⼈はもちろん多くの来⽇客や外国⼈ビジネスマンで賑わう
新宿に、浴⾐でビアガーデンを楽しんでもらいながら、⽇本の⽂
化、エコな⺠族⾐装としての着物・浴⾐の価値を知ってもらうた
め、JR東⽇本様・サッポロビール様と提携し「浴⾐で楽しむビア
ガーデン」を提供。⽇本ならではの暑い夏の過ごし⽅を提案しま
す。数百種の浴⾐をご⽤意し、海外からのお客様にも選ぶところか
ら着付けまで楽しんでもらえるよう、英語・中国語などでのご案内
も充実させています。
  

佐渡障がい福祉フォー
ラム
２０１７

佐渡障がい福祉
フォーラム２０
１７
実⾏委員会

2017/7/22 2017/7/23 新潟県 佐渡市

 
 佐渡障がい福祉フォーラムは、障がいのある⼈もない⼈も、共に
安⼼して暮らせる社会をつくるため、島内の障がい福祉関係の⾏
政・⺠間社会福祉法⼈、医療機関等が⼀体となり２０１６年にス
タートしました。
 今年のテーマは、「さあど〜する？ 私達のライフステージ」で
す。幼児期から⽼年期までの⽣活様式から課題を共有し、全国レベ
ルで活躍する専⾨家から最新の動向や助⾔をいただきながら佐渡の
障がい福祉を考えます。
 フォーラムでは、共⽣社会を⽬指し、障害者に有益な情報や障害
者が暮らしやすい地域づくりなどの内容を取り込んでいます。ま
た、会場はバリアフリーとなっており、⾞いすスペースを確保する
など、障害者も参加しやすいイベントとなっています。
  

⼭形県県⺠芸術祭

⼭形県・（公
財）⼭形県⽣涯
学習⽂化財団・
⼭形県芸術⽂化
協会・⼤⽯⽥町
芸術⽂化協会

2017/9/1 2018/1/31 ⼭形県 県内⼀円

 
 芸術⽂化に対する県⺠の理解と関⼼を深め、芸術⽂化活動に参加
する意欲を⾼めるとともに、先⼈から受け継いだ芸術⽂化を更に発
展させ伝えていくために昭和38年から開催。開幕記念式典・公演を
⽪切りに、9⽉〜翌年1⽉まで県内各地で⽂学、⾳楽、美術、書道、
華道、茶道、写真、⺠謡や⺠俗芸能等様々な分野の展⽰や発表会が
開催される。約１５０団体が参加。活動内容を審査し⼤賞・優秀
賞・奨励賞を選定するコンペティション⽅式を採⽤しているのが特
徴。
 また、障がい者芸術団体も参加し、また、開幕式典の会場となる
虹のプラザには、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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

燦(きら)めきの⽇本画 
－⽯崎光瑤と京都の画
家たち－

⽯川県（⽯川県
⽴美術館）

2017/9/23 2017/10/22 ⽯川県 ⾦沢市

 
 少年期に⾦沢で⽇本画を学んだ⽯崎光瑤。本展覧会では、⽯崎光
瑤の代表作とともに、光瑤と同時代の上村松園、⼟⽥⻨僊、村上華
岳ら、その時代を代表する作品を通し、近代⽇本画壇の諸相を紹介
する。
  会場では無料貸出の⾞椅⼦を設置し、障害者にとってのバリアを
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
により企画展⽰室が分かるようし、外国⼈にとって⾔語の壁を取り
除く取り組みも⾏う。
  

第２３回うつのみや百
⼈⼀⾸市⺠⼤会

うつのみや百⼈
⼀⾸市⺠⼤会実
⾏委員会

2017/6/8 2018/3/31 栃⽊県 宇都宮市

 
 百⼈⼀⾸は，鎌倉時代の宇都宮城主宇都宮頼綱が藤原定家に和歌の選定
を依頼したことがはじまりと⾔われており，宇都宮市ゆかりの百⼈⼀⾸の
振興を通じて，古来からの⽂化に親しむとともに，百⼈⼀⾸誕⽣の歴史を
再認識することで，故郷に誇りをもち，郷⼟愛を育むことを⽬的に本⼤会
は実施している。市制１００周年を契機に始まり，今年１０⽉２２⽇
（⽇）の開催で２３回⽬を迎える。団体戦，個⼈戦に分かれ，団体戦は
⼩・中・⾼の各部⾨のほか，ファミリー部⾨やファミリー初級部⾨を設
け，⼦供からお年寄りまで楽しく参加できる⼤会である。
 ⼤会は，障害者⽤トイレや障害者席，専⽤駐⾞スペース等が完備された
バリアフリーに優れた会場で開催し，障害をお持ちのお客様でも安⼼して
⼤会観戦が可能である。さらに聴覚障害を持つ⽅にも積極的に参加しても
らえるよう，和歌の詠み⼿に合わせた⼿話通訳をファミリー初級部⾨など
必要に応じて配置している。また今年度より，外国⼈の⽅にも楽しんでい
ただけるよう，百⼈⼀⾸を解説した英語版のパネルを設置予定。
  

PARADISE AIR事業
⼀般社団法⼈
Pair

2017/4/3 2018/3/30 千葉県 松⼾市

 
 ＰARADISE AIR（パラダイスエア）は、松⼾市の「暮らしの芸術
都市事業」の⼀環として取り組まれているアーティスト・イン・レ
ジデンス。松⼾駅前のパチンコ店楽園（株式会社浜友商事）からの
協⼒で実現。元ラブホテルというユニークな作りを活かし、これま
で100組以上のアーティストやクリエイターを国内外から招聘して
きた。宿場町として栄えた歴史や伝統を活かし「⼀宿⼀芸」をコン
セプトにアーティスト活動を通じてまちの創造性や寛容性を育み、
市⺠の⽂化芸術に対する理解を⾼める。今年はアーティストを
ショートステイ（約3週間）で30組、ロングステイ（約３ヶ⽉）で2
組招聘する。アーティストと地域とのつながりを深めるためアウト
リーチプログラムとして、ボランティア体験やワークショップなど
を定期的に開催する。常時外国語対応できるスタッフがおり、Ｗｅ
ｂサイト、イベント等のチラシには外国語表記を⾏っている。
  

太⿎台及び獅⼦舞の保
存を通じた伝統⽂化の
継承

内濱太⿎台世話
⼈会

2017/10/9 2017/10/15 ⾹川県 坂出市

 
 毎年10⽉第3週の⽇曜⽇に開催される坂出⼋幡神社秋季⼤祭に
は、⽒⼦である各⾃治会から⼤⼩様々な太⿎台、だんじり、獅⼦舞
が奉納され、地域固有の祭礼⽂化が守り継がれています。中でも、
きらびやかな刺繍をまとった太⿎台が、200⼈近くの担ぎ⼿によっ
て⼒強く持ち上げられる「担き上げ（かきあげ）」は祭りのクライ
マックスシーンであり、その瞬間を⼀⽬⾒ようと毎年多くの⾒物客
が集まります。こうした⽇本の伝統⽂化を広く発信するため、当団
体は⾏政と連携して外国語対応スタッフを配置し、外国の⽅々に太
⿎台を体験してもらっています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

卓上のエンタテイメン
ト 「クロースアップ 
マジックショー」

公益社団法⼈ 
⽇本奇術協会

2017/10/11 2017/10/11 東京都 新宿区

 
 新宿では、⼀年を通して、⾳楽・演劇・能・狂⾔・落語などの公
演や美術展などの⽂化芸術に関わるイベントが開催されています。
弊協会は、そんな新宿の魅⼒を丸ごと楽しむ機会の「新宿フィール
ドミュージアム」に2016年より参画しています。今回は夏⽬漱⽯⽣
誕150年をテーマとしており、夏⽬漱⽯に関連するマジック等も披
露するように進んでおります。また、マジックの歴史を遡ると紀元
前1700年の⽂献に⾒ることができます。今のマジックの源流は
1200年前の奈良時代からと⾔われ、時代ごとの変遷を経て現在のマ
ジックとなりました。近年ではテレビやインターネットを介して普
段の舞台ではあまり観ることができない、クロースアップマジック
を存分に楽しんでもらう事で笑顔になり、それらがコミニュケー
ションの1つになってもらえるように、今年は「卓上のエンターテ
イメント」と題し、テーブルの上、観客の⽬の前３０センチで起こ
る不思議芸術を体感できる企画としました。
 

2018さくら市親⼦ふ
れあい絆マラソン

わいわいボック
ス制作委員会

2018/1/8 2018/1/8 栃⽊県 さくら市

 
 ⽇本⼈特有の感性「絆」をテーマに、4歳から12歳の⼦供と親
が、⾃作した布製のたすきを持って⾛る「絆マラソン」を「全国
へ」「世界へ」広げるためのイベントを開催します。過去4度、栃
⽊県内各地市役所・教育委員会と協⼒して開催してきましたが、全
国へ広げる準備を⾏っています。今までは健常者のみの参加でした
が、県内に暮らす外国⼈にも呼びかけるために、募集チラシやテレ
ビ告知に英⽂を⼊れる取り組みを始めます。また、視覚障害者が通
う盲学校の協⼒を得られることになり、積極的に受け⼊れができる
コース設定にも取り組みます。⼤会当⽇は開会式において地元さく
ら市に伝わる唄や踊りを披露し、参加者にさくら市の⽂化を知って
もらう取り組みを⾏います。
  

全国⾼校⽣茶道フェス
ティバル

京都府、京都府
⾼等学校⽂化連
盟

2017/12/16 2017/12/17 京都府 京都市

 
 ⽇本の伝統⽂化である茶道に勤しむ全国の⾼校⽣が京都に集い、
⽇ごろの成果を披露し合うとともに、各流派の歴史や使⽤される道
具等を通して茶道⽂化の理解を深める。それにより、流派を超えた
⾼校⽣の交流を図り、⽇本の伝統⽂化についての教育を推進する事
業である。２⽇間にわたる事業で、１⽇⽬は、京都府内⾼校の茶道
部⽣徒による歓迎呈茶や、歓迎公演・記念講演。２⽇⽬は、茶道に
関わる研修・体験のほか、全国代表校の茶道部⽣徒が関連事業とし
て開催している全国⾼校⽣伝統⽂化フェスティバルの来場者に対し
て呈茶による「おもてなし」を⾏う交流呈茶を実施。
 なお、会場はバリアフリー案内にも対応しており、⾞椅⼦の利⽤
者にも呈茶いただける。
  

明治神宮奉納 原宿表
参道元氣祭スーパーよ
さこい2017

原宿表参道元氣
祭実⾏委員会／
商店街振興組合
原宿表参道欅会

2017/8/26 2017/8/27 東京都 渋⾕区

 
 明治神宮の夏の奉納祭りとして、商店街、地元町会が⼒を合わせ
て開催しているお祭りです。⾃由なアレンジが可能なことで、⽇本
にのみならず海外でも多くの⽅々に親しまれている⾼知県発祥の
「よさこい」を軸に、全国また海外はガーナやベトナム、韓国
（2017年は初めてインドネシアからもチームが参加）から、１００
を超えるチームと５０００名のに上る踊り⼦が集結し、地域の特⾊
を取り⼊れたオリジナリティ溢れるよさこいを披露する。明治神
宮、表参道、代々⽊公園と都⼼とは思えないほど緑あふれる街並み
を舞台に、⽼若男⼥、外国⼈や障害者も参加し、会場ではボラン
ティアで外国語でのご案内、バリアフリーエリアを設置し、⾞いす
の⽅でも観覧可能なスペースを確保するなどの取り組みを⾏ってい
る。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

平成29年度 ⾶⿃資
料館 夏期企画展 第8
回写真コンテスト ⾶
⿃の路

独⽴⾏政法⼈国
⽴⽂化財機構奈
良⽂化財研究所

2017/7/28 2017/9/3 奈良県 ⾼市郡

 
 第8回の写真コンテストでは、「⾶⿃の路」をテーマに、⾶⿃地
域の歴史や⽂化、⼈々の営みを感じる「路」を撮影した写真を募集
のうえ、募集作品を展⽰します。
 なお、⾶⿃資料館では、⾞イス、スロープ、障害者⽤トイレなど
を備えたバリアフリーに配慮した施設であり、障害者の⽅々も安⼼
してご利⽤いただける環境を整えています。また、館内の常設展⽰
については、英語併記を取り⼊れており、外国語リーフレット等も
⽤意しています。
  

平成２９年度平城宮跡
資料館 夏期こども展
⽰「ナント！すてき
な！？平城⽣活(ライ
フ)♪」

独⽴⾏政法⼈国
⽴⽂化財機構奈
良⽂化財研究所

2017/7/22 2017/9/3 奈良県 奈良市

 
 今年は、平城京に住んでいただろう、貴族と下級役⼈（庶⺠）の
⽣活について、⼀⽇、⼀年、⼀⽣という単位でとりあげ、出⼟品や
レプリカ、模型などで展⽰します。そして、その中で、「平城京の
⼈⼝はどれくらい？」、「住⺠の仕事は？」、「平城宮での仕事時
間は？」、「帰宅後はどうすごしていたの？」、「時間や⽉⽇はど
うやってしったの？」、「奈良時代にもお盆や正⽉などの年間⾏事
はあったの？」などなど、素朴な疑問に答える展⽰を⾏います。
 なお、平城宮跡資料館では、⾞イス、スロープ、障害者⽤トイ
レ、筆談ボードなどを備えたバリアフリーに配慮した施設であり、
障害者の⽅々にも安⼼してご利⽤いただける環境を整えています。
また、館内の常設展⽰は多⾔語対応をしており、平城宮跡に関する
外国語パンフレット等も⽤意しています。
  

北海道・韓国光州 伝
統芸能交流公演

公益財団法⼈北
海道⽂化財団

2017/9/1 2017/9/2 北海道 札幌市

 
 和太⿎や獅⼦舞といった⽇本古来より伝わる伝統芸能の魅⼒を発
信する公演を⾏う。この公演では当財団と１０年以上⽂化交流を
⾏っている韓国光州広域市から伝統芸能団体を招へいし､両国の伝統
芸能による交流公演とする。
 公演時に配付するパンフレットには、英語及びハングル表記する
などして、⽇本⼈の他、外国⼈にも本公演を観劇できるように⼯夫
し､⽇本の伝統芸能を広く紹介する機会とする。
 障害者の⽅には、公演会場内の客席に⾞イスのスペースを設置
し、また劇場スタッフが誘導し対応する。
  

かがわジュニア・フィ
ルハーモニック・オー
ケストラ 第１６回定
期演奏会

⾹川県 2017/8/27 2017/8/27 ⾹川県 ⾼松市

 
 ⾹川県が2001年度に設⽴したKJO（かがわジュニア・フィルハー
モニック・オーケストラ）、⾳楽監督に⾹川県⽂化功労者の福崎⾄
佐⼦⽒を迎えて、レクザムホール（⾹川県県⺠ホール）を拠点に
オーケストラ活動を⾏う「合奏コース」と、楽器別のレッスンを⾏
う「基礎コース」を設置して、本県の⾳楽⽂化の次代を担う⼈材の
育成に努めています。このKJO（かがわジュニア・フィルハーモ
ニック・オーケストラ）の第16回定期演奏会です。
 また、会場となるレクザムホール（⾹川県県⺠ホール）は⾞椅⼦
に座ったまま鑑賞できるスペースなどを構えており、障害者の⽅も
鑑賞しやすくなっています。
  

かがわ郷⼟芸能フェス
タ2017

⾹川県 2017/11/19 2017/11/19 ⾹川県 ⾼松市

 
 ふるさと⾹川の美しい⾃然と豊かな歴史の中で育まれてきた郷⼟
芸能を次の世代に引き継いでいくため、発表する舞台を提供し、こ
れを県⺠共通の財産として継承するとともに、伝統⽂化に対する関
⼼を⾼め、そのよさを再認識し、保存・振興を図り、地域⽂化の交
流を促進していきます。
 また、会場となるレクザムホール（⾹川県県⺠ホール）は⾞椅⼦
に座ったまま鑑賞できるスペースなどを構えており、障害者の⽅も
鑑賞しやすくなっています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

海外富裕層に向けて⽇
本⽂化を発信する事業

Luxury Japan 
Corp

2017/12/1 2018/11/30
WEBサイ

ト
WEBサイ

ト

 
「⽇本の贅と美を世界の知識富裕層の皆さまにご提供すること」を
ミッションとして、ラグジュアリージャパンのインバウンドサービ
スは昨年度12⽉からスタート致しました。世界的な美⾷都市・東京
と⽂化の都・京都。⽇本が誇る温かく、繊細なおもてなしの⼼。⻑
い歴史のなかで脈々と受け継がれてきた⽇本の伝統と⽂化。世界の
知識富裕層をもてなすにふさわしいステージが⽇本にはあります。
しかし⽇本には、外国の富裕層にとってなかなか⾜を踏み⼊れるこ
とができない世界があるのです。⾔語の壁もその原因の⼀つとして
考えられます。“Luxury Japan”はその扉を開け、特別にご案内い
たします。弊社は多国籍の社員が在籍しており、2016年12⽉
LuxuryJapan会員誌1号は英語と中国語で次世代に⽇本の⽂化を継
承することを⽬的とした出版致しました。ウェブでは英語、簡体中
⽂、繁体中⽂、これからフランス語をアップする予定でございま
す。
 

Manga de Japan
マンガデザイ
ナーズラボ株式
会社

2017/7/3 2017/11/20
WEBサイ

ト
WEBサイ

ト

 
「Manga de Japan」は、伝統・⾷・ファッション・地域といった
多様な⽇本⽂化「J-Culture」を⽇本オリジナルのクリエイティブ⼿
法である『マンガデザイン』で、国内外へ向けて発信していき、
2020 年への機運醸成を⾼めるWEBサイトです。少⼦⾼齢化を迎え
ている⽇本は、インバウンドによる観光⽴国実現が課題であり、ま
た、⽇本の⽂化・地⽅の魅⼒は海外の⽅に⼗分に伝わりきれていま
せん。そこで、⽇本⽂化に興味を持つ外国⼈や障がい者にも⽇本⽂
化の魅⼒を分かりやすく伝えるため、『マンガデザイン』というノ
ンバーバルな表現⽅法で発信します。
  

共⽣社会、国際化に繋
がるアート作品を世界
へ発信！

株式会社ＺＯＮ
Ｅ 障がい児
テーマパーク
「ごほうび王国
Ｚ」

2017/7/1 2018/6/30 千葉県 野⽥市

 
⽇本の魅⼒が伝わるアート作品を世界に向けて発信します。個性を
⼤切にする「ごほうび王国Ｚ」において、⽇本や共⽣社会をテーマ
に作品を募集します。障がい児優先の遊び場でもこのイベントに参
加したいという健常児家族のご利⽤（ご来館）により、ノーマライ
ゼーション社会の実現化を図りたい。健常児と障がい児との共作を
通じて、交流の形が⾒えるようにしたい。これらを発信できるイベ
ントにしたいと思います。障がい児家族が⼼のバリアなく、遊べる
ようにプレイリーダーが、配置されています。
  

えびな能楽 海⽼名市 2017/9/2 2017/9/2 神奈川県 海⽼名市

 
本事業は、格式⾼い「能楽」を気軽に鑑賞していただけるように、
⼿頃な価格でチケットを販売し、開演前に能楽の魅⼒や⾒どころを
お伝えする教室を設けている。演⽬は、⾝振り⼿振りを多⽤するた
め海外の⽅にも⽐較的わかりやすいとされる「棒縛（狂⾔）」と、
蜘蛛の⽷を投げる場⾯などショー的要素の強い「⼟蜘蛛（能）」。
英語対応のチラシ配布及び、英語対応のあらすじをご⽤意すること
で、海外の⽅にもお楽しみ頂ける。会場である⽂化会館は点字ブ
ロックやスロープ、⾞椅⼦席、磁器誘導ループ対応席等を完備して
おり、⾞椅⼦や磁器ループ対応補聴器の貸出しも⾏っているため障
害のある⽅にもお楽しみいただくことができる。
  

書道特別展 榊莫⼭－
その慈愛に満ちたまな
ざし

公益財団法⼈徳
島県⽂化振興財
団 徳島県⽴⽂
学書道館

2017/10/1 2017/11/12 徳島県 徳島市

 
書は中国より伝わったが，それとは異なる⽇本独⾃の書が展開され
ていった。ひらがなやカタカナなどの⽂字による表現の違いもある
が，作⾵において，抒情あふれる作品は⽇本ならではのものであ
り，本展で紹介する榊莫⼭(1926〜2010)は現代書家の中でその代
表といえる。本展では，榊の⼀字書や詩書画⼀体の作，他の芸術家
たちとのコラボ作，題字や著書など，個性豊かな作を展⽰し，作品
横に榊の⾔葉を付す。また榊の⻑⼥によるトーク，当館職員による
作品解説，図録を発⾏し，関連グッズも販売する。さらに，聴覚障
がい者のため，関連イベント，トーク・作品解説・展⽰解説につい
て，希望により⼿話通訳を⾏う。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

障がい者アート展 ⼭形市 2017/7/10 2017/7/14 ⼭形県 ⼭形市

 
⼭形市内の、障がい福祉サービス事業所等に通所している障がいの
ある⽅々が制作した絵画等を、多くの市⺠が訪れる市役所の1階エ
ントランスホールに展⽰する。障がいのある⽅々の芸術性や創造性
に触れることにより、障がいに対する誤解や偏⾒を取り除き、障が
いや障がいのある⽅への理解と関⼼を深める。障がいのある児童が
通う「こまくさ学園」では、毎年、⼲⽀のカレンダーを制作してい
る。これは、⽇本⽂化を取り⼊れたもの。絵画展では、作品展⽰の
ほか、制作⾵景も紹介し、障がいのある⽅の⽇中活動の様⼦を知っ
てもらうことで、共⽣社会の実現に向けて障がいについて考える
きっかけとしてもらう。障がいのある⽅にとっては、制作した作品
の展⽰という機会を通じて、達成感や今後のやりがいづくりへと繋
げていく。
なお、会場となる市役所1階エントランスホールは、バリアフリー
対応（⼊り⼝誘導鈴・点字プロック設置済み、段差なし）である。
 

和紙ちぎり絵⼤展覧会
株式会社 しゅ
んこう

2017/11/27 2017/11/27 兵庫県 神⼾市

 
北海道から沖縄まで全国の和紙ちぎり絵愛好家の作品、3,500点が
開港150年を迎えた神⼾にて⼀堂に展⽰されます。
神⼾を拠点とする「和紙ちぎり絵 しゅんこう」が主催するもので、
出品者は⼦供から⾼齢者まで、幅広く、外国籍の⽅々の参加も予定
されており、多彩な⼤展覧会となります。
会場は新神⼾駅直結のANAクラウンプラザホテル神⼾の⼤ホール、
⼊場無料、当⽇は全国から出展者が集い、花、⾵景、静物など独特
の趣ある和紙ちぎり絵の世界を楽しみます。⼜、外国からの観光客
も多数宿泊する同ホテル、外国語が堪能な案内係を配置、⽇本独⾃
の⽂化に触れて頂く叉と無い機会です。
  

ジャポニスムアカデ
ミー  ※下期
（2017年10⽉1⽇~3
⽉31⽇）

ジャポニスム振
興会

2017/10/1 2017/3/31 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ます。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です。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ています。
2017年10⽉1⽇から2018年3⽉31⽇までを2017年度下期として、
様々な講座を開催します。
国際的にも活躍する講師が多く、また、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をしていきます。
  

能の来た道、⽇本のゆ
く道~巻四~

ジャポニスム振
興会

2017/10/26 2017/10/26 東京都 千代⽥区

 
修羅能「経正」を取り上げ、⼤倉源次郎⽒のお囃⼦のワークショッ
プやお話、会場の参加者との謡の連吟など、初⼼者でも「能」を学
ぶこうとができる企画となっています。
会場は、GINZASIXに新しくオープンした⼆⼗五世観世左近記念観
世能楽堂。⾞いす席も完備されたバリアフリーの能楽堂で、どんな
⽅にも楽しんでいただけます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

神話のふるさと県⺠⼤
学 能楽に登場する
神々 ー神事能と内藤
家旧蔵の能⾯ー

宮崎県 2017/8/5 2017/8/5 宮崎県 延岡市

 
「古事記」「⽇本書紀」や「みやざきの神話」の楽しみ⽅を伝える
ために、県が実施している「神話のふるさと県⺠⼤学」の⼀環とし
て、「能楽に登場する神々」をテーマとした対談を⾏う。
 井上さやか⽒（奈良県万葉⽂化館指導研究員）と増⽥豪⽒（延岡
市内藤記念館専⾨学芸員）が、神事として⾏われた「能」と、⽇向
延岡藩藩主であった内藤家に残された能⾯との関連性などについて
考察し、みやざきの神話⽂化の魅⼒を発信するもの。
 なお、会場は⾞椅⼦に対応しバリアフリー化されており、どなた
でも参加いただけるよう配慮している。
  

秋季特別展「禅の⼼と
かたち－總持寺の⾄宝
－」

⽯川県（いしか
わ⾚レンガ
ミュージアム 
⽯川県⽴歴史博
物館）

2017/9/16 2017/11/5 ⽯川県 ⾦沢市

 
總持寺は曹洞宗の⼤本⼭で、鎌倉時代の創建である。明治期に横浜
へ移り、⽯川には祖院が残され今に⾄る。今回總持寺の⾄宝を⼀挙
公開し、あわせて関連寺院の寺宝も多数紹介する。
会場では、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。
  

第９回奥の細道⽂学
賞、第３回ドナルド・
キーン賞

草加市 2017/6/20 2017/12/31 埼⽟県 草加市

 
草加市では、第９回奥の細道⽂学賞として紀⾏⽂・随筆を、第３回ドナル
ド・キーン賞として評論を広く募集しています。奥の細道⽂学賞は、俳聖
松尾芭蕉が「おくのほそ道」の旅で本市を訪れた縁を活かした「奥の細
道・芭蕉企画事業」の⼀環として、⽂芸を活かしたまちづくりを発信する
ことで草加市のイメージアップを図るため、平成４年に創設されました。
また、ドナルド・キーン賞は、我が国の⽂学史において多⼤なるご功績の
あるドナルド・キーン先⽣が東⽇本⼤震災を契機に⽇本⼈となることを決
意され、我々多くの⽇本⼈へ勇気を与えていただいたことを称え、平成２
４年度に創設されたものです。
 前回募集時には、世界中から優れた作品の応募があり、⽇本を代表する
古典「おくのほそ道」がドナルド・キーン先⽣により英訳され、世界中で
親しまれていることが証明されています。
 今回の募集には、市役所ホームページ内に英語の募集ページを設置し、
今後英語のチラシも作成します。
  

特別企画「⼗⼈陶⾊－
豊かな⾊の世界」

公益財団法⼈滋
賀県陶芸の森

2017/6/20 2017/9/24 滋賀県 甲賀市

 
古来より⾊は⼈々の感性を刺激し、それぞれの時代や地域の⽂化に
⼤きな影響を及ぼしてきた。⼟と釉薬を焼くこと（焼成）で⽣まれ
る「やきもの」の豊かな⾊の世界。⾊はかたちや模様とともに「や
きもの」を楽しむ上で⽋かせない⾒所である。⾊への想いはひとそ
れぞれ。現代の⾊をめぐる多彩な表現を通して、私たちは作者のさ
まざまなメッセージを感じ取ることができる。本展では、当館所蔵
の国内外の現代作家の作品を取り上げながら、⼗⼈陶（⼗）⾊な
「やきもの」のめくるめく豊かな⾊の世界を、原料や技法の解説を
交えて紹介する。トイレは多⽬的トイレ対応、展覧会解説等は原則
⽇英併記。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

特別展「粋な古伊万
⾥ー江⼾好みのうつわ
デザイン」

公益財団法⼈滋
賀県陶芸の森

2017/10/1 2017/12/17 滋賀県 甲賀市

 
古伊万⾥焼は、約400年前に肥前有⽥（現：佐賀県⻄松浦郡有⽥
町）で⽣み出された⽇本初の磁器である。19世紀に⼊ると、それま
で上層階級に限られていた磁器の使⽤が、都市部を中⼼に庶⺠層に
も広がりをみせる。⼀⽅、上⽅の庶⺠から⽣まれた＜元禄⽂化＞
は、19世紀に⼊ると江⼾の町にも普及した。歌舞伎や浮世絵など、
⾃由で華やかな庶⺠⽂化が流⾏し、⼈々は「粋な」江⼾⽂化を謳歌
した。⽇本料理の基礎ができたといわれるこの時代には、⾷⽂化も
豊かになり、⽇常器だけではなく宴をいろどる多種多様な器が使わ
れた。本展では、初公開の古伊万⾥コレクションを通じて、江⼾の
⼈々が好んだ「粋な古伊万⾥」に注⽬し、その驚くべき意匠（デザ
イン）の世界を探る。
トイレは多⽬的トイレ対応、展覧会解説等は原則⽇英併記。
  

特別企画「ジャズ・ス
ピリットを感じて･･･
熊倉順吉の陶芸×21世
紀の陶芸家たち」展

公益財団法⼈滋
賀県陶芸の森

2018/3/10 2018/6/17 滋賀県 甲賀市

 
戦後の前衛陶芸は、新しい時代の情熱に満ちた作家たちのエネル
ギーに⽀えられたものであった。真の伝統の担い⼿とは、「社会に
根差し実験的で創造的な精神」であると記した熊倉は、さまざまな
時代の中のジャズや、アート、⼿仕事のぬくもりの器に対して、時
代精神を受け⽌めながら、多彩な作品を⽣み出していった。本展覧
会では、戦後の前衛陶芸を率いた代表作家の熊倉順吉の陶芸を振り
返り、1970年代のクラフトデザインの盛り上がりの中、産地信楽で
多くの刺激を受けた数多くの⽣活の中の器を紹介する。また、新し
い時代を常に表現し熊倉順吉。彼の熱い精神に触れ、21世紀を問い
直そうとする現代の若⼿作家たちの作品も併せて展⽰する。
トイレは多⽬的トイレ対応、展覧会解説等は原則⽇英併記。
  

アーティスト・イン・
レジデンス（ＡＩＲ）
事業

公益財団法⼈滋
賀県陶芸の森

2017/4/1 2018/3/31 滋賀県 甲賀市

 
平成29年度は、引き続き国内外からスタジオ・アーティストの受
⼊、ゲスト・アーティストの招聘等を⾏う。やきもの産地特有の伝
統的な要素と現代のトレンドとの交流を活発化させる。その観点か
ら「創作研修館オープン・スタジオ」を強化し、交流の機会を増や
すことで、信楽焼の振興に務める。また、国内外の類似機関との連
携を強化し、陶芸家の派遣も含めた仕組みを⽂化庁「アーティス
ト・イン・レジデンス活動⽀援を通じた国際⽂化交流促進事業」補
助⾦を活⽤して継続実施していく。また、陶芸の森の訪問者やスタ
ジオ・アーティスト等を信楽在住の陶芸家やメーカーへの⼯房⾒学
を積極的に⾏うことで信楽焼の担い⼿たちとの交流を活性化させ
る。トイレは管理棟に多⽬的対応トイレあり、レジデンスへの応募
書類およびweb上での応募フォーマットは⽇英併記。
  

つちっこプログラム
（⼦どもやきもの交流
事業）

公益財団法⼈滋
賀県陶芸の森

2017/4/1 2018/3/31 滋賀県 甲賀市

 
陶芸の森の特性を活かして、やきものに関する鑑賞教育や体験教育
をさまざまな形で⾏う。学校との連携プログラムにより、信楽焼を
はじめとした陶芸⽂化の普及や、陶芸の森へのリピーターを促進
し、次世代に亘る陶芸の森ファンの獲得につなげる。また、アー
ル・ブリュットの魅⼒を広く展⽰などで発信する機会を設けること
とし、世界にひとつの宝物づくり実⾏委員会が実施する「世界にひ
とつの宝物づくり事業」とともに、⼦どもたちや障がいを持つ⼈の
造形活動を⽀援していく。さらに、ミシガン⼤の学⽣と県内⼩学⽣
がペアになり、⼀つの作品を作り上げる交流授業を始め、英語によ
るプログラムやインターナショナルスクール等の受⼊など⾔葉の壁
を越えた取組を⾏う。
陶芸の森内各施設に多⽬的対応トイレあり。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ぎふ清流⽂化プラザ
「岐⾩県障がい者芸術
教室tomoniワーク
ショップ作品展」

岐⾩県 2017/8/6 2017/9/3 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
展開している。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、（⼀財）岐⾩県
⾝体障害者福祉協会が主催する障がい者芸術教室で制作した作品を
展⽰する企画展「岐⾩県障がい者芸術教室tomoniワークショップ作
品展」を開催するものである。
  

秩⽗宮記念スポーツ博
物館巡回展

独⽴⾏政法⼈⽇
本スポーツ振興
センター、公益
財団法⼈⽇本オ
リンピック委員
会、特定⾮営利
活動法⼈⽇本ス
ポーツ芸術協
会、愛媛県美術
館、三重県総合
博物館、⻑野オ
リンピック
ミュージアム

2017/7/7 2017/8/31 東京都 港区

 
2020年の秩⽗宮記念スポーツ博物館の所蔵資料を活⽤し、オリン
ピック・パラリンピックのレガシーに対する関⼼を⾼め、全国各地
で盛り上げるべく、伊藤忠⻘⼭アートスクエア（⻘⼭会場）、愛媛
県美術館（愛媛会場）、三重県総合博物館（三重会場）、⻑野オリ
ンピックミュージアム（⻑野会場）の4会場で巡回展を開催し、巡
回先施設との協働によって、地域の活性化・地域貢献をおこなうと
ともに、英語キャプションの設置等、海外からの来館者にも配慮し
た取り組みを実施する。⽇本唯⼀の総合スポーツ博物館である秩⽗
宮記念スポーツ博物館秘蔵のお宝を中⼼に、スポーツシーンを彩っ
た品々やスポーツ芸術作品、各地域ゆかりの資料を紹介し、先⼈の
活躍に思いを馳せるとともに、来たる東京2020オリンピック・パラ
リンピックに対する夢と希望を膨らませる機会を創出する。
  

ベートーヴェン／ミ
サ・ソレムニス演奏会

明治学院バッ
ハ・アカデミー
合唱団

2017/10/9 2017/10/9 東京都 港区

 
1863年、ヘボン博⼠によって創⽴された明治学院は、キリスト教主
義教育、ヘボン式ローマ字の開発などを通じて、⻄洋と⽇本の⽂化
的相互理解の発展に努⼒してきた。2000年に創⽴された明治学院
バッハ・アカデミーは、バッハを中⼼とするキリスト教⾳楽の演
奏・研究と普及を⽬的とし、2006年、ライプツィヒ国際バッハ祭招
待演奏などを通じ、世界最⾼⽔準に達した⽇本の⻄洋⾳楽演奏を世
界に発信し続けている。今回の演奏会は、世界の⽂化遺産であると
同時に⽇本⼈が最も好む作曲家ベートーヴェンが⾃らの最⾼傑作と
みなした「ミサ・ソレムニス」上演を通じて、⽇本の⻄洋⾳楽解釈
を世界に発信するものである。歌詞は⻄欧社会の共通語であるラテ
ン語であり,⽇本⼈のためにはプログラムに対訳も記載する。合唱団
には⽇本在住のドイツ⼈も参加する。サントリーホールは⾞椅⼦席
もあり、バリアフリーにも対応している。
  

TOKYO FM WORLD
株式会社 エフ
エム東京

2017/7/1 2018/6/30 東京都 千代⽥区

 
TOKYO FM WORLDは、外国⼈リスナーに向けて、⽇本の⾳楽や⽂
化、観光情報を英語・中国語で配信しているインターネットラジオ
チャネルです。同チャネル内では、⽇本のアーティスト・⾳楽紹介
番組、英語落語、英語での禅⽂化の発信、東京の観光情報番組等、
⽂化をテーマとした番組を制作しており、これらを世界最⼤級の
オーディオネットワーク「TuneIn」や「iTunes」等、グローバル展
開している⾳声コンテンツ・プラットフォームを経由して世界各地
に配信しております。これまで200以上の国と地域から聴取されて
おり、⽇本へ関⼼を⽰すリスナーに対し、⽇本の⽂化を紹介し、訪
⽇への機運を醸成しています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第９回オカリナの集い
〜関東⼤会〜

ライリッシュ・
オカリナ連盟

2017/10/1 2017/10/1 栃⽊県 宇都宮市

 
全国でオカリナを通じた⽣涯学習に取り組んでいるライリッシュ・
オカリナ連盟が主催するオカリナ演奏会。演奏曲⽬は往年の⽇本の
歌謡曲やポップス中⼼のプログラム構成となっている。1950年代の
「⾼原列⾞は⾏く」、1960年代の「上を向いて歩こう」から1990
年代の「負けないで」、2000年代の「地上の星」まで様々な世代の
楽曲を演奏曲として取り⼊れ、その魅⼒をオカリナ演奏を通じて伝
えることによって⽇本⽂化の発信を図る。また会場内にはスロープ
やエレベーター、多機能トイレを完備。その他⾞いすの⽅への座席
案内や徹底した会場内の導線案内の設置など多くの⽅に快適に演奏
会を楽しんでいただけるようになっている。
  

第４７回滋賀県芸術⽂
化祭主催事業 第５６
回滋賀県写真展覧会

滋賀県、滋賀県
教育委員会、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、滋賀県写真
連盟

2017/10/8 2017/10/15 滋賀県 甲賀市

 
第４７回滋賀県芸術⽂化祭主催事業の⼀つとして写真展覧会を開
催、県⺠が⽇頃の写真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実施。
なお会場は全⾯的にバリアフリーとなっていることから、障がい者
等の⽅々にも地域⽂化を⾝近に触れていただくことができる。
  

とやま舞台芸術祭
2017
可⻄ 晴⾹プロデュー
ス①「DEEP 
IMPRESSIONS」(8⽉
5⽇公演)、②「カルミ
ナ・ブラーナ」(8⽉6
⽇公演)、
⿊川 雅皓プロデュー
ス③「邦楽公演」(10
⽉8⽇)、
筏井 豊華翔プロ
デュース④「⺠踊公
演」（10⽉22⽇）

とやま舞台芸術
祭実⾏委員会

2017/8/5 2017/10/22 富⼭県
⾼岡市
南砺市

 
県内外の出演者による舞台芸術作品の創造と発表を⾏い芸術創造と
⽂化活動を促進すること、地域に根付いた創造活動を通して地域⽂
化の活性化を推進することを⽬的に開催する公演事業。
 ⽇本の伝統芸能を題材にしたり、富⼭県に伝わる⺠謡を現代的に
アレンジした洋舞の公演や、さまざまな和楽器が⽤いられ、親しみ
やすい曲⽬で洋楽器や舞踊とのコラボレーションを楽しむ邦楽公
演、北前船によって運ばれ、全国各地でさらに発展していった⻑唄
や⺠踊が披露される⺠謡公演などを予定している。
 多⾔語への取り組みとして、洋舞の体の動きによる表現や、⺠
謡・邦楽の⾳楽による表現を通じて外国⼈にも楽しんでもらえる舞
台公演を⾏うほか、事務局及び公演⽇に海外語を話せるスタッフを
配置。障害者へのバリアを取り除く取り組みとしては、⾼岡会場で
はスロープ、館内⽤の⾞椅⼦の無料貸出あり、補助⽝及び介助⽝同
伴が可能。 
 

⻄アフリカ・ガーナ共
和国 ⼼⾳が届ける
「Sound Of Mother 
Earth」

⻄アフリカ・
ガーナ共和国 
⼼⾳

2017/9/30 2017/9/30 東京都 港区

 
⻄アフリカの魅惑スポット、“⾳楽・舞踊芸術の宝庫”ガーナ共和国
からの由緒ある伝統⾳楽家系出⾝のドラマーとダンサーが素晴らし
い⽇本伝統舞踊とのコラボレーション舞台を無料にて実施します。
⼩さなお⼦様からお年寄りの⽅まで⽇々ご利⽤される施設内での実
施なので安⼼して楽しんでいただけます。⼜、英語対応ができるス
タッフもおり、外国⼈のお客様対応も可能です。公演時も英語の説
明及び英語のタイムテーブル作成します。会場内の客席に段差あり
ますが事前にご連絡がある場合ステージ前などバリアフリーエリア
にお席確保します。
  

「⾳で観るダンスの
ワークインプログレ
ス」CREATIVE 
AUDIO 
DESCRIPTION

KAAT神奈川芸
術劇場

2017/7/19 2017/9/17 神奈川県 横浜市

 
視覚に障害のある⼈たちが芸術を楽しむために、⾳により視覚情報
を補助する「⾳声ガイド」。⾳声ガイドは、視覚情報を⾳で置き換
えることで、鑑賞する⼈の頭の中にさまざまなイメージを浮かび上
がらせる⼿法です。そんな⾳声ガイドをダンスという⾝体表現につ
けるとしたら・・・。それは、より多くの⼈が⾝体表現を楽しめる
ようになる状況をつくるだけでなく、視覚の有無を超えて、ダンス
の新しい⾒⽅にもつながるのではないか、というのが今回の試みで
す。まずは⾳声ガイドとは何か、それを舞台芸術に応⽤するとした
らどうなるかをさまざまな実践者から学び、最終的にはあるダンス
シーンを端的かつ創造性溢れる、美しい⽇本語を⽤いながら、⾳声
ガイドを作成し、それを取り込んだダンスのワークインプログレス
を発表します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

さいわいハナミズキコ
ンサート

川崎市幸区役所 2018/2/24 2018/2/24 神奈川県 川崎市

 
市⺠や企業内の⾳楽サークル等、川崎市にゆかりのある⾳楽活動団
体に演奏の機会を提供するとともに、市⺠が気軽に⾳楽に親しむ場
を提供することにより、⾳楽のある憩いと潤いのあるまちづくりを
進めることを⽬的に実施し、⽇本の⾳楽⽂化を発信しています。
 「さいわいハナミズキコンサート」は、年に１回ミューザ川崎シ
ンフォニーホールで開催しています。参加費は無料ですが、事前の
申込みが必要です。会場はバリアフリーで⾞椅⼦席のご⽤意もして
おります。
  

夢こんさぁと 川崎市幸区役所 2017/4/20 2018/1/18 神奈川県 川崎市

 
川崎市幸区内の⾝近な場所で、良質な⽣の⾳楽を区⺠の⽅々に提供
し、憩いのひとときを過ごしてもらうとともに、⾳楽のまち・かわ
さきを推進することを⽬的に「夢こんさぁと」を実施し、⽇本の⾳
楽⽂化を発信しています。
 「夢こんさぁと」は、幸市⺠館、ミューザ川崎市⺠交流室等の幸
区内の施設において、年6〜８回程度実施をしています。申込みは
不要で参加費は無料、会場はバリアフリーで⾞椅⼦席のご⽤意もし
ており、どなたでもお楽しみいただけるコンサートです。
  

第１０回したまちコメ
ディ映画祭in台東

「したまちコメ
ディ映画祭in台
東」実⾏委員会

2017/9/15 2017/9/18 東京都 台東区

 
2008年11⽉、台東区において誕⽣した⽇本初の本格コメディ映画
祭「したまちコメディ映画祭in台東」（略称したコメ）。今年も開
催の運びとなりました。「したコメ」は、「映画（Cinema）」
「したまち（Down town）」「笑い（Comedy）」という３つの要
素を掛け合わせることで、映画⼈、喜劇⼈、区内外の皆さんが⼀体
となって盛り上がれる、住⺠参加型の映画祭を⽬指しています。⽇
本有数の芸術・⽂化施設の集積地域「上野」と、⽇本の喜劇発祥の
地である下町「浅草」を舞台に、台東区在住のクリエイター、いと
うせいこう総合プロデューサーを中⼼に、「コメディ」を芸能・⽂
化・歴史など多⾓的な側⾯から捉えていきます。そして、世代を超
えた多くの⽅々にコメディ映画に親しんでいただけるよう、国内外
の新作・旧作・名作・珍作・異⾊作から選び抜いた最上級のコメ
ディをプログラミングし、⾳声ガイドに対応した作品の上映や英語
併記の公式カタログ・ポスターを⽤意しております。 
 

第３２回国⺠⽂化祭・
なら２０１７／第１７
回全国障害者芸術・⽂
化祭なら⼤会

第３２回国⺠⽂
化祭奈良県実⾏
委員会／第１７
回全国障害者芸
術・⽂化祭実⾏
委員会（奈良県
地域振興部国⺠
⽂化祭・障害者
芸術⽂化祭課
内）

2017/9/1 2017/11/30 奈良県 奈良県

 
奈良県では、平成２９年９⽉１⽇〜１１⽉３０⽇の３か⽉間にわた
り、「国⺠⽂化祭」と「全国障害者芸術・⽂化祭」を全国で初めて
⼀体的に開催。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを
⾒据え、観光・⽂化・スポーツの振興を重要な取り組みとして⼒を
⼊れている中、同⼤会の開催を、⽂化という奈良のブランド⼒を、
全国に、世界に発信する⼤きな契機とするとともに、歴史と⽂化の
豊かな蓄積を誇る⽇本⽂化のはじまりの地・奈良の価値を明確にで
きる奈良らしい⼤会とする。⼀体開催により、⽂化芸術が障害のあ
る⼈の活⼒の源になるとともに、障害のある⼈とない⼈の新たな関
係性が⽣まれる機会を創出する。
  

劇団コープス「ひつ
じ」

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/8/16 2017/8/17 神奈川県 横浜市

 
我が国の代表的な公⽴劇場である当劇場での多様な事業の取り組み
が、国内外に⽇本の成熟した劇場⽂化を発信することになり、特に
本事業のような無料で⾔語の障壁や鑑賞年齢を問わない作品を実施
することは、⽇本の⽂化レベルの⾼さを国内外に広く発信する機会
となる。
また、会場である劇場1階アトリウムは、バリアフリーの構造と
なっており、障害者にもアクセスしやすい会場となっている。
公演では、ひつじに扮し、⽺飼いに追われたり、ひつじ同⼠がじゃ
れあったり。。。KAAT神奈川芸術劇場アトリウムに現れるひつじ
牧場で、愛らしいひつじたちが戯れます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

KAAT神奈川芸術劇場
芸術監督トーク

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/7/9 2017/7/9 神奈川県 横浜市

 
2016年4⽉、KAAT神奈川芸術劇場芸術監督に就任し、近代戯曲を
現代に蘇らせるシリーズを⼿掛ける⽩井晃が、KAAT芸術監督トー
ク企画をスタートさせます。テーマは、“劇場”という場所に親しみ
をもっていただくこと。KAAT神奈川芸術劇場には、ホール、⼤ス
タジオ、中スタジオ、とサイズの異なる劇場がありますが、劇場の
中に⾜を踏み⼊れることを、いまだに敷居が⾼いことと感じている
⽅は多いはずです。その敷居を少しでも取り払い、もっと気軽に、
もっと楽しく、劇場に親しんでもらうため、そして、オープンス
ペースである、１階アトリウムが⼈が⾏き交うような賑わいのある
場所にするため、アトリウムでの無料プログラムとして実施しま
す。アトリウムはバリアフリーとなっており、障害者にとっても利
⽤のしやすい施設となっています。
  

第18回⽇本フルート
コンヴェンション
2017in川崎

⼀般社団法⼈ 
⽇本フルート協
会

2017/8/17 2017/8/20 神奈川県 川崎市

 
この「⽇本フルートコンヴェンション」は⼀般社団法⼈⽇本フルー
ト協会が2年毎に開催している「フルートの祭典」です。国内外の
フルーティストは勿論のこと、関連する⾳楽家、アマチュアのフ
ルート愛好家、フルート関連各社等、フルートに関わるすべての⼈
が⼀堂に会し、4⽇間を共に学び、聴き、語り、演奏し、交流・親
睦を深めることを⽬的としています。このコンヴェンションの主な
特徴は演奏者、講師、審査員、スタッフが基本としてボランティア
で参加することです。海外からのコンクールへの申込み、アンサン
ブルでの参加や⼀般参加も多く、ホームページに参加要綱、申込書
の英訳をＰＤＦでダウンロードできるようにし、英訳をプリントア
ウトしたものを期間中受付に置いて、英語のできるスタッフを受付
に⽤意します。海外の演奏家によるコンサート、レクチャー、マス
タークラスには通訳をつけ、国内の移動にもスタッフが便宜をはか
ることになっております。
 

台東区発⾜70周年記
念シンポジウム「横⼭
⼤観を語る」

台東区 2017/9/30 2017/9/30 東京都 台東区

 
台東区池之端にある「横⼭⼤観旧宅及び庭園」が国の史跡及び名勝
に指定されたことを記念し、台東区発⾜70周年記念事業として、台
東区名誉区⺠第１号でもある横⼭⼤観画伯に焦点を当てたシンポジ
ウムを開催します。パネリストに⼤観の孫にあたる横⼭隆公益財団
法⼈横⼭⼤観記念館代表理事兼館⻑、⼿塚雄⼆東京藝術⼤学美術学
部絵画科教授、古⽥亮東京藝術⼤学⼤学美術館准教授を迎え、浦井
正明寛永寺⻑臈進⾏のもと、横⼭⼤観の⼈物像や、⽣涯をかけた取
り組み、芸術論について様々な視点から語ります。その後のディス
カッションを通じて⼤観が⽣きた時代背景や、⽇本画・⼤観作品の
魅⼒をより深く理解いただけます。会場は、東京藝術⼤学⾳楽学部
1階の講義室で、⾞いす利⽤の⽅もそのままお⼊りいただけ、会場
と同じフロアに多⽬的トイレも完備しています。
  

第37回「台東第九公
演」下町で第九

台東第九公演実
⾏委員会

2017/12/17 2017/12/17 東京都 台東区

 
外国⼈にもなじみ深く、⽇本で年末の⾵物詩として定着している
ベートーヴェンの「第九」の合唱を、台東区では昭和56年から開催
しており、年の瀬の寂しさを、⾳楽で歓びに変える⽇本の素晴らし
い⽂化を、区⺠をはじめ多くの⽅に発信してきました。今年で37回
⽬を迎える本公演は、台東区・台東区⺠合唱団・東京藝術⼤学で台
東第九公演実⾏委員会を組織し運営しています。指揮者、独唱者、
オーケストラ、会場を台東区内にある東京藝術⼤学に提供していた
だき、公演のために練習を重ねてきた約240名の台東区⺠合唱団が
「歓喜の歌声」を響かせます。「⾳楽」は⾔葉の壁を超えて⼈々の
⼼に届き、多くの⽅から好評をいただいている事業です。会場とな
る東京藝術⼤学奏楽堂内には、⼊⼝から段差なくお⼊りいただける
場所に⾞いす席を⽤意しています。
  

104



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

廣島晃甫回顧展－近代
⽇本画のもう⼀つの可
能性

徳島県⽴近代美
術館

2017/10/21 2017/12/10 徳島県 徳島市

 
近代の⽇本画家として⽬覚ましい活躍を⾒せた、廣島晃甫（1889－
1951年・徳島市出⾝）の画業をご紹介する初の回顧展です。〈⽟乗
り〉（東京藝術⼤学蔵）、〈⻘⾐の⼥〉（東京国⽴近代美術館蔵）
などの名作をはじめ、廣島の各時代を代表するおよそ100点の作品
を展⽰します。新しさと伝統のはざまで、⽇本画とは何かを考え続
けた波乱に富んだ画業からは、近代⽇本画がもっていたさまざまな
可能性と魅⼒が再発⾒できるはずです。
 また展⽰解説やレクチャー、⽇本画ワークショップ、⼦ども向け
の鑑賞の催しなど、多彩な関連⾏事を開催。⼿話付き展⽰解説や要
約筆記などにより、障がいのある⼈にも楽しんでいただけるよう準
備しています。
  

『クラシック⾳楽を親
しむためのとくしま記
念オーケストラ演奏
会』

徳島県 2017/7/23 2017/7/23 徳島県 徳島市

 
この度、次代の⾳楽⽂化の担い⼿となる⼩・中・⾼校⽣を中⼼に県
⺠の皆様に、クラシック⾳楽に興味と関⼼を持っていただくととも
に、優れた⾳⾊に接することで感動する感情豊かな⼼を育んでいた
だきたいため、クラシック初⼼者でも楽しめる内容とした⼊⾨コン
サートを開催します。
会場はむらさきホールは、バリアフリーとなっており、障がいをお
持ちの⽅にも安⼼してご参加いただけます。
〈開場〉１３：００〜  〈開演〉１３：３０〜
⾳楽監督・指揮 秋⼭ 和慶
演奏 とくしま国⺠⽂化祭記念管弦楽団（通称：とくしま記念オー
ケストラ）
共演（ヴァイオリン独奏） ⼤杉 花奈（第７回徳島⾳楽コンクー
ルグランプリ受賞者）
共演（合唱） 徳島少年少⼥合唱団 
 

とくしま記念オーケス
トラ第6回定期演奏会

徳島県 2017/7/21 2017/7/21 徳島県 徳島市

 
徳島県では、徳島ならではの⾳楽⽂化を創造することにより、クラ
シック⾳楽をはじめとする様々な「⾳楽⽂化が息づくまちづくり」
を促進しております。
この度、ひとりでも多くの県⺠の皆様に優れた⾳⾊を⾝近に感じて
いただき、またクラシック⾳楽に興味と関⼼を持っていただくた
め、世界的に有名な指揮者である秋⼭和慶⽒と、徳島に共感する⼀
流のトッププロの⾳楽家が集う「とくしま国⺠⽂化祭記念管弦楽団
（通称：とくしま記念オーケストラ）」による定期演奏会を開催し
ます。
また、徳島⾳楽コンクールと連携して、プロのオーケストラと共演
できる場を提供することで、次世代の演奏家の育成を図ります。
会場むらさきホールはバリアフリーとなっており、障がいをお持ち
の⽅も安⼼してご参加いただけます。
〈開場〉１８：３０ 〈開演〉１９：００

Linon~進化形ピアノ
トリオ〜

ふれあいファシ
リティズ

2017/9/20 2017/9/20 岐⾩県 岐⾩市

 
岐⾩県有数のクラシック専⽤コンサートホール、サラマンカホール
の主催事業で、⽇本屈指の若⼿クラシック演奏者を取り上げ、広く
その存在と魅⼒を発信していくコンサートである。⾮ヨーロッパの
現代作曲家、ピアソラと⽇本の唱歌を組み合わせた活気的な楽曲を
演奏し、⽇本⾳楽の新しい魅⼒を広げ、提案、発信をしていく内容
になっている。まさに、⻄洋の⽂化だけでなく、⽇本の⽂化（唱
歌）の良さだけではなく、新たな⾳楽を多くの⽅々に伝えることが
できる取り組みである。バリアーフリーの取り組みについては、当
ホールの客席に6席分の⾞いすスペースがあり、サラマンカホール
スタッフがいつでも対応できる様になっている。また、当ホールに
は、アシストフォンの⽤意もあり、⽿の不⾃由な⽅でも⾳楽をお楽
しみして頂ける取り組みをしている。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

サラマンカホール・レ
ジデント・カルテット
結成⼀周年コンサート
「⼗六本の⽷」

ふれあいファシ
リティズ

2017/10/18 2017/10/18 岐⾩県 岐⾩市

 
岐⾩県有数のコンサートホール、サラマンカホールの主催事業で、
ホールレジデントアーティストである弦楽四重奏団の結成1周年記
念コンサートである。出演者のサラマンカホール・レジデント・カ
ルテットは、世界に活躍できる若い⾳楽家育成を継続的に⾏い、こ
れによって⽇本⽂化の魅⼒発信につなげていく「レジデント事業」
であり、⽇本の若⼿⾳楽家育成の成果、若⼿ならではのフレッシュ
な感性、⾳楽を発信していき、これからの⾳楽界を担っていく若⼿
⾳楽家を、多くの⽅々に広げ、⽇本の⾳楽界を盛り⽴てていく取り
組みである。
バリアーフリーの取り組みについては、当ホールの客席に6席分の
⾞いすスペースがあり、サラマンカホールスタッフがいつでも対応
できる様になっている。また、当ホールには、アシストフォンの⽤
意もあり、⽿の不⾃由な⽅でも⾳楽をお楽しみして頂ける取り組み
をしている。
 

伊藤園お〜いお茶新俳
句⼤賞

株式会社伊藤園 2017/10/31 2017/10/31 全国 全国

 
⽇本の茶⽂化・俳句⽂化の保護・継承のため「お〜いお茶新俳句⼤
賞」を創設。受賞作品を当社基幹商品である「お〜いお茶」のパッ
ケージに掲載することで発表機会を広く提供。「季語」や「定型」
などの俳句が持つ厳密なルールにこだわらず、五・七・五のリズム
に乗せて⾃由に表現する独⾃の表現⼿法を「新俳句」と表現して、
多くの⽅が楽しんで参加できる仕組みにし、28年間で累計3,000万
句に及ぶ国内最⼤規模の創作公募コンテストに成⻑。また英語俳句
の部も第2回から新設し、海外の⽅にも広く参加の機会を提供。累
計81カ国における⽇本⽂化普及にも貢献している。
  

北のまんが⼤賞 北海道 2017/6/7 2018/3/31 北海道 札幌市

 
まんが、アニメは⽇本が世界に誇るキラーコンテンツである。北海
道は、著名な漫画家を数多く輩出していることから、「まんが･アニ
メ王国ほっかいどう」を内外に⼤きく発信し、まんが⽂化の振興や
観光客の誘致、コンテンツ関連産業の育成と若者の雇⽤の場を創出
することなどを⽬的に「北のまんが⼤賞」を創設し、北海道の魅⼒
発信と漫画家の育成⽀援に取り組んでいる。
 新たな才能を発掘する漫画公募コンテスト「北のまんが⼤賞」で
は、北海道の歴史や⽂化、雄⼤な⾃然や豊かな⾷など、北の⼤地の
魅⼒を伝える作品を広く募集。選考には、道内在住漫画家に加え、
在京⼤⼿出版社の漫画雑誌編集部にも参加していただき、漫画家志
望者がデビューへのきっかけを掴む機会を創出する。
 受賞作品はホームページ等で公表するほか、あらすじを英語で紹
介する。
  

あさお⼦育てフェスタ
川崎市⿇⽣区役
所まちづくり推
進部企画課

2017/9/16 2017/9/16 神奈川県 川崎市

 
「⼦育てするなら⿇⽣区で〜安⼼・楽しい・助かる」をテーマに、
区内で⼦育て⽀援の取組を⾏う関連団体や市⺠グループ、⼤学が協
⼒し、⼦育て⽀援の情報収集・親同⼠の交流の機会・親⼦で楽しめ
る場として開催しています。対象は、未就学児と家族、プレパパ・
プレママです。主な内容としては、バルーンでの遊び、パネルシア
ター、⼈形劇、おもちゃコーナー、⽊⼯作、絵本コーナー＆おはな
し会、フリースペース、親⼦クッキング、⿇⽣区内保育園・幼稚園
の作品展、⾷育等の情報コーナー、⼦ども⽤品フリーマーケットな
ど様々な催しが⾏われます。【バリアフリー対応】⾞いす
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

びわ湖⻑浜KANNON 
HOUSE

⻑浜市 2017/7/1 2018/6/30 東京都 台東区

 
滋賀県の⻑浜市から本物の観⾳様をお出ましいただき、パネルと映
像にて観⾳様と⻑浜市の歴史と⽂化について説明を⾏っています。
外国語に対しては未対応ですが、ミュージアムとも異なる空間の演
出、祭りや寺社を映像で直感的に情報発信することで、外国⼈の⽅
に対しても⽇本⽂化を発信しています。観⾳様は２か⽉に⼀度⼊れ
替えします。⾞いすの⽅にもお越しいただけるよう段差を解消して
おり、電動⾞いす等通常より幅の広い⾞いすの場合には別の⼊り⼝
を⽤意しています。トイレについてもバリアフリー対応していま
す。
  

札幌交響楽団定期演奏
会

公益財団法⼈ 
札幌交響楽団

2017/4/22 2018/2/24 北海道 札幌市

 
札幌交響楽団は、年間120回を越える演奏会を開催しています。そ
の中でも国際的に評価の⾼い札幌コンサートホールKitaraで開催し
ている定期演奏会は、国内外から指揮者やソリストなどを招聘する
ほか、演奏曲⽬では、世界中の作曲家を選曲、特に2018年2⽉の演
奏会では、⽇本が誇る作曲家、武満徹特集も開催します。
会場となる札幌コンサートホールは、障害者の⽅への配慮もされて
います。⾞椅⼦スペースや段差のない優先席のほか、お⼿洗いも動
作制約や移動制約のある⽅にとって利⽤しやすい「札幌式トイレ」
を完備しています。また、同演奏会では聴覚障害者の⽅への配慮と
して点字プログラムのご⽤意もしております（限定数）。その他、
外国の⽅への配慮としては英語ホームページを⽤意するほか、チラ
シやプログラムなどに英語を⼀部併記しています。
  

⽂化芸術による⼦供の
育成事業

⽂化庁 2017/4/1 2018/3/31 全国 全国

 
全国の⼩学校・中学校等において⼀流の⽂化芸術団体による実演芸
術の巡回公演を⾏い、⼜は⼩学校・中学校・⾼等学校等に個⼈若し
くは少⼈数の芸術家を派遣することにより、⼦供たちに対し質の⾼
い⽂化芸術を鑑賞・体験する機会を確保するとともに、芸術家によ
る表現⼿法を⽤いたワークショップ等を実施することにより、⼦供
たちの豊かな創造⼒・想像⼒や、思考⼒、コミュニケーション能⼒
などを養い、将来の芸術家や観客層を育成し、優れた⽂化芸術の創
造に資する事業です。なお、特別⽀援学校等で事業を実施する場合
は、障害がある⼦供たちに配慮した内容となるよう⼯夫していま
す。
  

京都:Re-Search
京都:Re-
Search実⾏委
員会

2017/8/21 2017/12/10 京都府

福知⼭
市、舞鶴
市、京⽥
辺市等

 
・地域の持つポテンシャル・魅⼒をアートの視点から引き出すこと
を期待した取組として、アーティスト・イン・レジデンス事業「京
都:Re-Search」及び「⼤京都（仮称）」を実施。
・福知⼭市及び京⽥辺市では、若⼿のアーティストなどが各⾃が設
定したテーマに沿って⾵⼟等を調査し、そこでの発⾒を活かした作
品プランの構想を⽴て、その過程をウェブサイトで発信。
・舞鶴市では、28年度のリサーチを元に、歴史や⽂化と関わりの深
い場所に着⽬し、その場所の特性を活かした作品制作と展開によ
り、アートの視点による地域の新しいドキュメントを作成。
・12⽉には各地域での成果の発表会を兼ねたアーティスト・イン・
レジデンスの活⽤についてのフォーラムをバリアフリー対応の会場
で開催。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

アートへの情熱 特集
上映

川崎市市⺠
ミュージアム

2017/9/2 2017/10/1 神奈川県 川崎市

 
 さまざまな時代・地域における芸術家を描いた映画を上映し、芸
術による創造性や⽣き⽅の多様性について発信します。知的障害者
のアーティスト7⼈の記録映画『まひるのほし』や肢体不⾃由児養
護施設・ねむの⽊学園の⼦どもたちの絵画を紹介する『虹をかける
⼦どもたち』では、障害者による創作活動を通じて、個性が輝く多
様性の素晴らしさや障害者を包摂する共⽣社会を取り上げます。ま
た、伝記映画として、葛飾北斎とその娘を描いた『百⽇紅 〜Miss 
Hokusai』、藤⽥嗣治の年代記『ＦＯＵＪＩＴＡ』では、⽇本を代
表する芸術家を回顧します。会場はバリアフリーで、⾞椅⼦にも対
応。障害者⼿帳をお持ちの⽅と介護者は⼊場無料として参加を促進
します。
  

区制施⾏７０周年記
念・体育協会創⽴７０
周年記念 第２９回
「区⺠スポーツの⽇」

「区⺠スポーツ
の⽇」実⾏委員
会、中央区、中
央区教育委員
会、中央区体育
協会

2017/10/9 2017/10/9 東京都 中央区

 
 「区⺠スポーツの⽇」として、区内在住者を対象としたマラソン
⼤会及び区内在住・在勤・在学者を対象としたスポーツイベントを
実施する。マラソン⼤会は、障害のある⽅も参加することができ、
スポーツイベントでは、障害者スポーツ体験＆ニュースポーツコー
ナーを設けるほか、幼児、障害者、⾼齢者等誰でも気軽に参加でき
るイベントを開催している。また、ステージイベントとして区内各
団体の公開演技披露（⺠踊、太⿎の演奏等）を⾏っている。
  

鳴⾨市阿波おどり

鳴⾨市・鳴⾨商
⼯会議所・鳴⾨
市うずしお観光
協会

2017/8/9 2017/8/11 徳島県 鳴⾨市

 
 阿波おどりは、徳島県を発祥とする盆踊りであり、⽇本三⼤盆踊
りである。約４００年の歴史をもち、⽇本の伝統芸能のひとつとさ
れている。夏季になると、徳島県内各地で開催され、なかでも鳴⾨
市の阿波おどりは、県下トップをきって盛⼤に開催される。鳴⾨の
街が熱気と興奮に包まれる3⽇間は、豪華ゲストも多数来場し、連
⽇、有名連や誰もが気軽に参加できる「にわか連」も繰り出す。ま
た、桟敷の充実や参加踊り連増加などによる、阿波おどりそのもの
の魅⼒向上や各種イベントなどの実施により、全国に向けて鳴⾨市
の阿波おどりの魅⼒を発信し、市⺠が楽しむだけでなく、県外から
の観光客等の集客増を図ると伴に、外国語表記のパンフレットを数
種類作成し、阿波おどりの振興を通じた地域経済の活性化を⽬指し
ている。
  

こどもたちによるデザ
インプロジェクト み
んなでつくろう！コド
モチョウナイカイまつ
り2017「アーキペラ
ゴしばうら」

コドモチョウナ
イカイ事務局

2017/7/1 2018/2/28 東京都 港区

 
 コドモチョウナイカイとは、⼦どもたちが「コドモチョウナイカイ」と
いうデザインチームを組んで、デザインの課題を通して、共に遊び学びあ
いながら、まちやまちの⼈たちを元気にするおまつりをつくりあげる、
ワークショップのプログラムです。⽇本⽂化を継承し、新しい⽂化を創⽣
する場としての「おまつり」を⽀える地域の⼒「町内会」をモデルに、未
来をはばたく⼦どもたちの遊び・学びの場を提供しています。デザインプ
ロジェクトを共有するコミュニティは、多様な⽂化・⾔語・背景を持つ
⼈々がお互いを認め合う寛容な社会です。まさに今、オリンピック・パラ
リンピックというプロジェクトを共有する、私たちのおかれた状況を象徴
しています。どなたにも気持ちよく、ご参加頂けるよう、外国語に対応で
きるスタッフや保育⼠なども配置しています。障がいのあるお⼦様の参加
については、お問合せ下さい。ご家族と共に、参加の⽅法を考えていきた
いと思います。何より、「デザイン」が様々な壁を越えていくコミュニ
ケーションツールと考えています。
  

平家まつり⽉間 三好市 2017/9/23 2017/10/31 徳島県 三好市

 
 10⽉に東⻄祖⾕で開催される様々な⾃主イベントを集合させ「祖
⾕平家まつり⽉間」として開催します。メインとして、10⽉22⽇
（⽇）に⻄祖⾕⼭村に伝わる郷⼟芸能、⺠謡⺠舞、伝説劇、東祖⾕
地⽅に伝わる平家落⼈伝説劇を公演します。会場には外国語対応の
スタッフもおります。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

いけだ阿波おどり 三好市 2017/8/13 2017/8/16 徳島県 三好市

 
 市内から約30連の踊り⼦達が乱舞、徳島池⽥の夜を熱く踊りま
す。
13⽇には恒列の前夜祭を開催。しなやかな⼥踊りと、豪快な男踊り
の融合は⾒事です。 
 県外客でゆっくりと腰掛けて観覧できる場所として栄町通りに有
料桟敷席が約800席ございます。その他の無料演舞場多数ありJR阿
波池⽥駅横のへそっこ公園では各連が⼊れ替わり⽴ち替わり乱舞を
無料（観覧席あり）で披露しています。 三好市総合パンフレットに
は外国語表記があり、阿波おどりを通じ、⽇本⽂化の魅⼒に触れる
ことができます。
 

第17回やまなし県⺠
⽂化祭 ⾳楽祭

⼭梨県・やまな
し県⺠⽂化祭実
⾏委員会

2017/9/17 2017/9/17 ⼭梨県 甲府市

 
 ⼭梨県は、「くらしに⽂化が根付くやまなし」を⼀層推進するた
め、多くの皆様の⽂化活動への参加と交流の機会を創出するやまな
し県⺠⽂化祭において、⾳楽祭を開催します。この⾳楽祭は、クラ
シック⾳楽の分野において、担い⼿育成や⾳楽活動の活性化を促す
とともに、⾳楽の素晴らしさを共有し、⽇本⽂化の魅⼒を発信する
事業です。障害の有無に関係なく、幅広い年齢層の⽅々から公募で
出演者を募り、多くのの出演を予定しています。会場はバリアフ
リーの会場を使⽤し、障害者、健常者問わず、誰しも楽しめるイベ
ントを作り上げます。
  

第17回やまなし県⺠
⽂化祭 朗読フェス
ティバル

⼭梨県・やまな
し県⺠⽂化祭実
⾏委員会

2017/11/26 2017/11/26 ⼭梨県 甲府市

 
 ⼭梨県は、「くらしに⽂化が根付くやまなし」を⼀層推進するた
め、多くの皆様の⽂化活動への参加と交流の機会を創出するやまな
し県⺠⽂化祭において、朗読フェスティバルを開催します。この
フェスティバルは、朗読分野において、担い⼿育成や朗読活動の活
性化を促すとともに、朗読の素晴らしさを共有し、⽇本⽂化の魅⼒
を発信する事業です。障害の有無に関係なく、幅広い年齢層の⽅々
から公募で出演者を募り、多くのの出演を予定しています。会場は
バリアフリーの会場を使⽤し、障害者、健常者問わず、誰しも楽し
めるイベントを作り上げます。
  

東海道かわさき宿交流
館 江⼾の粋に遊ぶシ
リーズ ８⽉「津軽三
味線」、１０⽉「⽔
芸」、１２⽉「お座敷
遊び」、２⽉「能楽」

東海道かわさき
宿交流館

2017/8/1 2018/2/28 神奈川県 川崎市

 
 「江⼾時代の粋に遊ぶ」シリーズの公演は、江⼾情緒を感じさせ
る古くから伝わる芸能を中⼼に、⽇頃、鑑賞機会の乏しい芸能に触
れ、演者による解説やナビゲータの⼭縣基与志と演者との対談によ
り芸の神髄を知り、さらに体験コーナーにおいて芸のさわりを体験
したり、質疑応答コーナーにおいて演者と観客が交流できることを
特徴としています。 （参加費1,500円）
 当公演は、バリアフリー対応の会場にて開催します。
  

第2回｢⼭の⽇｣記念全
国⼤会

第2回｢⼭の⽇｣
記念全国⼤会実
⾏委員会

2017/8/11 2017/8/11 栃⽊県 那須郡

 
 本県では国⺠の祝⽇として昨年制定されました⼭の⽇を記念し、
第２回｢⼭の⽇｣記念全国⼤会を那須町で開催することといたしまし
た。本⼤会は、第１回⻑野⼤会に続き開催するものであり、「⼭の
⽇」の意義である『⼭に親しむ機会を得て、⼭の恩恵に感謝する』
を⼤会⽬標とするとともに、⼭に関する歴史や⽂化の継承、⾃然体
験の機会の創出、環境保全、観光振興、健康増進、⼭の遭難や事
故、⾃然災害への対応など、様々な課題の解決に向けた施策の展開
につなげ、地域の活性化を図ることとしています。⼤会当⽇（8⽉
11⽇）には、那須町の伝統芸能である九尾太⿎を披露するほか、式
典会場に⾝障者⽤駐⾞場を確保し、より多くの⽅にとちぎの美しい
⾃然や⾷⽂化を体験していただき、⼼に残る⼤会にしていきたいと
考えています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第10回記念オーケス
トラ・ムジカ・チェレ
ステ演奏会

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、⽇野町⽂化
振興事業団

2017/7/9 2017/7/9 滋賀県 蒲⽣郡

 
 ⽂化ホール、アートNPO、⽂化団体、⽂化活動者と協働・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
性化を図ることを⽬的に、⽇野町⽂化振興事業団と共に実施する。
本公演の他、アウトリーチによる普及活動や町中コンサートを通し
「オーケストラがあるまち」として発信し地域の活性化を図り、⽇
本⽂化を根付かすこととする。
曲⽬ メンデルスゾーン/序曲「真夏の夜の夢」
ブラームス/ヴァイオリンとチェロのための⼆重協奏曲
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているととも
に、⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
  

オーケストラで聴く⽇
本の名曲リクエストコ
ンサート

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、(⼀社)愛荘
町⽂化協会

2017/8/20 2017/8/20 滋賀県 愛知郡

 
 テノール歌⼿「秋川雅史」をメインに、ソプラノ歌⼿「光野孝
⼦」の歌とともに、伴奏はＮ響団友オーケストラ16名による⽣演奏
でステージを盛り上げる。事前に秋川に歌ってほしい曲のリクエス
トキャンペーンを実施し、このコンサートを地域全体で盛り上げ
る。
また、Ｎ響団友メンバー4名（フルート・クラリネット・ホルン・
オーボエ）により町内中学校（秦荘中学校、愛知中学校）吹奏楽部
員へのアウトリーチ事業を実施する。
出演者：秋川雅史、光野孝⼦、Ｎ響団友オーケストラ
昭和の思い出の名曲を中⼼に、⽇本⽂化として歌謡史に名を刻む名
曲を選曲し、秋川に歌っていただき、このコンサートを盛り上げ
る。また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っていると
ともに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
  

しがぎんホールピア
ノ・フェスティバル

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、株式会社し
がぎん経済⽂化
センター

2017/9/17 2017/9/18 滋賀県 ⼤津市

 
 滋賀県⽂化奨励賞の歴代受賞者を中⼼に、実⼒派ピアニスト７名
が繰り広げる⼆⽇間のフェスティバルで、ピアノの魅⼒に迫る。⼀
⽇2公演、2⽇間で4公演。出演は、①リード希亜奈、武⽥優美 ②
北川恵美、稲垣聡 ③⻄村静⾹、上⽥明美 ④児嶋⼀江
 滋賀県⽂化奨励賞とは、県⺠の⽂化の向上発展に寄与し、その功
績が顕著なものを顕彰することを⽬的として、多年（おおむね10
年）にわたり優秀な作品を発表するなど⽂化活動において優れた業
績をあげ、その活動において将来を期待される個⼈または団体に贈
られるもの。対象部⾨は、美術・⽂芸・⾳楽・演劇・舞踊・映像等
の芸術⽂化部⾨と、⺠話・郷⼟史・郷⼟芸能等の郷⼟⽂化部⾨など
がある。また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図ってい
るとともに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応す
る。
  

もっと輝け！⾦の卵プ
ロジェクト「マザーレ
イクジャズオーケスト
ラ」育成事業

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、株式会社Ｅ
ＧＳ

2017/9/23 2017/9/24 滋賀県 野洲市

 
 感性が豊かで伸び盛りの10代を対象に、⾳楽活動で⾼みを⽬指す
若者を⽀援・育成し、活動していく機会を提供していく。また、活
動ジャンルは団体としても個⼈としても、今後⻑く⾳楽に関われる
可能性の⾼い「ジャズ」を
選び、滋賀県の⾳楽シーンの底上げと、将来国内外で活躍していく
⼈材の育成を⽬指す。
 滋賀県出⾝で、国内外で活躍するジャズバンドJABBERLOOPをメ
イン講師に迎え、県内に在住・在学・在勤する⼩学校1年⽣から19
歳の⾳楽経験者で結成したティーンズジャズユニット「マザーレイ
クジャズオーケストラ」を育成していき、野洲⽂化ホールで第⼆回
⽬の公演を⾏う。また、障害者対応として会場がバリアフリー化を
図っている会場を選び、⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内
して対応する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

関⻄フィルハーモニー
管弦楽団リラックスコ
ンサートin⾼島

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、⾼島市、⾼
島市教育委員会

2017/10/1 2017/10/1 滋賀県 ⾼島市

 
 ⽂化ホール、アートNPO、⽂化団体、⽂化活動者と協働・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
性化を図ることを⽬的に、⾼島市、⾼島市教育委員会と当該事業を
実施する。また、⾼島市出⾝のヴァイオリニストをコンサートマス
ターに迎え、「琵琶湖周航の歌」オーケストラバージョンを制作す
るなどして地域の活性化を図る。「琵琶湖周航の歌」は、琵琶湖お
よび周辺地域を題材とした、滋賀県のご当地ソング の⼀つとなって
おり、滋賀県特有の⽂化として後世に引き継いでいく。
出演：藤岡幸夫（指揮）、⻄川茉利奈（コンサートマスター／ヴァ
イオリン）、関⻄フィルハーモニー管弦楽団
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
  

宗次郎オカリナコン
サート

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、甲賀市教育
委員会

2017/10/8 2017/10/8 滋賀県 甲賀市

 
 ⽂化ホール、アートNPO、⽂化団体、⽂化活動者と協働・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
性化を図ることを⽬的に、あいこうか市⺠ホールと共に当該事業を
実施する。オカリナ奏者としてＮＨＫ特集「⼤⻩河」の⾳楽を担当
し⼀躍脚光を浴びる。レコード⼤賞ほか多数受賞。⼤⾃然を感じさ
せる癒しの⾳楽。
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
  

宗次郎オカリナコン
サート

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、彦根市教育
委員会

2017/10/9 2017/10/9 滋賀県 彦根市

 
 ⽂化ホール、アートNPO、⽂化団体、⽂化活動者と協働・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
性化を図ることを⽬的に、みずほ⽂化センターと共に当該事業を実
施する。
 オカリナ奏者としてＮＨＫ特集「⼤⻩河」の⾳楽を担当し⼀躍脚
光を浴びる。レコード⼤賞ほか多数受賞。⼤⾃然を感じさせる癒し
の⾳楽。
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
 

関⻄フィルハーモニー
管弦楽団ニューイ
ヤー・オペラ・ガラ・
コンサート

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、甲賀市教育
委員会

2018/1/21 2018/1/21 滋賀県 甲賀市

 
 過去15回の演奏会に準じて、開催。地元の若⼿を中⼼に声楽家を
公募で募集し、オペラハイライトとしてプログラムを構成する。
全曲オペラ仕⽴てとし、オーケストラ演奏のみ、男声、⼥声、デュ
オなどを織り交ぜた、オペラの初⼼者にも⽿なじみのあるハイライ
ト集のようなコンサートとする。
出演：藤岡幸夫（指揮）、関⻄フィルハーモニー管弦楽団、地元声
楽家地元声楽家などの参加により、地域の活性化を図り、⽇本⽂化
を根付かすこととする。
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
  

DRUM TAO2018 (仮)

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、⽇野町⽂化
振興事業団

2018/2/4 2018/2/4 滋賀県 蒲⽣郡

 
 ⽂化ホール、アートNPO、⽂化団体、⽂化活動者と協働・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
性化を図ることを⽬的に、わたむきホール虹と共に当該事業を実施
する。ブロードウェイも称賛し、世界に向け、⽇本の”COOL＝カッ
コイイ”を発信し続ける和太⿎パフォーマンス集団「TAO」の公演。
 「⽇本のシルク・デュ・ソレイユ」とも評される芸術性の⾼いス
テージを「和太⿎界のＥＸＩＬＥ」と呼ばれる若きパフォーマーた
ちが渾⾝の⼒で演じる姿は、年齢性別国籍を問わずあらゆる⼈々の
胸をあつくする。
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

近江の歴史⽂化遺産・
景観を描くあいしょう
絵画展

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、愛荘町

2017/7/29 2017/8/6 滋賀県 愛知郡

 
 県内の歴史⽂化遺産や景観を描く公募展とし、この絵画展を通じ
て滋賀の魅⼒を広く内外にアピールするとともに、作品を創造しそ
れを鑑賞する喜びを享受することにより、共に育つ学びと⽂化のま
ちづくりを⽬指して開催する。
 県内外の絵画愛好者から、滋賀県内の⽂化遺産や景観を描いた作
品を募集する。また、最優秀賞としてグランプリを設け、グランプ
リ受賞者には、⼀定レベル以上の作品展⽰しか認めていない、愛知
川駅コミュニティハウス「るーぶる愛知川」での古典開催権利を付
与する。
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
  

演者養成講座修了者に
よる ⼈形劇＆朗読つ
どい

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、彦根市教育
委員会

2017/7/22 2018/2/24 滋賀県 彦根市

 
 ⼈形劇や朗読を⾃ら演ずることのできる⼈材を独⾃のプログラム
で育成することにより、地域の⽂化芸術の向上発展に繋げる。これ
までに開講した「ひとりでできる⼈形劇講習会」ならびに「朗読講
習会」の修了者に発表の機会を提供するための公演を開催する。こ
れまでの講座で取り上げてきた⼈形劇・朗読の各講座でしてきたこ
とを上演(発表）する機会を増やすことで活動を定着化させ、その普
及を図る。
 また、⼈（演じる側）と⼈（⾒る側）が触れ合うことで得られる
感動（⽣の舞台芸術のすばらしさ）を伝え、⼦どもたちの豊かな情
操を養う機会とする。
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
  

おうみ狂⾔図鑑2018

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、甲賀市教育
委員会

2018/1/27 2018/1/27 滋賀県 甲賀市

 
 滋賀県内の市町ホールと連携し、互いが培ってきた知識や技術を
共有し、企画・制作能⼒を⾼めるとともに、厳しい財政状況のな
か、それぞれのホールが出資し予算を有効活⽤することにより効率
的で質の⾼い作品制作を⽬指す。現代にも通じる狂⾔の「⾵刺的な
笑い」と⽇本の歴史の中で様々な⽂化を育んできた「近江」の魅⼒
を発信し、地域住⺠に楽しんでいただけるよう、滋賀を題材にした
「新作狂⾔」を制作し、本県オリジナルの狂⾔シリーズとして展開
する。内容は、狂⾔解説、古典作品(2本)、2017年制作「ニンジャ
カジャと⼤名、そしてちょっとタロウカジャ」（作・演出：茂⼭童
司）の再演、または2018年新作狂⾔   出演：茂⼭千五郎家（茂⼭千
作、茂⼭七五三、茂⼭あきら、茂⼭千五郎、茂⼭宗彦、茂⼭茂、茂
⼭逸平、茂⼭童司ほか）
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
 

おうみ狂⾔図鑑2018
公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団

2018/2/12 2018/2/12 滋賀県 ⽶原市

 
 滋賀県内の市町ホールと連携し、互いが培ってきた知識や技術を
共有し、企画・制作能⼒を⾼めるとともに、厳しい財政状況のな
か、それぞれのホールが出資し予算を有効活⽤することにより効率
的で質の⾼い作品制作を⽬指す。現代にも通じる狂⾔の「⾵刺的な
笑い」と⽇本の歴史の中で様々な⽂化を育んできた「近江」の魅⼒
を発信し、地域住⺠に楽しんでいただけるよう、滋賀を題材にした
「新作狂⾔」を制作し、本県オリジナルの狂⾔シリーズとして展開
する。内容は、狂⾔解説、古典作品(2本)、2017年制作「ニンジャ
カジャと⼤名、そしてちょっとタロウカジャ」（作・演出：茂⼭童
司）の再演、または2018年新作狂⾔   出演：茂⼭千五郎家（茂⼭千
作、茂⼭七五三、茂⼭あきら、茂⼭千五郎、茂⼭宗彦、茂⼭茂、茂
⼭逸平、茂⼭童司ほか）
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

おうみ狂⾔図鑑2018

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、東近江市、
東近江市教育委
員会

2018/2/25 2018/2/25 滋賀県 東近江市

 
 滋賀県内の市町ホールと連携し、互いが培ってきた知識や技術を
共有し、企画・制作能⼒を⾼めるとともに、厳しい財政状況のな
か、それぞれのホールが出資し予算を有効活⽤することにより効率
的で質の⾼い作品制作を⽬指す。現代にも通じる狂⾔の「⾵刺的な
笑い」と⽇本の歴史の中で様々な⽂化を育んできた「近江」の魅⼒
を発信し、地域住⺠に楽しんでいただけるよう、滋賀を題材にした
「新作狂⾔」を制作し、本県オリジナルの狂⾔シリーズとして展開
する。内容は、狂⾔解説、古典作品(2本)、2017年制作「ニンジャ
カジャと⼤名、そしてちょっとタロウカジャ」（作・演出：茂⼭童
司）の再演、または2018年新作狂⾔   出演：茂⼭千五郎家（茂⼭千
作、茂⼭七五三、茂⼭あきら、茂⼭千五郎、茂⼭宗彦、茂⼭茂、茂
⼭逸平、茂⼭童司ほか）また、障害者対応として施設のバリアフ
リー化を図っているとともに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が
案内して対応する。
 

おうみ狂⾔図鑑2018

公益財団法⼈び
わ湖芸術⽂化財
団、彦根市、彦
根市教育委員会

2018/3/10 2018/3/10 滋賀県 彦根市

 
 滋賀県内の市町ホールと連携し、互いが培ってきた知識や技術を
共有し、企画・制作能⼒を⾼めるとともに、厳しい財政状況のな
か、それぞれのホールが出資し予算を有効活⽤することにより効率
的で質の⾼い作品制作を⽬指す。現代にも通じる狂⾔の「⾵刺的な
笑い」と⽇本の歴史の中で様々な⽂化を育んできた「近江」の魅⼒
を発信し、地域住⺠に楽しんでいただけるよう、滋賀を題材にした
「新作狂⾔」を制作し、本県オリジナルの狂⾔シリーズとして展開
する。内容は、狂⾔解説、古典作品(2本)、2017年制作「ニンジャ
カジャと⼤名、そしてちょっとタロウカジャ」（作・演出：茂⼭童
司）の再演、または2018年新作狂⾔   出演：茂⼭千五郎家（茂⼭千
作、茂⼭七五三、茂⼭あきら、茂⼭千五郎、茂⼭宗彦、茂⼭茂、茂
⼭逸平、茂⼭童司ほか）
 また、障害者対応として施設のバリアフリー化を図っているとと
もに⼊退場の際は不便の無いよう職員等が案内して対応する。
 

かわさき区ビオラコン
サート（定例コンサー
ト・⽀所コンサート）

川崎市
川崎区役所

2017/4/5 2018/3/7 神奈川県 川崎市

 
 川崎区のイメージアップを図るとともに、うるおいのある豊かな
地域社会の実現を⽬指して、地域の皆様に気軽に⾳楽を楽しんでも
らえるようなコンサートを実施し、⽇本の⾳楽⽂化を発信していま
す。原則的に毎⽉第１⽔曜のランチライム川崎市役所第３庁舎ロ
ビーで⾏う「定例コンサート」と、⼤師及び⽥島⽀所で各１回（⽇
時未定）⾏う「⽀所コンサート」は、参加⾃由・無料で、会場はバ
リアフリーとなっており、⾞椅⼦の⽅にもお楽しみいただけます。
※名称の「ビオラ」は、川崎区の「区の花」（ひまわり・ビオ
ラ）・「区の⽊」（銀杏、⻑⼗郎梨）の⼀つである「ビオラ」にち
なんでいます。
  

Noriko's Day ⼩川典
⼦ピアノ・リサイタル

川崎市⽂化財団
グループ

2017/10/21 2017/10/21 神奈川県 川崎市

 
 リーズ国際ピアノ・コンクール⼊賞30周年を迎える⼩川典⼦によ
る本格的なピアノ・リサイタルを開催するほか、⼤⼈のアマチュ
ア・ピアノ愛好家を対象とした、ピアノの公開レッスンを⼩川典⼦
の指導のもと⾏い、発表会をアンコール・コンサートとしてリサイ
タルの終演後に⾏うというものである。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
障害をお持ちの⽅をお迎えするための研修など、アクセシビリティ
対応も積極的に⾏っている。⾞椅⼦席あり。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

スペシャル・ナイト・
コンサート９０ エキ
サイティング・ナイト

川崎市⽂化財団
グループ

2018/3/27 2018/3/27 神奈川県 川崎市

 
 ミューザの優れた⾳響を活かして、アーティストが⾳⾊やアンサ
ンブルに細⼼の配慮を尽くして⾳楽性を深く追求するオリジナル企
画。ポップス、ジャズといったジャンルを中⼼とし、拡声(PA)の助
けを極⼒借りず、ホールそのものの⾳響を活かした繊細な⾳とアン
サンブルで、深い⾳楽性を追求するシリーズ「スペシャル・ナイ
ト・コンサート９０」。エキサイティング・ナイトはジャズトラン
ペッターの⽇野皓正を中⼼に、世⽥⾕Dream Jazz Band卒業メン
バーなど華やかでエキサイティングな⼀夜となる。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
障害をお持ちの⽅をお迎えするためのスタッフ研修など、アクセシ
ビリティ対応も積極的に⾏っている。⾞椅⼦席あり。
  

オルガンの未来へⅣ
川崎市⽂化財団
グループ

2018/2/17 2018/2/17 神奈川県 川崎市

 
 オルガニストの松居直美と作曲家の権代敦彦が「パッション」の
主題のもと、全体の構成・プログラミングを⾏う。「Christ lag in 
Todesbanden 主は死につながれ」をタイトルに、それを題したコ
ラールや、同タイトル作品を権代⽒に新作委嘱。新作委嘱作品は本
公演で世界初演を⾏う。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
障害をお持ちの⽅をお迎えするためのスタッフ研修など、アクセシ
ビリティ対応も積極的に⾏っている。⾞椅⼦席あり。
  

フランチャイズオーケ
ストラ・オペラプロ
ジェクト「ドン・ジョ
ヴァンニ」（演奏会形
式）

川崎市⽂化財団
グループ

2017/12/10 2017/12/10 神奈川県 川崎市

 
 ミューザ川崎シンフォニーホールの特徴ある形状を活かし、川崎
市のフランチャイズオーケストラである東京交響楽団と連携して⾏
う「オペラ・プロジェクト（コンサート形式）」。平成28年度の
「コジ・ファン・トゥッテ」に続き平成29年度は「ドン・ジョヴァ
ンニ」を取り上げる。本プロジェクトは2014年シーズンから東京交
響楽団の⾳楽監督として着任しているジョナサン・ノットの提案で
あり、ノット⽒が認める世界的なキャストをそろえ、世界から⽇本
へトップクラスの歌⼿を迎える事で、その成果を逆に⽇本から世界
へ発信することを⽬的としている。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
障害をお持ちの⽅をお迎えするための研修など、アクセシビリティ
対応も積極的に⾏っている。⾞椅⼦席あり。
  

ハンス＝オラ・エリク
ソン パイプオルガ
ン・リサイタル

川崎市⽂化財団
グループ

2017/9/16 2017/9/16 神奈川県 川崎市

 
 ミューザが持つ世界最⼤規模のパイプオルガンを国内外に知らし
めることを趣旨としたリサイタル・シリーズ。今回はメシアンの薫
陶を受けた世界的なオルガニストを招聘する。世界の第⼀線で活躍
するオルガニストを紹介し、すばらしい演奏に触れることでオルガ
ンやクラシック⾳楽のファンを増やすことを⽬的としている。世界
的オルガニストを招聘し、ミューザのオルガン、ホールをオルガニ
ストに知ってもらうことで、ミューザを世界に発信していくことも
⽬的としている。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
障害をお持ちの⽅をお迎えするためのスタッフ研修など、アクセシ
ビリティ対応も積極的に⾏っている。⾞椅⼦席あり。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

フェスタ サマー
ミューザ KAWASAKI 
2017

川崎市⽂化財団
グループ

2017/7/22 2017/8/11 神奈川県 川崎市

 
 2005年に始まった「フェスタ サマーミューザ KAWASAKI」は、
⾸都圏のプロオーケストラ（⽇本オーケストラ連盟の正会員）が結
集して出演、夏の時期に毎年「新しい都市型⾳楽祭」として開催し
てきた。震災休館中も川崎市内の代替会場で継続して開催、今回で
13回⽬となり、⾸都圏だけでなく全国的に認知される⾳楽祭に成⻑
している。従来のクラシックファンだけでなく、幅広い層に「クラ
シック⾳楽の新しい聴き⽅・楽しみ⽅」を提唱し、「⽇常」に⾳楽
を取り⼊れてもらうことを⽬指している。
 また、外国⼈観光客向けに英語のパンフレットを作成したり、障
害をお持ちの⽅をお迎えするための研修など、アクセシビリティ対
応も積極的に⾏っている。⾞椅⼦席あり。
  

モーツァルト・マチネ 
第30回

川崎市⽂化財団
グループ

2017/8/26 2017/8/26 神奈川県 川崎市

 
 「モーツァルト・マチネ」は、休⽇の午前11時開演のショートプ
ログラム（約70分）。近年はモーツァルトを中⼼に、関連する作曲
家なども取り上げ、よりバラエティに富んだ内容となっており、第
30回は世界的ピアニスト⼩菅優がその弾き振りを初披露。ソリスト
の挑戦が光るプログラム。休⽇の午前中に上質なコンサートを開催
することで、より多くの⽅々が、気軽にコンサートホールに来場す
る機会を提供することを⽬的とする。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
⼦育て⽀援として託児料⾦を通常よりも割り引く、障害をお持ちの
⽅をお迎えするための研修など、アクセシビリティ対応も積極的に
⾏っている。⾞椅⼦席あり。
  

モーツァルト・マチネ 
第31回

川崎市⽂化財団
グループ

2017/10/14 2017/10/14 神奈川県 川崎市

 
 「モーツァルト・マチネ」は、休⽇の午前11時開演のショートプ
ログラム（約70分）。近年はモーツァルトを中⼼に、関連する作曲
家なども取り上げ、よりバラエティに富んだ内容となっており、第
31回はジョナサン・ノット（指揮）、イェンス＝ペーター・マイン
ツ（チェロ）を迎え、⾳楽史でも類をみない友⼈関係を築いたモー
ツァルトとハイドンを取り上げたプログラム。
休⽇の午前中に上質なコンサートを開催することで、より多くの
⽅々が、気軽にコンサートホールに来場する機会を提供することを
⽬的とする。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
⼦育て⽀援として託児料⾦を通常よりも割り引く、障害をお持ちの
⽅をお迎えするための研修など、アクセシビリティ対応も積極的に
⾏っている。⾞椅⼦席あり。
  

モーツァルト・マチネ 
第32回

川崎市⽂化財団
グループ

2018/3/3 2018/3/3 神奈川県 川崎市

 
 「モーツァルト・マチネ」は、休⽇の午前11時開演のショートプ
ログラム（約70分）。近年はモーツァルトを中⼼に、関連する作曲
家なども取り上げ、よりバラエティに富んだ内容となっており、第
32回は秋⼭和慶（指揮）、妻屋秀和（バス）らによる、オペラを得
意としたモーツァルトの⼒強い朝を讃える合唱曲を中⼼に据えたプ
ログラム。
休⽇の午前中に上質なコンサートを開催することで、より多くの
⽅々が、気軽にコンサートホールに来場する機会を提供することを
⽬的とする。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
⼦育て⽀援として託児料⾦を通常よりも割り引く、障害をお持ちの
⽅をお迎えするための研修など、アクセシビリティ対応も積極的に
⾏っている。⾞椅⼦席あり。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

スペシャル・ナイト・
コンサート９０ ロマ
ンティック・ナイト

川崎市⽂化財団
グループ

2018/1/30 2018/1/30 神奈川県 川崎市

 
 ミューザの優れた⾳響を活かして、アーティストが⾳⾊やアンサ
ンブルに細⼼の配慮を尽くして⾳楽性を深く追求するオリジナル企
画。ポップス、ジャズといったジャンルを中⼼とし、拡声(PA)の助
けを極⼒借りず、ホールそのものの⾳響を活かした繊細な⾳とアン
サンブルで、深い⾳楽性を追求するシリーズ「スペシャル・ナイ
ト・コンサート９０」。
ロマンティック・ナイトはフランチャイズオーケストラの東京交響
楽団によるストリングスとホールアドバイザーでジャズピアニスト
の佐⼭雅弘らによる特別バントを編成する。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
障害をお持ちの⽅をお迎えするためのスタッフ研修など、アクセシ
ビリティ対応も積極的に⾏っている。⾞椅⼦席あり。
  

⾳楽⼤学フェスティバ
ル・オーケストラ演奏
会

川崎市⽂化財団
グループ

2018/3/25 2018/3/25 神奈川県 川崎市

 
 平成21年から始まった「⾳楽⼤学オーケストラ・フェスティバ
ル」は、9⾳楽⼤学（平成26度から上野学園⾳⼤が加⼊）の交流・
発展の機会を提供すると共に、若⼿⾳楽家の育成、⾳⼤⽣の演奏会
運営の参画を⽬的とし、将来、⽇本の⾳楽界を担う若者達の祭典と
して開催している。平成22年からは参加⼤学の学⽣による合同オー
ケストラを結成、内外の著名指揮者を招くことにより、当初に掲げ
た、「⼤学、ホール間の交流・発展」そして「若⼿⾳楽家の育成」
という⽬的に加え「⽇本のオーケストラ⽂化の伝統の継承と発展」
を⽬指し実施する。
 また、外国⼈観光客向けに英語のホームページを充実させたり、
障害をお持ちの⽅をお迎えするための研修など、アクセシビリティ
対応も積極的に⾏っている。⾞椅⼦席あり。           
               指揮：準・メルクル、管弦楽：⾳
楽⼤学フェスティバル・オーケストラ
 

第26回全国⾼等学校
漫画選⼿権⼤会（まん
が甲⼦園）

⾼知県、まんが
王国・⼟佐推進
協議会

2017/8/5 2017/8/6 ⾼知県 ⾼知市

 
 ⾼知県では、多くの漫画家を輩出していること等から、まんがを貴重な
⽂化資源として位置づけ、「まんが王国・⼟佐」として全国に情報発信し
てきました。平成４年から始まった全国⾼等学校漫画選⼿権⼤会「まんが
甲⼦園」は、昨年25回の節⽬を迎え、「まんが王国・⼟佐」を象徴する
⼤会となっています。⽇本のまんが⽂化は世界中に浸透していることか
ら、「まんが甲⼦園」では、昨年から海外校の作品を募集しています。今
年は、韓国、台湾、シンガポールから予選作品を募集し、選抜された各1
校が本県で8⽉に開催される本選⼤会に⽇本の⾼校⽣とともに参加しま
す。「まんが」という共通の表現⽅法を通じて、国内外の⾼校⽣が交流す
るという地域⽂化を⽣かした外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組で
す。また、各地のメディアもあわせて招へいし、⼤会の取材を通じて、
「まんが王国・⼟佐」を海外でも発信していただきます。また、公式HP
「まんが王国・⼟佐ポータルサイト」では英語・中国語・韓国語の翻訳機
能を持たせて情報を公開しているほか、英語・中国語・韓国語・タイ語で
字幕表⽰をした動画の公開も⾏っている。
 

⼭梨国際⾳楽祭
（Yamanashi Fruitful 
Music Festival）

⼭梨国際⾳楽祭
実⾏委員会

2017/8/4 2017/8/6 ⼭梨県 ⼭梨市

 
 ドイツから⼀流の⾳楽家を招き、⼭梨市内の３施設でクラシック
⾳楽のコンサートを開催します。⼭梨市は、2020年東京オリンピッ
クのホストタウンとして、ドイツの選⼿団を招聘することを積極的
に展開しており、ドイツと官⺠でのご縁を深耕させたいと考えてい
ます。他にはない独⾃の⽂化創造と地域交流を強化した内容で、⽇
独⽂化交流⾳楽祭を⼭梨市と地域ボランティアと共に協⼒して、
「⼭梨国際⾳楽祭実⾏委員会」を主催者に開催してまいります。     
   保健農園ホテルフフ⼭梨で開催するテラスコンサートでは、⼭梨
県の峡東地域が誇るフルーツとワインを⽤いてフルーツフルな国際
交流を図ります（ワインチケットの販売を予定）。
 なお、開催場所は３会場ともバリアフリー化されております。会
場に外国語対応スタッフを配置します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

マチ×マチフェスティ
バル

上⽥市（上⽥市
交流⽂化芸術セ
ンター）・上⽥
市教育委員会・
うえださんと、 
実⾏委員会

2017/11/3 2017/11/5 ⻑野県 上⽥市

 
 上⽥市の劇場と美術館から商店街に出てクラシック、ジャズのコ
ンサートや、美術のワークショップや展⽰などの様々な活動を、
アートに興味関⼼のある地域のメンバーなどからなる実⾏委員会、
商店街、地元アーティストなどと劇場・美術館が協⼒・連携し、商
店街という誰もが訪れる場所でフェスティバルとして⽂化的活動を
⾏うことにより、障がいのあるかたをはじめ様々なかたがアートを
⾝近に触れる機会を創出し、芸術・⽂化活動の活性化はもとより、
街のにぎわいづくり、アートを核とした新たな⼈的交流、社会参加
の機会の創出を⽬指します。会場は⼊⼝から客席まで段差がない施
設を利⽤、英語表記のパンフレットを作成するなど、障害者や外国
⼈にとっての参加しやすい環境づくりを⾏う。
  

新国⽴劇場バレエ団
「くるみ割り⼈形」

上⽥市（上⽥市
交流⽂化芸術セ
ンター）、上⽥
市教育委員会

2017/11/12 2017/11/12 ⻑野県 上⽥市

 
 ⽇本で唯⼀の国⽴バレエ団である新国⽴劇場バレエ団が、2014年
の『眠れる森の美⼥』で気品と現代的感覚を兼ね備えた振付を評価
されたウエイン・イーグリングとともに、新しい『くるみ割り⼈
形』を創作し、⽇本のトップクラスバレエの魅⼒を発信します。
 この公演では、物語を'少⼥クララの夢'として構成、ストーリーの
展開が理解しやすい点などの新制作の特⾊を盛み、バレエ団の総合
⼒が試される本作品で、⽇本を代表するダンサー達の織りなす物語
が、ウエイン・イーグリング演出・振付により豪華で楽しい作品で
す。
 会場のサントミューゼは、ユニバーサルデザインに配慮した設計
となっており、特に本公演では、⾞椅⼦スペースを通常より多く設
定します。
 

なちゅら⾳楽祭2017 
コバケンとその仲間た
ちオーケストラin飯⼭

⻑野県、⼀般財
団法⼈⻑野県⽂
化振興事業団、
飯⼭市、コバケ
ンとその仲間た
ちオーケストラ

2017/8/6 2017/8/6 ⻑野県 飯⼭市

 
 「コバケンとその仲間たちオーケストラ」は、全ての⼈々が与え
られた命を輝いて活きることができる社会作りを⽬指して、指揮者
の⼩林研⼀郎⽒の呼び掛けにより、知的発達障がいのある⽅々も招
いてボランティアコンサートを⾏っている。また、今回、和太⿎演
奏を⾏う「瑞宝太⿎」は、知的障がい者職業訓練施設のクラブ活動
として発⾜し、国内外での公演を⾏っている団体。公演を⾏う側・
鑑賞する側の双⽅において障がい者にとってのバリアを取り除く取
組となっている。なお、会場は⾞椅⼦の⽅にも対応。
  

北アルプス国際芸術祭
2017 ― 信濃⼤町 
⾷とアートの廻廊 ―

北アルプス国際
芸術祭実⾏委員
会

2017/6/4 2017/7/30 ⻑野県 ⼤町市

 
 ⼟地固有の⽣活⽂化を表現する「⾷」と、地域の魅⼒を再発⾒す
る「アート」の⼒によって、⼤町市に内在するさまざまな価値を掘
り起こし、北アルプス⼭麓の地域資源を世界に発信することで地域
再⽣のきっかけとなることを⽬指して、国内外から選ばれたアーテ
イストが信濃⼤町で創り上げたアート作品を鑑賞するとともに、信
濃⼤町固有の⾷を楽しむことができる取組。公式ホームページは英
語・中国語の多⾔語に対応するとともに、通訳ボランティアを配置
し、外国⼈旅⾏者にも対応。
  

新春特別公開「徳川美
術館所蔵 国宝 初⾳
の調度」

九州国⽴博物館 2018/1/1 2018/1/28 福岡県 太宰府市

 
 九州国⽴博物館がお正⽉に開催する恒例の新春特別公開！徳川美
術館が所蔵する⼤名婚礼調度の最⾼傑作 国宝「初⾳の調度」を展
⽰いたします。国宝「初⾳の調度」は、徳川三代将軍家光の⻑⼥で
ある千代姫が、寛永16(1639)年、尾張徳川家⼆代光友に嫁ぐ折に
制作された婚礼調度です。「初⾳」という名称は、この調度を飾る
⽂様が、『源⽒物語』「初⾳」帖に題材を得ていることに由来しま
す。⾦銀を贅沢に使い、⾼度な蒔絵技術を尽くして描かれた豪華な
源⽒の世界は、終⽇⾒ていても飽きないことから「⽇暮らしの調
度」と呼ばれました。当館はバリアフリー設備が整っています。
 また、キャプションは、⽇・英・中・韓の４⾔語に対応していま
す。 
  

117



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

特別展⽰「⽔の中から
よみがえる歴史－⽔中
考古学最前線－」

九州国⽴博物館 2017/7/15 2017/9/10 福岡県 太宰府市

 
 ⽔中考古学は、海や湖など⽔中に存在する沈没船などの遺跡を調
査対象としています。⻑崎県松浦市鷹島沖で蒙古襲来の際に沈んだ
中国の船が発⾒され、注⽬を集めています。四⽅を海で囲まれ、⽔
の豊かな⽇本の⽔中には、まだまだ多くの歴史が⼈知れず眠ってい
ます。⽔中から発⾒された遺物が語る物語、調査技術の発展、最前
線の調査事例などの紹介を通して、⽔中考古学の歴史と未来を提⽰
します。当館はバリアフリー設備が整っています。
 また、キャプションは、⽇・英・中・韓の４⾔語に対応していま
す。 
  

特別展⽰「対⾺ - 遺宝
にみる交流の⾜跡 - 」

九州国⽴博物館 2017/8/8 2017/9/18 福岡県 太宰府市

 
 九州と朝鮮半島の間に位置する対⾺は、古くから東アジアの⼈々
や⽂物が⾏き交い、多様な⽂化が混在する特⾊ある歴史を歩んでき
ました。本展では、対⾺の交流が育んだ⽇本列島でも稀有な歴史と
⽂化について、遺跡からの出⼟品や、信仰にまつわる品々、古⽂書
などゆかりの⽂化財から紹介します。 当館はバリアフリー設備が
整っています。
 また、キャプションは、⽇・英・中・韓の４⾔語に対応していま
す。
 

特別展⽰
「⽩隠さんと仙厓さ
ん」

九州国⽴博物館 2018/1/1 2018/2/12 福岡県 太宰府市

 
 江⼾時代に活躍した禅僧で、数多くの禅画と墨蹟を遺した⽩隠さ
ん（⽩隠慧鶴（1686〜1769））と博多の仙厓さん（僊厓義梵
（1750〜1837））。ともに庶⺠への布教につとめ、江⼾時代の禅
宗界に新⾵を巻き起こしました。九州に遺る代表的な禅画や墨蹟を
紹介し、それぞれの禅の⼼とかたちに触れていただきます。 当館は
バリアフリー設備が整っています。
 また、キャプションは、⽇・英・中・韓の４⾔語に対応していま
す。 
  

特別展⽰「神と仏と⻤
の郷 - 国東宇佐 六郷
満⼭展」

九州国⽴博物館 2017/9/13 2017/11/5 福岡県 太宰府市

 
 ⼤分県の国東半島や宇佐地域では、宇佐神宮を発祥とする⼋幡信
仰と国東半島全域（六郷満⼭）で発展した⼭岳信仰が古くから結び
つき、神仏習合による独特な仏教⽂化が形成されました。平成30年
に六郷満⼭が開かれて1300年となることを記念し、この地域で育ま
れた有形・無形の豊かな仏教⽂化を紹介します。 当館はバリアフ
リー設備が整っています。
 また、キャプションは、⽇・英・中・韓の４⾔語に対応していま
す。 
 

ＤＡＳＨＩＪＩＮ事業 ⼋⼾市 2017/4/10 2018/1/31 ⻘森県 ⼋⼾市

 
 2016年にユネスコ無形⽂化遺産に登録された33件の｢⼭・鉾・⼭
⾞⾏事」の⼀つである、伝統祭事「⼋⼾三社⼤祭の⼭⾞」と、それ
を取り巻く市井の⼈々の365⽇の有り様に着⽬したアートプロジェ
クトを実施します。
最終的には、市⺠のシビックプライドの醸成やアイデンティティー
の回帰につながることを⽬指しています。
 当施設は、障がいをお持ちの⽅など⾝体が不⾃由な⽅でもご利⽤
いただけるようバリアフリー対応や、他⾔語の⽅への通訳対応をす
るなど、多様な⽅々へ柔軟に取組んでいます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第55回記念江差追分
全国⼤会・第21回江
差追分熟年全国⼤会・
第21回江差追分少年
全国⼤会

江差追分会・江
差町

2017/9/15 2017/9/17 北海道 檜⼭郡

 
 江差の⻑い歴史と⾵⼟のなかで、幾多の変遷を経ながらこの地に
根付き、育まれてきた”江差追分”。いつの頃からか⽇本⼈の⼼の奥
に共感を呼び起こす唄として全国に広まり、昭和38年に第1回が開
催されて以来、今年55回⽬となる⺠謡の全国⼤会としては最も歴史
ある⼤会です。ブラジルやハワイ、ロサンゼルス、サクラメント、
サンフランシスコの海外⽀部を含めた156⽀部約3200⼈に及ぶ会員
の中から予選会を勝ち抜いた370⼈が⼀堂に揃い、⽇本⼀のノドを
競い合う、追分の本場江差ならではの⼀⼤イベント。秋の3⽇間、
会場の⽂化全館を拠点に江差の町はまるごとすべてが追分の舞台と
なり、熱気と興奮のなか、江差追分⼀⾊に染まります。観覧席フル
フラットで⾞いす利⽤者も気兼ねなく鑑賞することができます。会
場には外国語対応スタッフも配置します。
  

プラチナ⾳楽祭2017 川崎市 2017/9/9 2017/9/9 神奈川県 川崎市

 
 市内の多彩な⾳楽資源を活⽤し、地域の活性化やイメージアップ
を図る⾳楽のまちづくりの推進にあたり、そのシンボル施設である
ミューザ川崎シンフォニーホールを⽤い、⾳楽に関わるシニア世代
の活動団体の発表の場や機会を提供することにより、シニア世代が
⽂化活動に参加する機会を広げ、⽣きがいづくりを⽀援するために
実施します。また児童合唱団を全体合唱に招くことでシニアのみな
らずより多くの世代に対して⽂化交流の機会を設けます。
 また、会場であるミューザ川崎シンフォニーホールはバリアフ
リーに対応しており、多機能トイレや⾞椅⼦専⽤の鑑賞スペースの
完備、⾞椅⼦や補聴器システム（ヘッドホン式）の貸出し、筆談
ボードの⽤意がございます。
  

the 12th Music 
Forever 南総フェス
ティバル 〜Brass 
on Stage!〜

千葉県南総⽂化
ホール

2018/1/14 2018/1/14 千葉県 館⼭市

 
 吹奏楽の楽しさや魅⼒を取り上げ、地域の中学・⾼校の吹奏学部
の実⼒向上へのモチベーションを⾼めるため、全国トップレベルの
強豪校である習志野⾼等学校吹奏楽部を迎え、地域の中学校の吹奏
楽部との共演を実施します。
 また当ホールは、障害者の⽅の専⽤駐⾞スペースや⾞椅⼦席、ま
た障害者⽤多⽬的トイレなどを完備しており、障害をお持ちのお客
様も安⼼してご鑑賞いただけます。
  

第７１回あつぎ鮎まつ
り「夏だ、厚⽊だ、鮎
まつり！in2017」

厚⽊市 2017/8/5 2017/8/6 神奈川県 厚⽊市

 
 2⽇間で約70万⼈が来場する、厚⽊市最⼤のイベント「あつぎ鮎
まつり」は、今年で71回⽬となる歴史あるお祭りです。「かながわ
のまつり50選」のひとつにも数えられ、１万発の花⽕が夜空を彩る
⼤花⽕⼤会やパレード、ダンスコンテストのほか、「みこし
ショー」や「⺠謡おどり」などの⽇本の伝統芸能など、市⺠参加型
の催しが２⽇間にわたり繰り広げられます。
 こういったイベントを、外国の⽅にも楽しんでいただけるよう、
英語版のプログラム作成や会場ではインフォメーションブースに通
訳ボランティアを配置します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第８回ところざわ太⿎
祭り

ところざわ太⿎
祭り実⾏委員会

2017/11/12 2017/11/12 埼⽟県 所沢市

 
 ⽇本の伝統芸能でもある和太⿎演奏の素晴らしさを少しでも多く
の⼈に知ってもらいたいとの願いを込めて「ところざわ太⿎祭り」
として所沢から発信しています。和太⿎へ思いを込めた⼀打⼊魂の
迫⼒あるパフォーマンスは多くの⼈の⼼と体に響き、エネルギーと
なります。また演奏の中には侘び寂びもあり、情緒や儚さも表現さ
れます。伝統芸能である和太⿎で⽇本の美しい⽂化を表現します。
⾳楽には⾔語の壁がありません。和太⿎演奏は、世界中の⼈に迫⼒
と感動を伝える⾳楽です。
 会場には、毎年⽼若男⼥問わず多くの⽅にお越しいただいていま
す。当⽇は、会場内に英語を話せるスタッフを配置し、外国からの
お客様にも配慮し、⽇本が⽣んだ和太⿎演奏の素晴らしさを伝えま
す。
 

やましろのタカラフェ
スティバル 、⽂化
フェスティバル 科
学・地域交流フェス
ティバル

やましろのタカ
ラ フェスティ
バル実⾏委員会

2017/9/18 2017/11/26 京都府 ⻑岡京市

 
 京都府南部の⼭城地域の⽂化振興を図るため、２０２０年に向け
て府下で実施されている「京都⽂化⼒プロジェクト」の趣旨を踏ま
えつつ、豊かな⾃然や⻑い歴史、けいはんな⽂化学術研究都市への
先端科学の集積などを背景に、⼭城地域各地で次世代のための⽂化･
科学体験や地域・世代間交流活動を⾏う。
会場は、いずれも施設内を⾞いすで移動可能で、⾞いす⽤の観覧ス
ペースや⾝障者専⽤駐⾞場があるなどバリアフリーである。
⽂化フェスティバルにおいては、⼦どもたちが、合唱とともに⼿話
を活かした振り付けを学ぶワークショップやステージが⾏われ、
 また科学・地域交流フェスティバルにおいても、障害者の就労等
⽀援の取組を⾏うＮＰＯ法⼈の活動紹介や⼿作り品販売等の実施に
より、多彩な⽅にお楽しみいただけることが期待される。
  

第17回やまなし県⺠
⽂化祭 邦楽部⾨公演
会

⼭梨県・やまな
し県⺠⽂化祭実
⾏委員会

2017/10/22 2017/10/22 ⼭梨県 甲府市

 
 ⼭梨県は、「くらしに⽂化が根付くやまなし」を⼀層推進するた
め、多くの皆様の⽂化活動への参加と交流の機会を創出するやまな
し県⺠⽂化祭において、邦楽部⾨公演会を開催します。この公演会
は、伝統⾳楽である邦楽の分野において、担い⼿育成や邦楽活動の
活性化を促すとともに、邦楽の素晴らしさを共有し、⽇本⽂化の魅
⼒を発信する事業です。障害の有無に関係なく、幅広い年齢層の
⽅々から公募で出演者を募り、多くの出演を予定しています。会場
はバリアフリーの会場を使⽤し、障害者、健常者問わず、誰しも楽
しめるイベントを作り上げます。
  

第10回 
安房の伝統芸能まつり

千葉県南総⽂化
ホール

2018/2/25 2018/2/25 千葉県 館⼭市

 
 千葉県の安房地域の伝統芸能団体が⾃らの演出により公演や展⽰
を⾏う場と、普段⾒る機会が少ない「伝統⽂化」に触れる機会を広
く提供し、⾞椅⼦での観覧にも配慮すると共に、参加団体相互が交
流を深め、後継者育成に資する場として頂くことを⽬的に、伝統芸
能まつりを開催。
  

お旅まつり 曳⼭⼋基
曳揃え

⼩松市 2018/5/11 2018/5/11 ⽯川県 ⼩松市

 
曳⼭⼋基曳揃えは、江⼾時代から受け継がれてきている「曳⼭」、
そして曳⼭を舞台に⾏われる「⼦供歌舞伎」を堪能できる催しであ
る。外国⼈向けには、英語版チラシ、英語版の解説などを作成して
いる。また、通訳ボランティアによるエクスカーションも実施し、
曳⼭だけでなくお茶や着物、町家など、和⽂化も広く体験していた
だいている。障害者については、式典での⼿話通訳の配置や、⾞椅
⼦席の設置などを⾏っている。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第20回全国⼦供歌舞
伎フェスティバルin⼩
松

⼩松市 2018/5/4 2018/5/5 ⽯川県 ⼩松市

 
全国⼦供歌舞伎フェスティバルin⼩松は、全国各地の⼦供歌舞伎と
地元⼩松の⼦供たちによる歌舞伎「勧進帳」の競演が繰り広げられ
ます。和装のスタッフがお出迎えし、お茶や和菓⼦など、和の⽂化
を感じていただいています。はじめて歌舞伎を観る⽅、外国⼈、障
害者にもお楽しみいただけるよう、⾳声同時解説（⽇本語・英語）
で、舞台の進⾏に合わせたあらすじや配役、⾐裳、道具、歌舞伎の
独特な約束事などをタイミングよく紹介しています。また、舞台⾒
学や役者なりきり体験など、伝統芸能の世界に触れる取り組みを
⾏っています。会場のこまつ芸術劇場うららには、スロープ、⾞椅
⼦席が完備されています。
  

⼩松伝統芸能祭 ⼩松市 2017/11/18 2017/11/19 ⽯川県 ⼩松市

 
当団は今年創⽴45年を迎えました。創⽴以来国内外の演奏家や、指揮者
と共演する⼀⽅、狂⾔、⽂楽⼈形、津軽三味線、尺⼋等の⽇本の伝統芸能
とのコラボレーションや、俳優、タレント、落語家、漫才師等の異分野と
の共演も積極的におこない、"挑戦する室内オーケストラ"と⼤好評を博し
てます。京都は海外からの旅⾏客も多く主催公演には毎回数名ご来場いた
だいております。もっと、多くの⽅に京フィルの公演を知っていただき、
コンサートに来てよかった、京都に来てよかった、⽇本に来てよかった、
と思って頂きたくそしておもてなしの⼼を感じて頂きたく申請致します。
①障害者のバリアを取り除く具体的な取組について、
開催場所の京都コンサートホールは、バリアフリー対応で、アンサンブル
ホールムラタも⾞椅⼦対応のお席やお⼿洗いもございます。
最寄駅の京都市営地下鉄［北⼭駅］は駅からホールまで、屋根の付いた通
路があり、⾬の場合ほとんど濡れることなくご来場いただけます。
②外国⼈の⾔葉の壁を取り除く具体的な取組について、当⽇配布いたしま
すパンフレットで、曲⽬のページが英語表記のものをご⽤意いたします。
 

京都フィルハーモニー
室内合奏団第210回定
期公演

特定⾮営利活動
法⼈ 京都フィ
ルハーモニー室
内合奏団

2017/10/15 2017/10/15 京都府 京都市

 
当団は今年創⽴45年を迎えました。創⽴以来国内外の演奏家や、指揮者と共演
する⼀⽅、狂⾔、⽂楽⼈形、津軽三味線、尺⼋等の⽇本の伝統芸能とのコラボ
レーションや、
俳優、タレント、落語家、漫才師等の異分野との共演も積極的におこない、"挑
戦する室内オーケストラ"と⼤好評を博してます。
京都は海外からの旅⾏客も多く主催公演には毎回数名ご来場いただいておりま
す。もっと、多くの⽅に京フィルの公演を知っていただき、コンサートに来て
よかった、京都に来てよかった、⽇本に来てよかった、と思って頂きたくそし
ておもてなしの⼼を感じて頂きたく申請致します。
①障害者のバリアを取り除く具体的な取組について、
開催場所の京都コンサートホールは、バリアフリー対応で、アンサンブルホー
ルムラタも⾞椅⼦対応のお席やお⼿洗いもございます。
最寄駅の京都市営地下鉄［北⼭駅］は駅からホールまで、屋根の付いた通路が
あり、⾬の場合ほとんど濡れることなくご来場いただけます。
②外国⼈の⾔葉の壁を取り除く具体的な取組について、当⽇配布いたしますパ
ンフレットで、曲⽬のページが英語表記のものをご⽤意いたします。
  

第３２回国⺠⽂化祭・
なら２０１７「⾷⽂化
シンポジウム」

⽂化庁 2017/7/5 2017/7/5 東京都 中央区

 
平成２５年に「和⾷」が「⽇本⼈の伝統的な⾷⽂化」としてユネス
コの無形⽂化遺産に登録されたことを契機に、「⾷」と「和⾷」に
関する関⼼が⾼まっていることから、⽣活⽂化に深く関わる⽇本の
「⾷⽂化」の魅⼒を発信する。また、シンポジウムにおいて、⾞い
すのかたも参加できる取組である。
  

第４１回全国⾼等学校
総合⽂化祭 みやぎ総
⽂２０１７

⽂化庁 2017/7/31 2017/8/4 宮城県 10市町

 
「器楽・管弦楽部⾨」「⽇本⾳楽部⾨」「吟詠剣詩舞部⾨」「郷⼟
芸能部⾨」をはじめとした各部⾨において、⾼校⽣が⽇頃取組んで
いる⽇本の伝統的な芸術⽂化活動の全国⼤会およびパフォーマンス
が披露される。また、「特別⽀援学校部⾨」では特別⽀援学校の⽣
徒の⽇頃の⽂化活動の成果を発表する。総合開会式においては、⼿
話による通訳が⾏われる。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第35回新潟シティマ
ラソン2017

新潟市 2017/10/9 2017/10/9 新潟県 新潟市

 
新潟市⺠はもとより国内外から多くのランナーが参加する本市の⼀
⼤スポーツイベント。第35回⼤会となる平成29年度からは，萬代橋
をはじめとする中⼼市街地や信濃川沿い，⽇本海⼣⽇ラインなど本
市の名所に加え，新潟みなとトンネルを⾛る新たなコースで制限時
間を延⻑して開催する。
  

ONSEN・ガストロノ
ミーウォーキングin岩
室温泉

ONSEN・ガス
トロノミー
ウォーキングin
岩室温泉実⾏委
員会

2017/7/1 2017/7/1 新潟県 新潟市

 
新潟市は⽇本⼀の⼤河・信濃川が⽇本海に注ぐ位置にあり、歴史あ
る港町として栄え、海・川・⼭の恵みと四季折々の美しい⾃然があ
ふれ、⽶どころ、酒どころならではの⾷と⽂化があります。
江⼾時代から300余年の歴史ある岩室温泉を拠点に、豊かな⾃然、
歴史、⽂化を感じながらめぐり、コシヒカリ、枝⾖、地酒、郷⼟料
理などの新潟ならではの⾷を味わい、温泉につかって、楽しんでい
ただくウォーキングイベントを開催します。
  

２０１７新潟ヒルクラ
イム

新潟市 2017/9/3 2017/9/3 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，市⺠の健康維持・増進，交流⼈⼝の拡⼤
を図ることを⽬的とした⾃転⾞競技⼤会。
 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
魅⼒を体験してもらう。
 新潟市岩室観光施設「いわむろや」付近をスタートし，弥彦⼭ス
カイラインを⾃転⾞で駆け上がり，弥彦⼭⼭頂駐⾞場付近をゴール
とする，距離約7.6㎞，獲得標⾼差約520m，平均勾配約5.5%。
 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
に関わらず参加することか出来る。
  

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。関⻄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⻑をめざし、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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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）、⻤太⿎座（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。
  

交流の響き２０１７in
かわさき

川崎市市⺠⽂化
局市⺠⽂化振興
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
しさを川崎市⺠のみならず、全国に発信します。観覧は無料とし、
市⺠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。
 

中央区⺠⽂化祭
中央区区⺠部⽂
化・⽣涯学習課

2017/10/14 2017/12/3 東京都 中央区

 
中央区⺠⽂化祭は俳句、謡曲、吟詠、短歌、囲碁、将棋、書道、華
道、茶道、⺠踊、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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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、江⼾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。
  

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、江⼾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、県⺠の皆さんに、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、広く県⺠の皆さんが、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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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・⽶原市⺠交流プラザ
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。
  

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 
２０１７」

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、⽶原市の市⺠交流の拠点である
ルッチプラザをメイン会場として実施しており、市⺠の芸術への関
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、市⺠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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⼭梨魅⼒発信事業 ⼭梨県 2017/7/11 2017/7/11 海外 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。
 

夏季特別展「イメージ
の⼒－国⽴⺠族学博物
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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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⺠間の施設を、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、市⺠や観光客が参加して楽しむという催し。市⺠と企業と官
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⺠が⾃分の住ん
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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

中央区オリンピック・
パラリンピック区⺠協
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
⺠、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・パラリンピック区⺠協議
会」を設⽴した。この区⺠協議会では、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、江⼾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 神⼾市 2017/9/16 2017/10/15 兵庫県 神⼾市

 
 神⼾開港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「神⼾港」と「神⼾空港」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、遊覧船から神⼾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⺠チー
ム（神⼾アートクルー）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

 
 江⼾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年に国⺠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。
  

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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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。
  

和歌⼭県偉⼈顕彰シン
ポジウム

和歌⼭県企画部
企画政策局⽂化
学術課

2018/2/24 2018/2/24 東京都 千代⽥区

 
１９６４年の東京オリンピック実現に向けて各国に協⼒を要請し、
開催に⼤きく貢献した「和⽥勇」を顕彰するとともに、２０２０年
の東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会の機運醸成を図るた
め、本県出⾝のオリンピアン等をまじえたシンポジウムを開催しま
す。第１部では、和⽥勇⽒の功績について基調講演を、第２部で
は、１９６４年に東京でオリンピックが開催されたことの意義、そ
して、再び２０２０年に東京でオリンピックが開催されることの期
待などについてパネル・ディスカッションを⾏います。本シンポジ
ウムは、聴覚障害者の意思疎通⽀援のために⼿話通訳者を配置しま
す。
  

関⻄フィルハーモニー
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 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⻄フィ
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、
江⼾東京野菜を使⽤した⼀流シェフらによる料理や江⼾切⼦などの
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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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 福岡県

 
「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、「市⺠参加型ミュージカ
ル・むなかた三⼥神記」（JC宗像⻘年会議所）と、県⺠参加型
「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、福岡県⺠、
官⺠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。
  

⻑岡まつり⼤花⽕⼤会
⼀般財団法⼈⻑
岡花⽕財団

2017/8/2 2017/8/3 新潟県 ⻑岡市

 
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。
⻑岡まつりは昭和２０年８⽉１⽇の⻑岡空襲で亡くなられた⽅々の
慰霊と⻑岡の復興を願って開催された「⻑岡復興祭」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。
⻑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 2017/8/6 新潟県 新潟市

 
 8⽉4⽇（⾦）には⽇本最⼤級の⺠謡流し。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，市⺠みこし，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。
  

霞が関⾳楽祭２０１７ ⽂化庁 2017/7/31 2017/8/4 東京都 千代⽥区

 
会場である霞が関コモンゲートはバリアフリー対応しており、障が
い者がお越しになった場合は、職員等がアテンドする予定。
出演する「⽂化庁⽂化交流使の会」とは海外で⻑期間⽇本⽂化を紹
介した経験を有するトップレベルの⽂化⼈・芸術家のOBであり、本
業時においても海外での経験を活かし、外国⼈にもわかりやすく⽇
本⽂化を紹介する予定。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ヒューマンセレブレー
ション 三陸国際芸術
祭2017

NPO法⼈ジャ
パン・コンテン
ポラリーダン
ス・ネットワー
ク（JCDN)

2017/8/5 2018/2/28 岩⼿県
⼤船渡
市、
ほか

 
三陸の芸能に焦点を当てていることに加え、地域に住む⽅、訪れる⽅、アジアのアーティストなど、幅広
い⼈が参画できる仕組みをもった芸術祭であるため、申請する。
＜三陸国際芸術祭の中・⻑期的な⽬標＞
1） 三陸の芸能や、被災地で⽣活する⼈々が主役となり芸術祭を開催。⽂化芸術芸能による復興への取組
を、発展・継続させること。
2） 三陸地域における⽂化事業の若い担い⼿（制作者・牽引者）の育成につなげていくこと。
3） 郷⼟芸能が各地域で担ってきた役割を未来に繋ぎ、その重要性をアピール、発信していくこと。
4） 東北及び⽇本の郷⼟芸能・伝統芸能とアジア・世界との芸能の交流、交感を促進することで、芸能・
芸術による国際交流と⼀体感の醸成を図り、この地域から新しい芸能活動の潮流を⽣み出していくこと。
5） 本芸術祭を開催することによって、郷⼟芸能と現代舞台芸術の交流、理解を促進し、欧⽶中⼼に進ん
できた⽇本の⽂化芸術に対して、新しい未来を提案していくこと。
6） 世界中が⽇本に注⽬する2020年の機会を活⽤し、⽇本における⽂化的祭典の中核事業として、芸術
祭の成果を広く国内外に発信する。企画例としては、三陸沿岸から演舞をスタート。各国の時差を利⽤
し、国境を越え芸能のリレーを⾏い、三陸に戻って終演する祭典の実施すること。
7） 2021年以降、三陸沿岸が”⽂化芸術芸能特区”とし、アジアの芸能伝承者や芸術家によるアーティス
ト・イン・レジデンス活動等の⽀援を通じ、⽂化的な国際交流促進を果たす。また、沿岸の観光の⼤きな
⽬⽟とす
本事業は海外の芸術団体を招聘した国際交流フェスティバルであり、招聘した団体は勿論、フェスティバ
ルに訪れた外国⼈に対しても語学対応できる案内スタッフを配置する予定です。
  

第１２回 ザ ハートフ
ル コンサート ⼤⻄学
園中⾼等学校吹奏楽部
演奏会

⼤⻄学園中⾼等
学校吹奏楽部

2018/1/7 2018/1/8 神奈川県 川崎市

 
第１２回 ザ ハートフル コンサート  ⼤⻄学園中⾼等学校吹奏楽部演奏会 についてこの
公演は⽇ごろ吹奏楽にもあまりなじみのない⽅も楽しんでいただけるような、選曲・演
出・構成にこだわり、地域に愛されるイベントとなっています。
① 今回も⽇本において古くから親しまれている童謡や⺠謡を、プログラムの中に盛り
込みます。⽇本独特の⾳階が⽤いられた、叙情的なメロディーとハーモニーを楽しいで
いただきたいと検討しております。
（ちなみに今までは、「ふるさと」「⾥の秋」などの童謡や「ソーラン節」「ねぶた祭
り」や「沖縄⺠謡」「奈良の斑鳩」をテーマとした作品を楽しんでいただきました。）
② また会場は武蔵中原駅に直結しており、スロープ・エレベーターの設備がありま
す。またステージを最もよく⾒える場所に⾞いす席が確保されております。安⼼してそ
して楽しく鑑賞していただくことができます。
また聞くだけではなく、ステージドリル的な視覚に⼗分に訴えかけるパフォーマンスも
取り⼊れられています。
③ ⽇本の曲の⼀⽅、外国の⾵⼟を表現した作品も多く取り上げます。
（ちなみに今までは朝鮮・中国・アメリカ・イギリス・インドネシア・フランス・スペ
イン・アラビア・アフリカサバンナを表現する作品を取り上げました。）
  

京都⽂化⼒プロジェク
ト２０１６－２０２０ 
公式ポスターデザイン
コンテスト

京都⽂化⼒プロ
ジェクト実⾏委
員会

2017/6/15 2018/2/28 京都府 京都府

 
 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会等を契機とし
て，京都を舞台に⾏われる⽂化と芸術の祭典「京都⽂化⼒プロジェ
クト２０１６－２０２０」を国内外に周知するとともに，とりわけ
⼤学のまち・京都の若い⼒を本プロジェクトに参画いただくため，
⼤学⽣を対象に公式ポスターのデザインを募集します。最優秀賞に
ついては，表彰式で表彰するとともに，⽂化活動に関する奨励⾦２
０万円の贈呈と，２０２０年まで本プロジェクトを周知するための
キービジュアルとして使⽤します。
  

⽇露交歓コンサート
2017 佐賀会場

佐賀県 2017/10/3 2017/10/4 佐賀県
⿅島市、
⿃栖市

 
海外の⼀流の⾳楽家を招聘し、来場者に佐賀県の魅⼒を発信するととも
に、コンサート等を通して、海外の⽂化を知っていただける内容となって
います。佐賀県の魅⼒発信について、具体的には、beyond2020プログラ
ムを紹介するとともに、佐賀県が制作した佐賀県の魅⼒をアニメーション
で描いた作品や伝統芸能等の映像を放映する予定です。
また、⾳楽は⾔葉の壁を越えて交流ができる国際⾔語であるため、演奏プ
ログラムの中で、海外の⾳楽家と地域の合唱団との共演や、海外の⾳楽家
と観客による「ふるさと」の合唱によって、⾳楽を通じて、海外の⽂化へ
の関⼼を⾼めていただき、海外と県⺠の⽅との相互理解を図っていきま
す。イベント中は、英語の案内スタッフの配置や、案内看板等の設置時に
英語併記や⽂字のイラスト化等を実施予定であり、会場内となる⽂化ホー
ルは、障害者専⽤駐⾞場やスロープ、エレベーター、多⽬的トイレ等が整
備されており、⾞いすの⽅の優先席や、筆記⽤具を受付に設置する予定で
す。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

上川合同庁舎⼤雪カム
イミンタラホールコン
サート

北海道上川総合
振興局

2017/4/1 2018/3/31 北海道 旭川市

 
 上川総合振興局管内の住⺠が気軽に⾳楽に親しむ機会を提供する
と同時に、管内の地域や⽂化にゆかりのある⾳楽家などが出演する
機会を提供し、管内の⾳楽⽂化活動の振興と⼤雪⼭をシンボルとし
た地域イメージの確⽴を図るため、上川合同庁舎１階⼤雪カムイミ
ンタラホールでコンサートを開催（２⽉に１回程度）。
 ピアノや声楽のほか、バイオリンやサックス、和太⿎、三味線、
尺⼋、琴など幅広いジャンルからの出演がある。庁舎が建設された
平成１２年のスタートから、これまでに１６０回以上の開催を数
え、毎回１００名を超える地域住⺠が来場する地域に定着したイベ
ント。会場のカムイミンタラホールは庁舎１階のロビーにあり、⾞
いすを利⽤者も観覧できるよう⼗分スペースを確保。
  

三嶋⼤祭り
三島夏まつり実
⾏委員会

2017/8/15 2017/8/17 静岡県 三島市

 
 これまでの「三島夏まつり」から「三嶋⼤祭り」に名称変更し、
歴史・⽂化・伝統を今まで以上に情報発信。特に注⽬度が⾼い「頼
朝公旗挙げ⾏列」においては、騎⾺武者（⾺）を5頭から12頭に増
やすとともに、新たにこども甲冑隊を設けることで、時代⾏列を充
実させ、歴史的な祭りとしてＰＲを実施。
 また、会場となる三嶋⼤社には正しい伝統や⽂化を分りやすく伝
えるため、多⾔語化（英語ほか６か国語）したＷｅｂサイトへの誘
導のためのパネル（ＱＲコード付）を整備したり、中⼼市街地９か
所にwi-fiスポットを整備したりするなど、外国⼈が⾔語で困らない
環境を整備。

あなたの⽂化をみつけ
よう。⾳楽のフェス
ティバル

アドブレーン・
共⽴・NTTファ
シリティーズ共
同事業体

2017/8/19 2017/8/22 ⼭梨県 甲府市

 
 ⾳楽活動に取り組んでいる⼈やこれから始めたい⼈、かつて取り
組んでいて復帰したい⼈などに向け、気軽に⾳楽に親しむ場を提供
し、⾳楽活動の促進や底辺拡⼤を図る⾳楽⽂化の振興イベント。
 県内唯⼀の⾳楽科を有する甲斐清和⾼校 ⾳楽教室『せいか⾳楽教
室』とコラニー⽂化ホールのコラボレーション企画。具体的には、
コラニー⽂化ホールの⼩ホールや練習室など8会場を⼀挙に開放
し、声楽や器楽、⾳楽理論など全46講座の個別指導や公開レッス
ン、また講師陣による特別演奏会も開催し⾳楽の楽しさや魅⼒を伝
える。初⼼者から上級者まで、年齢も関係なく⾳楽を楽しむ特別な
４⽇間。その⼈に合ったとっておきの⽂化を発⾒する機会となる。
 また、特別演奏会ではバリアフリー化されている⼩ホールで開催
し、障がい者の鑑賞機会の拡⼤を⽬指す。
  

美濃市芸術⽂化協働推
進事業

特定⾮営利活動
法⼈四つ葉のコ
ウゾ

2017/4/1 2018/3/31 岐⾩県 美濃市

 
 岐⾩県美濃市が誇る「本美濃和紙」。和紙の⼿漉き技術がユネス
コ無形⽂化遺産登録として登録され、美濃市はますます世界に注⽬
されつつある。
 NPO法⼈四つ葉のコウゾは、後世（未来）に受け継がれる⽇本の
レガシーを残すため、和紙の⾐装を着てパフォーマンスを⾏った
り、美濃市の伝統⽂化であるお祭りのセミナーといった⽂化推進事
業を通年で連続的・継続的に開催するなど様々な⽂化・教育アク
ションを推進。これは市⺠はもちろん障害者・外国⼈を含む移住定
住者、観光客など幅の広いステークホルダーが⼀体感を味わいなが
ら、⽂化の共有という居⼼地の良い空間を創出するとともに、⼿話
協会や障害者団体と協同し、随時スタッフを配置。併せて、外国語
対応出来るスタッフも配置。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

県⽴⽂学館 特設展
「作家のデビュー展」

⼭梨県 2017/7/15 2017/8/27 ⼭梨県 甲府市

 
 近代⽇本⽂学史に⼤きな⾜跡を残した、⼭梨ゆかりの作家たちの
「デビュー」当時に焦点をあてた展覧会。取り上げるのは、樋⼝⼀
葉の「闇桜」、芥川⿓之介の「羅⽣⾨」、深沢七郎の「楢⼭節
考」、太宰治の「陰⽕」など。直筆原稿や草稿、⼼境を吐露した書
簡など約100点の資料を、写真・解説パネルと共に展⽰する。現代
の作家では、林真理⼦・保坂和志・神永学・辻村深⽉ら、⽂壇の第
⼀線で活躍中の⼭梨出⾝作家の直筆原稿を展⽰。
 さらに、⼈気コミック「⽂豪ストレイドッグス」とのコラボ企画
も開催。夏休み期間中、若い世代に向けて⽂学の⾯⽩さ・魅⼒を伝
える展覧会。なお、館内施設は障害者利⽤に配慮したバリアフリー
対応の環境を整備。
  

⼦どもワークショップ 
⼤⼈も楽しい伝統芸能
〜能の世界を体験しよ
う！

⼭梨県 2017/7/25 2017/7/25 ⼭梨県 甲府市

 
 ⼭梨県出⾝の観世流能楽師佐久間⼆郎⽒を講師に迎え、⽇本の伝
統芸能である「能」の基本的な知識について、わかりやすく画像を
交えて講義。その後は、能独特の発声や歩き⽅などを実体験する
ワークショップ。⼭梨県の教育センターと共催する研修プログラム
としても位置づけ、教員も⼀般参加者とともに参加できる。この体
験を教育現場で伝えてもらい、児童⽣徒たちが、⽇頃ふれる機会の
少ない⽇本の伝統芸能への理解を深める機会へとつなげる。なお、
館内施設は障害者利⽤に配慮したバリアフリー対応の環境を整備。
  

地歌舞伎推進プログラ
ム「清流の国ぎふ ⼦
ども地歌舞伎公演
2017」

岐⾩県 2017/8/27 2017/8/27 岐⾩県 岐⾩市

 
 岐⾩県の地歌舞伎は地域に根差した伝統芸能として受け継がれ、
建築、⺠俗、芸能など、多⽅⾯から⼈を引き付ける魅⼒がある。岐
⾩県では、この地歌舞伎を２０２０年以降も伝承すべき”レガシー”
と捉え、地域の活性化、地域⽂化の国際発信に資するため、毎年複
数団体による講演を⾏う「地歌舞伎推進プログラム」を展開してい
る。本事業は「地歌舞伎推進プログラム」の第４弾として開催。
 また、海外発信への取組として、会場内に英語対応のパンフレッ
トを設置する。さらに通常のホール席に加え、平⼟間席、⾞椅⼦ス
ペース等を確保することで、障がい者の⽅、⾼齢者の⽅でも気軽に
鑑賞いただけるよう配慮を⾏う。
  

サロンコンサート 
vol.7 〜夏〜

公益財団法⼈千
葉県⽂化振興財
団

2017/8/5 2017/8/5 千葉県 旭市

 
 会館施設のスペースを活⽤し、各地の伝統祭りやイベントで活動
される団体やアーティストの紹介を兼ね、発表の機会や場所を提供
する公演。会館広場で「よさこい」を賑やかに開催し、会館の新た
な活⽤により、地域の⽅達との交流を実施。当⽇は「未来（あし
た）への道 1000km縦断リレー2017」の中継所として利⽤。
 東総⽂化会館では、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気軽に⽴ち寄ることがで
き、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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第２３回ＫＡＷＡＳＡ
ＫＩしんゆり映画祭２
０１７

特定⾮営利法⼈ 
ＫＡＷＡＳＡＫ
Ｉアーツ

2017/10/29 2017/11/5 神奈川県 川崎市

 
 「ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭」は新百合ヶ丘駅周辺地域を
中⼼として、市⺠の創造的活動による、⽂化を⽣かしたまちづくり
を⽬的とした、市⺠がつくる映画の上映会。
 プログラムの内に、地元在住の途中失明の⽅からの「また映画が
観たい」という要望がきっかけで、視覚障がい者、聴覚障がい者を
含む「誰もが気軽に映画館で映画を楽しめる」バリアフリーシア
ターがある。
 バリアフリー上映として、視覚障がい者へ作品本来の良さが伝わ
るしんゆり映画祭ならではの副⾳声ガイドを制作、送迎サービスを
実施し、聴覚障がい者へ⽇本語字幕を作成し、上映。
  

Summer Arts Japan 
2017

国⽴⼤学法⼈東
京藝術⼤学

2017/8/6 2017/8/6 東京都 台東区

 
 Summer Arts Japan 2017は2020年までの限定的施策ではなく
2021年以降も夏の⾵物詩「⽂化芸術の祭り」として展開していくこ
とを⽬指し、「⽇本⽂化の再発⾒」「スポーツや化学と芸術の融
合」など複数のテーマの中から次代の潮流と要望に応える⽂化の祭
典を指向。
 夢枕獏書下ろしの新作劇『憂飼（うしかい）』をオーケストラや
和太⿎奏者の林英哲による演奏も交えて上演。劇中にスポーツや最
新の科学を取り⼊れた演⽬も含み、障がい者バドミントンや⾃動演
奏システムの使⽤によりスポーツ、芸術、科学が融合した新しいパ
フォーマンスを提⽰し、パラスポーツへの理解を深め、また、和太
⿎の演奏により、⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組み。
  

縄⽂夏まつりーめざせ
世界⽂化遺産！！北の
縄⽂応援団集合！！－

北東北の縄⽂遺
跡群の世界遺産
登録をざす道⺠
会議、公益財団
法⼈北海道⽂化
財団、北海道

2017/7/6 2017/7/9 北海道 札幌市

 
 北海道の縄⽂⽂化の価値や魅⼒をパネル、出⼟品等の展⽰やセミ
ナーを通じて広く情報発信する。また、世界⽂化遺産登録をめざす
「北海道・北東北の縄⽂遺跡群」の紹介を実施。
 会場となる札幌駅前地下歩⾏空間は、季節や天候に左右されずお
年寄りや⾞いすの⽅も安全・快適に移動できるバリアフリーの施
設。
  

アート村作品展２０１
７ -JOYFUL JAPAN-

株式会社パソナ
ハートフル

2017/6/15 2017/9/10 東京都 港区

 
 パソナグループで障害者雇⽤を進めている株式会社パソナハート
フルでは、「才能に障害はない」をコンセプトに、就労が困難な障
害者のアートによる就労分野の拡⼤を⽬的に、絵を描くことを業務
とする知的障害を持った社員が「アート村アーティスト」として就
労。今回、そのアート村アーティストの⼀⼈ひとりがイメージする
「JOYFUL JAPAN」を思い思いに描いた、⽇本の祭や和菓⼦等の絵
画の作品展を⼊場無料で開催し、⽇本⽂化の魅⼒を広く発信。
 また、絵画を通じて障害者の才能を広め、アートによる就労分野
の拡⼤を図ります。また、会場であるANAインターコンチネンタル
ホテル東京は、バリアフリーにも優れ、⾞イスの⽅でもご来場頂け
るよう会場整備を実施。
  

岐⾩県博物館 ⽂化発
信（「企画展 命輝く
清流⻑良川」）

岐⾩県博物館 2017/11/25 2018/2/25 岐⾩県 関市

 
 岐⾩県が誇る清流⻑良川には、上流域に亜⾼⼭帯の貴重な草花、
中流域に⾦華⼭の名の由来をもつ⻩⾦⾊に輝く貴重な照葉樹林、下
流域は⽔⽣植物などがある。今回の企画展では、⻑良川を旅しなが
ら、命輝く「いきもの」の移り変わりを楽しむことで、岐⾩の豊か
な植物相を数多くの⽅々に再発⾒していただけるように取組む。
 それとともに、清流⻑良川を始めとする⾃然と地域との関わりを
２０２０年以降も伝承すべきレガシーと捉え、岐⾩県博物館として
２０２０年に向けて積極的に発信を図っていく。
 また、開催にあたって、触れることができる展⽰資料を準備する
計画を進めており、障がい者の⽅にも楽しんで観覧していただく。
  

134



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ハンガリーキャンプ地
誘致記念「欧州からの
調べ〜歌とピアノ五重
奏による交流コンサー
ト〜」

ハンガリー交流
コンサート実⾏
委員会

2017/7/22 2017/7/22 栃⽊県 宇都宮市

 
 ハンガリー選⼿団のキャンプ地誘致記念として⾏われる、若⼿の
演奏家たちによるアンサンブル形式の演奏会。出演は、栃⽊県を代
表するハンガリーにて研鑽を積んだ新進気鋭ピアニストの阿久澤政
⾏をはじめ、世界的なアルト歌⼿、城守⾹による魅惑のドイツ歌
曲、⽇本歌曲だけでなく、ピアノ五重奏による演奏曲⽬も披露。演
奏家による海外エピソードも交えながら、ハンガリーの⾷(伝統料理
のグヤーシュスープやトカイワイン)や服飾(カローチャ刺繍のデザ
イン)の⽂化等、コンサート内やロビー展⽰を実施。
 また、パンフレットも英語対応のものを⽤意し、訪れた聴衆が⾳
楽を通し交流の場を図り、栃⽊県の⽂化向上の⼀助にもなる。
  

HALAL RECIPES 
JAPAN x カラオケま
ねきねこ イードパー
ティー

HALAL 
RECIPES 
JAPAN

2017/7/9 2017/7/9 東京都 新宿区

 
 ムスリムも⽇本⼈も、みんな⼀緒に同じご飯を楽しく⾷べよう！
というコンセプトで開催している、HALAL RECIPES JAPANの交流
会。第11回⽬は、⽇本で唯⼀ハラール認証を取得しているカラオケ
BOX「カラオケまねきねこ四⾕三丁⽬店」とのコラボでラマダーン
明けをお祝いするイードパーティーを開催。
 今回のメニューは、⽇本⼈にも外国⼈にも⼈気のB級グルメ、た
こ焼き・焼きそば・お好み焼き。これを3⽉にマレーシアでハラー
ル認証を取得した⽇本未発売のオタフクソースで作る。
 さらに料理の後にはカラオケタイムをご⽤意。国境や宗教、⾔語
の壁を越えて、みんなで⼀緒に⽇本のサブカルチャーを楽しみま
しょう。WEBサイトおよび会場にて英語対応を実施。
  

第17回やまなし県⺠
⽂化祭部⾨別フェス
ティバル第10回ア
コースティック⾳楽祭

⼭梨県 2017/10/29 2017/10/29 ⼭梨県 ⼭梨市

 
 ⼭梨県は、「くらしに⽂化が根付くやまなし」を⼀層推進するた
め、多くの皆様の⽂化活動への参加と交流の機会を創出するやまな
し県⺠⽂化祭において、アコースティック⾳楽祭を開催。
 この⾳楽祭は、アコースティック⾳楽の担い⼿育成や活動団体の
活性化を促すとともに、⾳楽の素晴らしさを共有し分かち合い、⽇
本⽂化の魅⼒を発信する事業。障害の有無に関係なく、幅広い年齢
層の⽅々から公募で出演者を募り、オカリナ、アコースティックギ
ターなど多種多様な楽器による様々な楽曲の演奏を予定。
 会場はバリアフリーの会場を使⽤し、障害者、健常者問わず、誰
しも楽しめるイベントを作り上げる。
  

第17回やまなし県⺠
⽂化祭部⾨別フェス
ティバル第９回ゴスペ
ル・アカペラフェス
ティバル

⼭梨県 2017/7/8 2017/7/8 ⼭梨県 甲斐市

 
 ⼭梨県は、「くらしに⽂化が根付くやまなし」を⼀層推進するた
め、多くの皆様の⽂化活動への参加と交流の機会を創出するやまな
し県⺠⽂化祭において、ゴスペル・アカペラフェスティバルを開
催。このフェスティバルはゴスペル・アカペラ分野の担い⼿の育成
や活動団体の活性化を促し、活動団体相互の交流によって⾳楽の素
晴らしさを共有し分かち合い、⽇本⽂化の魅⼒を発信する事業。障
害の有無に関係なく、幅広い年齢層の⽅々から公募で出演者を募
り、それぞれの個性を活かした活動・育成の場として役割を担う。
 会場はバリアフリーの会場を使⽤し、障害者、健常者問わず、誰
しも楽しめるイベントを作り上げる。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第17回やまなし県⺠
⽂化祭部⾨別フェス
ティバル第10回甲斐
の国ジャズフェスティ
バル

⼭梨県 2017/10/29 2017/10/29 ⼭梨県 甲斐市

 
 ⼭梨県は、「くらしに⽂化が根付くやまなし」を⼀層推進するた
め、多くの皆様の⽂化活動への参加と交流の機会を創出するやまな
し県⺠⽂化祭において、ジャズフェスティバルを開催。このフェス
ティバルは、ジャズ分野の担い⼿の育成や活動団体の活性化を促す
とともに、活動団体相互の交流によって、⾳楽の素晴らしさを共有
し分かち合い、⽇本⽂化の魅⼒を発信する事業です。また、障害の
有無に関係なく、幅広い年齢層の⽅々から公募で出演者を募り、
ビックバンドとダンスのコラボ等新しい企画の取り組みを⾏い、そ
れぞれの個性を活かした活動の場を提供していく予定。
 会場はバリアフリーの会場を使⽤し、障害者、健常者問わず、誰
しも楽しめるイベントを作り上げる。
  

第17回やまなし県⺠
⽂化祭部⾨別フェス
ティバル第4回⽉⾒⾥
みんなのコンサート

⼭梨県 2017/11/5 2017/11/5 ⼭梨県
富⼠吉⽥
市

 
 ⼭梨県は、「くらしに⽂化が根付くやまなし」を⼀層推進するた
め、多くの皆様の⽂化活動への参加と交流の機会を創出するやまな
し県⺠⽂化祭において、⽉⾒⾥みんなのコンサートを開催。このコ
ンサートでは、ジュニアと⼤⼈の合唱交流を通して、合唱を愛好す
る⼈のつながりをさらに深め、世代間の交流をスムースにするとと
もに、⾳楽の素晴らしさを共有し、分かち合い、⽇本⽂化の魅⼒を
発信する事業。また、障害の有無に関係なく、幅広い年齢層の⽅々
から公募で出演者を募り、県内各地域を巡回していくことで、より
多くの⼈に参加をしてもらうことを⽬指します。
 会場はバリアフリーの会場を使⽤し、障害者、健常者問わず、誰
しも楽しめるイベントを作り上げる。
  

第17回やまなし県⺠
⽂化祭合唱フェスティ
バル2017

⼭梨県 2017/8/20 2017/8/20 ⼭梨県 韮崎市

 
 ⼭梨県は、「くらしに⽂化が根付くやまなし」を⼀層推進するた
め、多くの皆様の⽂化活動への参加と交流の機会を創出するやまな
し県⺠⽂化祭において、合唱フェスティバルを開催。このフェス
ティバルは、合唱分野の担い⼿育成や活動団体の活性化を促すとと
もに、合唱の素晴らしさを共有し、⽇本⽂化の魅⼒を発信する事
業。障害の有無に関係なく、幅広い年齢層の⽅々から公募で出演者
を募り、多くの合唱団体の出演を予定。
 会場はバリアフリーの会場を使⽤し、障害者、健常者問わず、誰
しも楽しめるイベントを作り上げる。
  

かわさきジャズ２０１
７

かわさきジャズ
２０１７
実⾏委員会

2017/9/23 2017/11/19 神奈川県 川崎市

 
 「⾳楽のまち・かわさき」にふさわしい“ジャズ”の名のもとに、
川崎という“街”に染み込んだ多様な⽂化や⼈々の記憶に“橋”を架け
る⾳楽フェス。10⽇間余りにわたる⾳楽公演とおよそ１か⽉半にわ
たる市⺠ライブ等からなる都市型フェスとして他に類を⾒ない規模
で展開。3年⽬となる2017年は、引き続き「多様性」と「コラボ
レーション」をテーマに、地元の市⺠や団体、企業、商店街、近隣
⾃治体と連携し、⾳楽公演、公募ライブ、⾳楽講座、こども向け
ワークショップなど、市内各所で多彩な⾳楽イベントを開催。
 ⾳楽公演会場はバリアフリーに対応しており、客席には⾞いす⽤
のスペースを確保します。また英語でのイベント情報発信を公益財
団法⼈フォーリン・プレスセンターを通じて実施。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

南郷アートプロジェク
ト2017

⼋⼾市 、 
（株）アート＆
コミュニティ

2017/8/5 2018/3/25 ⻘森県 ⼋⼾市

 
 「南郷アートプロジェクト2017」は、⻘森県⼋⼾市にある南郷⽂
化ホールを拠点として、アートの⼒で南郷地域の持つ⽂化や魅⼒を
再発⾒し情報発信等を⾏いながら、⼀般の⽅が参加できる各種アー
トイベントなども実施。また、アートイベントを通じて、⼦どもか
ら⾼齢者まで地域内外の住⺠や地域住⺠同⼠の新たな交流が⽣まれ
ている。
2017年度のテーマは、「なんごうをあつめる。」。
 南郷地域の様々な地域資源を「躍動」「物語」「⾷」「旬」
「⾊」「技」「郷⼟」の観点から集め、アーティストと⼀緒に作品
制作などのワークショップやダンス公演等を実施。なお、ウェブサ
イトは⽇・英の⼆ヶ国語で対応。
  

⼋⼾⼯場⼤学2017 ⼋⼾市 2017/8/23 2018/1/14 ⻘森県 ⻘森県

 
 「⼋⼾⼯場⼤学」は、当市の主要産業を⽀える⼯場を地域資源と
して捉えなおし、従来の価値観や発想とは異なる多様で創造的な視
点からアプローチし、市⺠や⼯場（企業）の誇りを発⾒しアピール
することで、市の魅⼒を⾼め市内外に発信。⼯場⼤学は、⼯場で実
際に働く⼈から話を聞く“講義”、⼯場を実際に⾒に⾏く“課外活
動”、アートプロジェクトを⾏う“サークル活動”（⼋⼾の⼯場をテー
マにした美術作品や⼯場模型等の展⽰）と、⼤学になぞらえた構成
で実施します。ウェブサイトは⽇・英の⼆ヶ国語で対応。
  

よさこい祭り
よさこい祭振興
会

2017/8/9 2017/8/12 ⾼知県 ⾼知市

 
 昭和29年に⾼知で誕⽣した「よさこい鳴⼦踊り」は、振り付けや
⾳楽が⾃由であることから、各地の⽂化や⾵⼟と融合して、現在で
は⽇本全国の200ケ所以上、海外でも19以上の国や地域で踊られる
⽇本を代表する踊りに成⻑。各地で開催される「よさこい」では、
⼦どもや⾼齢者の⽅、障がいがある⽅、外国⼈の⽅など、様々な
⽅々が踊りに参加することができ、華麗で楽しくエネルギッシュな
演舞が多くの観客に感動を与え、地域の活性化に⼤きく寄与。
 ⾼知県では、海外でよさこいを踊られているチーム関係者をよさ
こい祭り期間中に招へいし、「よさこいアンバサダー」として認定
したり、よさこいチームを海外に派遣するなどの取組みも⾏い、祭
りの魅⼒を外国にも発信。
  

⼤地の芸術祭 越後妻
有アートトリエンナー
レ

⼤地の芸術祭実
⾏委員会

2017/4/1 2018/3/31 新潟県
⼗⽇町市 
津南町

 
 過疎⾼齢化の進む⽇本有数の豪雪地・越後妻有（新潟県⼗⽇町
市、津南町）を舞台に、2000年から3年に1度開催されている世界
最⼤級の国際芸術祭。「⼤地の芸術祭」では、「豊かな⾃然に包ま
れた越後妻有の⽣活＝⾥⼭」に内在する価値をアートを媒介として
掘り起こし、地域・世代・ジャンルを超えた⼈々の協働を⽣み出し
ている。外国⼈観光客や、外国⼈ボランティアの来場があり、海外
のアーティストも数多く参加しているため、HPやチラシを外国語表
記で作成。2021年に第８回展の開催を控え、芸術祭本番の他にも季
節毎に各施設での特別企画展やアーティストによるワークショッ
プ、イベント、パフォーマンスなどが連動した⼤規模なプログラム
を実施する予定。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

オランダJAZZ in 
SAGA 2017

佐賀県 2017/8/31 2017/9/1 佐賀県 佐賀市

 
 佐賀県は、2020年東京オリンピック・パラリンピックにおけるオ
ランダのホストタウンに登録されたことを契機とし、オランダと
様々な交流を図っている。今回、⽂化交流の⼀環として、オランダ
からジャズミュージシャンを招き、⼆⽇間のジャズライブを開催し
ます。⼆⽇⽬は佐賀県出⾝の篠笛奏者と共演を予定。会場は、明治
期に銀⾏として使⽤されていた建物「浪漫座」と幕末・維新期の佐
賀藩の歴史を今に伝える「佐賀城本丸歴史館」の⼆会場。
佐賀の⽂化的、歴史的な魅⼒を感じながら、⾮⽇常の空間でオラン
ダジャズのパフォーマンスを体感できます。オランダJAZZの開催に
より、オランダ⽂化のみならず、佐賀をはじめとした⽇本⽂化の魅
⼒が海外に発信され、佐賀とオランダの⽂化交流がより⼀層促進さ
れることが期待される。なお、会場となる本丸歴史館は⾞椅⼦対
応、両⽇共に英語対応可能なスタッフを配置し、多くの⽅に楽しん
でいただけるよう配慮。
 

留学⽣イベント 留学
⽣向け「⽂化交流ツ
アー in 九博」

九州国⽴
博物館

2017/11/3 2017/11/3 福岡県 太宰府市

 
 九州国⽴博物館では、⽇本で学ぶ留学⽣に⽂化財を通じて⽇本の
⽂化や歴史への理解をより深めてもらうため、毎年、「⽂化の⽇」
に合わせて、「留学⽣の⽇」を定めている。
 本事業は、「留学⽣の⽇」の留学⽣向けイベントであり、⽇本の
⽂化交流の歴史に関する講座や、⽂化交流展⽰室の観覧などを通し
て、⽇本⽂化理解の増進を図ることを⽬指している。⽂化交流展⽰
室内のキャプションは、⽇・英・中・韓国語の４⾔語に対応し、ま
た、イベントを運営するスタッフは、外国語対応可能な者を配置予
定で、外国⼈留学⽣が参加しやすい環境を整備。
  

新・秋⽥の⾏事in
⼤仙２０１７

新・秋⽥の⾏事
実⾏委員会

2017/10/14 2017/10/15 秋⽥県 ⼤仙市

 
 新・秋⽥の⾏事は、2016年にユネスコ無形⽂化遺産登録された
「⼭・鉾・屋台⾏事」の、「⾓館祭りのやま⾏事」、「⼟崎神明社
祭の曳⼭⾏事」、「花輪祭の屋台⾏事」をはじめ、秋⽥県内の伝統
芸能やお祭りが⼤仙市に⼀堂に会し、本県の伝統⽂化を⼀度に満喫
できる祭典です。普段は⾒ることができない各地の伝統芸能の公演
や練り歩きによる共演のほか、伝統芸能の良さを体感できる「ふれ
あいブース」や、秋⽥県の「⾷イベント」もあり、秋⽥の⽂化を満
喫できます。また、⼤曲の花⽕「秋の章」と同時開催しますので、
夜は熟練の花⽕師による豪華な花⽕をお楽しみください。
  

平成２９年度国⽴近現
代建築資料館 収蔵品
展

⽂化庁 2017/6/10 2017/9/10 東京都 東京都

 
国⽴近現代建築資料館では，これまで，「坂倉準三展」（平成２５
年度），「吉阪隆正+Ｕ研究室展」（平成２７年度），「⼤髙正⼈
展」（平成２８年度）を開催し，各建築家の設計思想や挑戦の軌跡
を多様な建築資料を⽤いて御紹介いたしました。
それぞれの展覧会の観覧者は約１万⼈にも及び，御好評を頂きまし
た。そこで，この度の展覧会では，この３⼈の建築家の活動を，具
体的な建築プロジェクト〈坂倉準三：出光興産給油所関連施設，吉
阪隆正＋Ｕ研究室：ヴェネツィア・ビエンナーレ⽇本館，⼤髙正
⼈：農協事務所建築〉に焦点を当てて，各⼈がどのようにプロジェ
クトに向き合い，試⾏錯誤を重ね，発想を膨らませたのか，その情
熱を過去の展覧会で御紹介できなかった資料群を通じてお伝えしま
す。あわせて，新規収蔵資料として，渡辺仁と平⽥重雄の建築資料
を初めて御紹介します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ニッポンたからものプ
ロジェクト〜⽇本遺産
×Live Art

⽂化庁 2017/7/1 2017/11/30 京都府 宇治市

 
⽇本遺産に認定されている地域にある神社・仏閣等の伝統建築を活
⽤した実演芸術公演を実施します。
「⽇本遺産」と,⽇本が誇る伝統芸能などの「Live Art（実演芸
術）」を掛け合わせたトークと実演を新たな切り⼝で紹介し,これま
で気づかなかった魅⼒を親しみやすく発信します。
 近畿、北陸、中国地⽅の計5ヵ所で⾏われる各公演では地域芸能
等の紹介や⼦供たちの参画を促し,地域に根差したイベントの創出を
図ります。合わせて、著名な⽅が“旅⼈”となって、公演の進⾏役を
務めながら、お客様と共に⽇本⽂化の素晴らしさを再認識し、⽇本
⽂化の“たからもの”を探します。

第８回とっとり伝統芸
能まつり

⿃取県 2017/6/18 2017/6/18 ⿃取県 ⿃取市

 
 地域で守られてきた伝統ある⾏事・芸能を次世代に引き継ぐた
め、また、地域の伝統芸能の伝承並びに活⽤の気運を広げるため、
「とっとり伝統芸能まつり」を開催します。今年は、「つながる、
ふれあう、もてなす、そして輝く」をテーマに、県内から６団体が
出演。県外から徳島県の「阿波踊り」（徳島県阿波踊り協会）をお
招きし、さらに海外からも韓国江原道の管弦楽団が出演します。ス
テージで繰り広げられる伝統芸能の持つ⼒強さや優しさ、さらには
⽂化を継承することの素晴らしさを感じてください。
ステージには⼿話通訳があります。当⽇パンフレットの点字版を作
成していますので受付でご⽤命ください。会場のとりぎん⽂化会館
は、ユニバーサルデザイン仕様となっておりますが、移動か困難な
⽅は個別に対応しますのでスタッフまでお声かけをお願いします。
  

嬉野温泉「⽇本おもて
なし⽂化」発信プログ
ラム

佐賀県嬉野市 2017/4/1 2018/3/31 佐賀県 嬉野市

 
 嬉野市では、障害者や⾼齢者、外国⼈観光客が温泉旅⾏をする際に感じる様々な物理的・精神
的バリアを解消し、安⼼して温泉旅⾏をしていただくために、ハード・ソフト両⾯からの温泉地
のUD化、すなわち「かゆいところに⼿が届く―⽇本おもてなし⽂化」の整備発信に努めている。
具体的には、①視覚障害者や外国⼈観光客の町歩きを歓迎するおもてなし「てくてくラジオ」の
整備拡⼤ ②外国⼈の、より⽇本（地元）に溶け込んだ町歩きをサポートするおもてなし「おも
てなしガイド」の運⽤開始 ③⾞いす利⽤者等へ事前に危険箇所や⼼地よい嬉野温泉滞在を伝え
サポートするおもてなし「UDマップ」の内容充実 ④障害者や外国⼈の⽅へより分かりやすく位
置情報やお店の受⼊体制を伝え、お店に⼊りやすくするおもてなし「UDサインボード」の設置エ
リア拡⼤ ⑤視覚障害者が万が⼀旅館やホテルで受けた災害時に安⼼して避難できる仕組みを提
供するおもてなし「⾮難誘導ボード」の整備拡⼤ ⑥外国⼈観光客が困っているときに、嬉野市
⺠がまず最初に活⽤するおもてなし「指差し会話板」設置協⼒店の拡⼤ ⑦外国⼈観光客が居酒
屋やスナックに⼊りやすくするためのおもてなし「居酒屋とスナックのルールとマナー バリア
解消チラシ」の整備 ⑧市⺠へのUD意識・おもてなし意識浸透、障害者や⾼齢者・外国⼈観光客
へのおもてなし質の向上のための講習会の開催 を計画している。
 これら取組みを佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターを中⼼に展開し、市⺠へのおもてなし意
識浸透と嬉野温泉独⾃の「かゆいところに⼿が届く―⽇本おもてなし⽂化」の発信を図ってい
く。
  

特別企画展「⾒て触っ
て調べよう ⾝近なユ
ニバーサルデザイン
展」

流⼭市⽴森の図
書館

2017/7/1 2017/7/31 千葉県 流⼭市

 
東京2020に向け、便利な街づくりの⼀環としてユニバーサルデザイ
ン（UD）が注⽬されている今、UDへの理解を促す企画展を図書館
で開催します。展⽰では、各⽇本企業や流⼭市および市内の鉄道会
社の取り組み、東京2020に向けた国の取り組みなどを図書館資料等
を活⽤しパネル形式で展⽰。また、⼩中学⽣を対象にした調べ⽅案
内を⾏います。流⼭市内の祭りの映像を収めた資料の閲覧や、郷⼟
資料等を読み上げる⾳声拡⼤読書器の紹介、実物のUDグッズに触れ
るコーナーを設置し、⾒て、触り、⽿で楽しめる展⽰です。会場の
図書館は、段差がなく⾞イスでも⼊館可能。また、多機能トイレ設
置の施設ですので、どなたでもご来館いただけます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第25回あじさい祭り
並びに第28回国際交
流の集い

あじさい祭り並
びに国際交流の
集い実⾏委員会

2017/6/18 2017/6/18 埼⽟県 狭⼭市

 
「あじさい祭り並びに国際交流の集い」は、狭⼭市新狭⼭にある中
原公園（あじさい公園）を会場に、地域の住⺠と諸外国の⽅々との
⽂化交流を通じた相互の親睦と地域の活性化を⽬的に開催している
ものです。会場内に咲き誇る25種類1200株の⾊とりどりのあじさ
いを鑑賞しながら、⽇本や地域に古くから伝わる⺠踊や在⽇外国⼈
による⺠族舞踊の披露などによる芸術⽂化⾯での交流のほか、諸外
国の伝統料理の提供による⾷⽂化⾯での交流を図ります。会場内に
は、狭⼭市国際交流協会スタッフをはじめとする外国語対応のガイ
ドを配置し、諸外国の⽅々に⽇本⽂化を、地域の住⺠の⽅々に諸外
国の⽂化を楽しんでもらえる取組を実施します。
  

六本⽊開館10周年記
念展 おもしろびじゅ
つワンダーランド
2017

サントリー美術
館、読売新聞社

2017/8/1 2017/8/31 東京都 港区

 
サントリー美術館がこれまで積み重ねてきた教育普及活動をベースに、む
ずかしいと思われがちな⽇本美術をより親しみやすく、多様な切り⼝で紹
介する展覧会です。映像や⾳などを含めて空間全体で作品の世界を感じた
り、デジタル技術を使ったインタラクティブな創作を体験したり、さまざ
まなしかけを通して、サントリー美術館の名品との出会いをお楽しみいた
だきます。解説を読みながら静かに作品と対峙するスタイルとは違ったこ
れまでにない鑑賞は、驚きの連続です。会場内のパネル、キャプション、
パンフレットなどは⽇本語/英語バイリンガル対応であるとともに、体
験・体感を重視しているため⾔語に頼らない⽇本美術⼊⾨としてもお楽し
みいただけます。また、会場内はバリアフリーとなっています。
【開催期間】8⽉1⽇（⽕）〜8⽉31⽇（⽊）まで
【休館⽇】8⽉6⽇（⽇）
【開館時間】10時〜18時（⾦・⼟および8⽉10（⽊）は20時まで開館）
※いずれも⼊館は閉館の30分前まで
  

⽂化芸術のちから集中
プログラム（ミナコ
レ）

港区 2017/7/21 2017/8/31 東京都 港区

 
毎年夏と冬の年2回をミナコレ（MINATO COLLECTION）⽉間と
し、区内各⽂化施設の特⾊を活かした事業（ワークショップ、ギャ
ラリートーク等）や区の⽂化事業を集約し、集中的にPRすること
で、港区のスケールメリットを⽣かした⽂化芸術イベントを展開す
る。
夏は、区内約30の美術館・博物館等（港区ミュージアムネットワー
ク加盟館）の開催する展覧会やイベントの情報を集約したパンフ
レットを作成し、区内の⽂化芸術施設を巡るスタンプラリーを実施
する。⾔語の壁を取り除き、外国⼈の参加を促進するため、英語版
のパンフレットも作成する。
  

第18回しあわせを呼
ぶコンサート

川崎市宮前区役
所、しあわせを
呼ぶコンサート
実⾏委員会

2017/9/5 2017/9/5 神奈川県 川崎市

 
「しあわせを呼ぶコンサート」は、「ベートーヴェンの「第九」を原語で
歌いたい」という障害者施設に通う⼀⼈の男性の想いを受けて、宮前区内
在住の⾳楽家の⽅々と福祉施設関係者の皆様の御尽⼒により実現し、本年
で第18回⽬となりました。⾳楽を通じて障害のある⽅もない⽅も、出演
者も観客も⼀体になってステージを作り上げ、お互いに理解を深め合う⼼
のバリアフリーを⽬指しています。
 障害者福祉の増進に理解のある⾳楽家の⽅々が、福祉施設へ巡回して合
唱指導を重ね、今回は約１５０⼈の皆さんが⼀流の演奏家とともに舞台に
上がり、成果を披露します。第２部では、著名な声楽家と演奏家ととも
に、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の演奏により、⼈々の⼼に潤いと喜
び、感動を伝えていきます。
  当⽇の会場では、福祉施設スタッフ、知的障害者⽀援ボランティアの皆
さん、区役所職員など数⼗⼈規模で⼊場からお帰りまで、障害をお持ちの
⽅のお⼿伝いをさせていただきます。また、⼤ホール後部座席を⼀時撤去
し、多数の⾞椅⼦専⽤スペースを確保しております。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第１１回声楽アンサン
ブルコンテスト全国⼤
会２０１８

福島県・福島県
教育委員会・声
楽アンサンブル
コンテスト全国
⼤会実⾏委員会

2018/3/22 2018/3/25 福島県 福島市

 
この全国⼤会は、⾳楽を創りあげるもっとも基礎となる要素「アン
サンブル」に焦点をあてた、２名から１６名までの少⼈数編成の合
唱グループによるコンテストです。全国の合唱レベルの向上を図る
とともに、歌うことの楽しさを福島から全国に発信することを⽬的
として、2008年から開催、今⼤会で第11回を迎えます。
各都道府県合唱連盟から推薦された団体と、全国さらには海外から
の公募団体が出場します。各部⾨別コンテストの⾦賞受賞団体（上
位５団体）が本選に出場し、部⾨を越えた競演により、“⽇本⼀”を
決定します。
また、外国語対応の⼤会ＨＰや応募要項により、海外団体もスムー
ズに応募でき、⼤会期間中は、海外団体に通訳アテンドを配置しサ
ポートします。
  

渡辺翁記念会館開館
80周年記念事業

渡辺翁記念会館
開館80周年記
念事業実⾏委員
会

2017/6/16 2017/9/30 ⼭⼝県 宇部市

 
平成29年に渡辺翁記念会館が開館80周年を迎えます。同館は、宇部
市発展の基礎を築いた渡邊祐策翁の遺徳を記念して昭和12年に開
館。平成17年に国の重要⽂化財に指定され、平成19年には「近代化
産業遺産」にも認定されています。そこで、同館を市の「宝」とし
て再認識してもらうとともに、渡邊翁の功績と同館を設計した昭和
を代表する建築家・村野藤吾⽒の作品の顕彰を併せて、本市の魅⼒
として市内外に広くアピールするため、6⽉から9⽉にかけて⼦ども
から⾼齢者まで参加できる多彩な記念事業を実施します。
なお、オープニングイベントやシンポジウムの開催に当たっては⼿
話通訳によるコミュニケーション⽀援を実施します。
  

第23回 和展
公益財団法⼈ 
⽇本和紙ちぎり
絵協会

2018/4/20 2018/4/24 東京都 台東区

 
⽇本が世界に誇る和紙のみを素材とする絵画「和紙ちぎり絵」は⽇
本独⾃の⽂化であり、近年愛好家が増加、芸術の⼀分野として認め
られております。３０号、5０号を中⼼に約２００点の⼊選作品を
展⽰、広く⼦供から⼤⼈まで、楽しんで頂けるような展覧会を計画
しています。
特に、近年増加している外国⼈観光客の⽅々にも楽しんで頂けるよ
う、英語対応可能なスタッフを配置し、英語のチラシ等を⽤意しま
す。会期中の館内では、⼦供、外国⼈の⽅を対象にワークショップ
を開催、和紙に触れ、指先でちぎり、和紙の温かい⼿触りを体感。
簡単な和紙ちぎり絵を制作していただきます。障害のある⽅にもぜ
ひ参加して頂きたく、会員がお⼿伝いさせて頂きます。
  

秩⽗宮みなとラグビー
まつり2017 秩⽗宮
フレンドマッチ2017
で勝利のブーケを届け
たい！

⼦供達が作る
【勝利のブー
ケ】をスポーツ
選⼿に届ける会

2017/6/11 2017/6/11 東京都 港区

 
ラグビーの「秩⽗宮ラグビー場」で、「秩⽗宮みなとラグビーまつり
2017が⾏われます。ラグビーに関する団体や、⼤使館がスクラムを組
み、今までにないラグビーを通じた国際交流フェスティバルを開催しま
す。そのイベントの⼀つとして、サントリーサンゴリアスvsオーストラリ
ア ワラターズのフレンドシップマッチが開催されます。その表彰式で、
オーストラリアチームの選⼿に渡す【勝利のブーケ】を⼦供達に作っても
らうワークショップを開催いたします。ブーケは、造花を使⽤します。近
年、⽇本の造花は⽣花の様に美しく出来ていることから、海外からも⼈気
が⾼いので、新しい⽇本⽂化を発信する⽬的で使⽤します。また、桜の造
花を使うことによって、⽇本の桜の美しさを海外に発信します。 ブーケ
製作のワークショップは、バリアフリースペースで⾏います。また制作し
たブーケを表彰式で選⼿に贈呈します。また、外国⼈でもワークショップ
に参加できるように、必要ならば英語でも指導をいたします。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ぎふ清流⽂化プラザ
「巴⾥祭 シャンソン
愛好家たちによる⾳楽
の集い」

岐⾩県 2017/7/6 2017/7/6 岐⾩県 岐⾩市

 
岐⾩県では、県有⽂化施設「ぎふ清流⽂化プラザ」において、⼦ど
も、若者など次世代の⽂化芸術の担い⼿を育成することを基本コン
セプトの⼀つに掲げ、各種⽂化振興事業を展開している。本事業
は、多くの県⺠が⽂化芸術の担い⼿として活動することを2020年に
向け進めていくレガシーと捉え、当施設の事業のひとつとして、県
⺠参加型のシャンソン公演を開催するものである。開催にあって
は、県内で学ぶシャンソン教室の⽣徒が出演し、プロの歌⼿が進
⾏・解説を⾏うことで、次世代の⽂化芸術の担い⼿の育成を⽬指す
ものとする。また、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を⾏う。
  

埼⽟県芸術⽂化祭２０
１７

埼⽟県・埼⽟県
教育委員会・開
催市町・開催市
町教育委員会・
関係芸術⽂化団
体・埼⽟県芸術
⽂化祭実⾏委員
会・埼⽟県芸術
⽂化祭開催市町
実⾏委員会

2017/4/1 2018/3/31 埼⽟県 埼⽟県

 
埼⽟県芸術⽂化祭は、県⺠の芸術⽂化活動への参加の意欲を喚起す
るとともに、地域⽂化の振興に寄与することを⽬的として平成２年
度から開催している。１８の市町と２４の芸術⽂化団体が主体とな
り、伝統芸能や⾳楽コンサートなどを県内各地で実施する「地域⽂
化事業」、4000点を超える出品を擁する公募展「埼⽟県美術展覧
会」、⽂化団体が学校等に出向いて演奏、創作等の体験指導を⾏う
「芸術⽂化ふれあい事業」、様々なジャンルの⽂化芸術活動を１度
に体験できる「芸術⽂化ふれあい交流フェア」などの事業を実施す
る。
 会場の１つである近代美術館やさいたま⽂学館には、障害者⽤の
駐⾞場やトイレが完備されている。貸出⽤の⾞椅⼦も設け、障害者
の参加にも配慮する。
  

⼭梨学講座 悲運の名
将 武⽥勝頼が担った
武⽥⽒と甲斐国

⼭梨県 2017/6/27 2017/8/1 ⼭梨県 甲府市

 
◯講座開催⽬的： 武⽥勝頼が担った武⽥⽒と甲斐国の情勢を再検証
し、偉⼤なる⽗である信⽞の後を継いだ勝頼の⾜跡を辿ります。
◯各回開催内容・開催⽇：第１回「勝頼の系譜と武⽥⽒」６⽉２７
⽇、第２回「検証・⻑篠合戦」７⽉４⽇、第３回「復権を懸けた勝
頼の努⼒」７⽉２５⽇、第４回「⽥野での最後〜武⽥⽒滅亡〜」８
⽉１⽇
※戦国武将の武⽥家は、⼭梨県の⽂化に⼤きな影響を与えていま
す。本県には、武⽥家ゆかりの史跡や⽂化財も多く、信⽞公・勝頼
公に関連するお祭りもあり、武⽥家のことを学ぶことは、⼭梨県の
⽂化を学ぶことにも繋がります。
※講座の開催場所は、バリアフリー化されておりますので、⾞いす
の⽅でも気軽にお越し頂けます。 
  

親⼦⽂化体験教室 は
じめてのお茶とお花

⽯川県 2017/9/9 2017/9/9 ⽯川県 ⾦沢市

 
⽯川の地に根付くお茶とお花の⽂化に普段接することのない⼩学⽣
とその保護者等を対象に、いしかわのお茶とお花の歴史解説及び体
験を通じ、理解を深める取組を⾏う。会場には、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、ほかの参加者と共存して楽
しめるようサポートする
  

「岡本太郎と遊ぶ」展
川崎市岡本太郎
美術館

2017/7/15 2017/10/15 神奈川県 川崎市

 
岡本太郎にとって「遊び」とは、⾃分⾃⾝の芸術活動そのものだっ
たともいえる。本展覧会では、「岡本太郎と遊ぶ」をキーワード
に、岡本太郎の作品を紹介するとともに、岡本が「字は絵だろ」と
いって⽂字を岡本独特のタッチで描いた「遊ぶ字」を紹介するとと
もに、体のさまざまな感覚をつかって作品を鑑賞する試みを⾏う。
展⽰室内に「ことばで遊ぶ」「おと・リズムで遊ぶ」「においで遊
ぶ」「仮⾯で遊ぶ」「さわって遊ぶ」「遊ぶ字に挑戦！」といった
テーマで、誰もが五感をつかって岡本太郎の作品に挑戦することが
できる体験コーナーを設置している。また、作品キャプションに外
国語(英語)の併記も⾏っている。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

阿波おどり
（公社）徳島市
観光協会、徳島
新聞社

2017/8/12 2017/8/15 徳島県 徳島市

 
阿波おどりは400年の歴史があり、徳島市の阿波おどりは毎年８⽉12⽇
から15⽇まで４⽇間しており、120万⼈を超える⼈出で賑わっていま
す。
徳島の街中が踊り⼀⾊となり、演舞場のみならずあらゆる場所で乱舞が繰
り広げられています。世界的にも知られる阿波おどりは⽇本を代表する伝
統芸能として海外にも出向きいろんなイベントで公演を⾏っている。
演舞場を踊る連の中には外国⼈や障害者の⽅も踊り込み、観光客の⽅も
「にわか連」で踊りに参加して楽しんでいただけます。         

                                 
           期間中、阿波おどり総合案内所に通訳（英語・中
国語）を配置しています。有料演舞場の内、市役所前演舞場に⾞いす席と
外国⼈専⽤席を設け、英語通訳を配置します。また、仮設トイレの⼀部に
洋式を採⽤しています。無料演舞場の内両国本町演舞場に福祉席を設けて
います。
  

ECO⽇本'箸'PROJECT
株式会社⻑寿⾷
材研究所

2018/5/31 2018/5/31 東京都 東京都

 
このプロジェクトは、①インバウンドの観光客や東京オリンピック
時期に海外に向けて⽇本⽂化の素晴らしさを発信します。②環境問
題への改善の提案③2020年の東京オリンピックまでに割り箸やごみ
の無い社会の実現を⽬指します。具体的には、⽇本の伝統⾊を使⽤
し、障害を持った⽅がエコ箸を作り、障害者の雇⽤創出を⾏う。エ
コ箸をインバウンドの観光客などが使⽤することにより、⽇本の⽂
化や和⾷、おもてなしを発信し、Mｙ箸持参することにより、飲⾷
店割引やコンビニやスーパーで、ポイント付与。⽇本全国の飲⾷店
と連携を取り組む。また、エコ箸を持つことにより、森林保全、環
境問題への意識を⾼め、⽇本の未来を担う⼦供たちに循環型の環境
問題や障碍者の⼈に寄り添う⼤切さを伝える。
  

ライブ・スペクタクル
「NARUTO-ナルト-」
〜暁の調べ〜多⾔語対
応字幕メガネシステム

ライブ・スペク
タクル
「NARUTO-ナ
ルト-」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

2017/5/19 2017/8/6 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、中でもこのライブ・
スペクタクル「NARUTO-ナルト-」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。
【東京公演】  2017年5⽉19⽇〜2017年6⽉4⽇
【東京凱旋公演】2017年7⽉29⽇〜2017年8⽉6⽇
  

京都の伝統体験イベン
ト「祇園祭の⼭鉾巡⾏
観覧+⾦彩⼯芸ワーク
ショップ」

株式会社 伊と
幸

2017/7/17 2017/7/17 京都府 京都市

 
⽇本三⼤祭の⼀つ「祇園祭」は、ユネスコ無形⽂化遺産「⼭鉾巡
⾏」が圧巻です。当イベントは、前祭の⻑⼑鉾をはじめ２３基が巡
⾏する雄姿や鉾先の詳細までが、⽬の前に⾒られるという絶好のロ
ケーションで⾏われます。お囃⼦を⽿に、眼下に祇園祭を観覧しな
がら、伝統⼯芸⼠（経済産業⼤⾂指定）指導による「⾦彩⼯芸」体
験を楽しめる、京都ならではの伝統⽂化体験を提供します。多⾔語
対応として、英語表記パンフレットの配布、英語対応スタッフを配
置することにより、外国⼈の⽅へも本物の和⽂化の魅⼒を広く発信
いたします。上質で柔らかい「⽇本の絹」素材に、⾦銀⾊の箔置き
や砂⼦の伝統技法で流⽔・梅・紅葉を描き⼊れ、スカーフに仕上げ
た「京都の⽂化」をお持ち帰り頂けます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

TOSOダンスフェス
ティバル

公益財団法⼈千
葉県⽂化振興財
団

2017/8/27 2017/8/27 千葉県 旭市

 
千葉県東部地域のダンス団体が参加するダンスフェスティバルを開
催し、ゲストには昨年度⽇本代表として「ミスダンスドリルチーム
インターナショナル in USA」に出場した茂原北陵⾼校ダンス部を迎
えます。本公演では、⽇本舞踊の舞台技術を組込むことで、伝統的
な⽇本⽂化との融合を試みます。
 また、ダンスは障害の有無や⾔語の壁を超える芸術である上に、
東総⽂化会館では、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。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
設置しております。
  

第２６回おかやま全国
⾼校⽣邦楽コンクール

おかやま全国⾼
校⽣邦楽コン
クール実⾏委員
会

2017/7/29 2017/7/29 岡⼭県 岡⼭市

 
このコンクールは、⾼校⽣の邦楽レベルの向上と次世代への伝統芸
術の継承を⽬指した歴史ある事業です。全国でも、⾼校⽣個⼈を対
象としたコンクールは岡⼭市で⾏われてきたこのコンクールが唯⼀
のもので、参加者のレベルも⾼く、⼊賞者の多くが⼤学を卒業した
のちも演奏家として活躍するなど、若⼿邦楽演奏家の登⻯⾨となっ
ています。外部審査員には岡⼭県出⾝の箏曲家・砂崎知⼦⽒、尺⼋
都⼭流⼤師範・⽥辺洌⼭⽒、（公財）⽇本伝統⽂化振興財団会⻑・
藤本草⽒を迎え、審査員の講評も⼤変的確で熱意がこもり、若⼿を
育てようという温かい志にあふれていることから、参加する⾼校⽣
はもちろん、その指導者にとっても素晴らしい指針となっており、
この講評を聞くための聴衆が駆けつけるほどです。
 また、会場はバリアフリーの仕様としており、⾼校⽣だけでな
く、お年寄りから⼦供たちまで、幅広い層の参加を呼びかけていま
す。
 

平成29年度公益財団
法⼈君津市⽂化振興財
団⾃主事業 井村雅代 
特別講演会 がんばれ
マーメイドジャパン 
「⼈を育てる」〜愛が
あるなら叱りなさい〜

公益財団法⼈君
津市⽂化振興財
団

2017/10/22 2017/10/22 千葉県 君津市

 
⽇本シンクロ界を厳しい指導で牽引する井村雅代ヘッドコーチ。リ
オ五輪でのメダル獲得の瞬間、涙を流して選⼿とともに歓喜し、抱
き合う姿には、多くの⽇本⼈が感動しました。そこには厳しいだけ
ではない、選⼿⼀⼈⼀⼈と真剣に向き合う愛情が感じられます。
今回の講演会では井村⽒独特のコーチとしての指導⽅法や実績を、
地元のスポーツに携わる⽅々にお聴き頂き、地域スポーツ振興の礎
となるべく展開いたします。また、厳しさのなかにも、愛をもって
才能をのばす「⼈を育てる」というテーマから、家庭での育児、教
育の場、会社など、地域の皆様にもご来場頂けるよう、⾞椅⼦ス
ペースを⽤意し、バリアフリーの講演会として開催いたします。
  

⼗⽇町きものまつり
⼗⽇町きものま
つり実⾏委員会

2018/5/3 2018/5/3 新潟県 ⼗⽇町市

 
きものまつりは、きもの産地ならではの染めや織りの体験や地域の
伝統⾏事に触れる事が出来るイベントです。⼗⽇町がきものの街と
⾔われる由縁を若い世代に伝え、また、⼗⽇町の魅⼒的な個性であ
るきものや織物⽂化を共有することを⽬的としています。“きもの”
に親しみ、“きもの”を着る機会を作るためにきものの貸し出しや着
付けを⾏ったり、きもの掘り出し市や無料茶席、ストリートきもの
ショーなど様々な催しの他、⼗三詣りや稚児⾏列、成⼈式といった
伝統⾏事も⾏われます。外国のお客様にも楽しんで頂けるよう英語
の市街地マップのほかに、英語対応可能なスタッフの配置もしてお
ります。今年度は外国⼈を対象にモニターツアーを⾏い、きもの⽂
化の魅⼒発信にも⼒を⼊れております。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

障害者アート公募展開
催事業

滋賀県、ぴかっ
toアート展実⾏
委員会

2017/9/16 2017/12/10 滋賀県
⻑浜市、
草津市

 
当事業は、障害のある⼈が⾃分の内から湧き出てくる気持ちやほと
ぼしる感情を⼼のままに表現した作品を発表することにより、障害
者本⼈には⽣きる⽬標や⾃信を持つことができ、地域社会には障害
者理解への⼤きな道しるべとなることを⽬的とする。また、在宅の
知的障害者や精神障害者など、従来作品出展の機会が少なかった滋
賀県内の造形作品を広く公募し展⽰することにより、裾野の拡⼤や
社会参加の促進を⽬指す。
 今年度は県内2会場（南部のイオンモール草津、北部の北国街道
安藤家)で開催予定。イオンモール草津では、会場がバリアフリーと
なっており、各会場とも障害者の対応にあたるスタッフを配置する
予定である。
 

インテグレイテッド 
シアター「ＨＡＰＰ
Ｙ」

アドブレーン・
共⽴・ＮＴＴ
ファシリティー
ズ共同事業体、
（⼀財）富⼠吉
⽥⽂化振興協
会、富⼠吉⽥市
⽂化教会

2017/8/20 2017/8/20 ⼭梨県
富⼠吉⽥
市

 
⼭梨県⽴県⺠⽂化ホールのオリジナル作品として制作した「ＨＡＰ
ＰＹ」のアウトリーチ公演。⼭梨県を中⼼に活動するバンド「チャ
イルドフッド」のライブ演奏で芝居、ダンスを展開するエンターテ
イメント作品。
戦争で両親や⽚親を亡くした⼦どもたちと周囲の⼈々が、⼀⼈の研
究者の発明を巡って不思議な体験をするハートフルコメディです。
出演はチャイルドフッドと県内のアマチュア俳優、ダンサー。
県内の代表的な観光地で外国⼈観光客も多い富⼠五湖地域で開催す
ることを通して、地域住⺠だけでなく観光客らによる⼭梨の⽂化発
信を視野に⼊れた取り組みとする。
ふじさんホール 富⼠吉⽥市⺠会館は、バリアフリーが進み⾞椅⼦
の⽅が⼀⼈でも⾞椅⼦席まで⾏く事が可能。
  

ジュニアオーケストラ
２０１７育成＆定期演
奏会

アドブレーン・
共⽴・ＮＴＴ
ファシリティー
ズ共同事業体、
（⼀財）富⼠吉
⽥⽂化振興協
会、富⼠吉⽥市
⽂化教会

2017/4/1 2018/3/31 ⼭梨県 甲府市

 
ジュニアオーケストラの育成プロジェクトは、県内の⼩学⽣３年⽣から⾼
校３年⽣までの学⽣が在籍。年間を通して積極的に⼭梨県内の演奏会にも
参加している。夏は河⼝湖ステラシアター開催の佐渡裕さん監修「富⼠⼭
河⼝湖⾳楽祭」、更に海外のジュニアオーケストラが参加し⾳楽を通して
外国を学べる「国際交流⾳楽祭」。秋は甲府市で開催される「甲府市交響
楽団」など、1年を通して様々な演奏会に参加している。その中で最も重
要視している演奏会は、1年の総仕上げとして毎年3⽉の最終⽇曜⽇に開
催、設⽴時から団員及び指導者が全員参加で取り組む定期演奏会。今年の
第７回定期演奏会は、⼦供たちに⾳楽家としての将来のビジョンに⼤きな
影響を与えた実績の持ち主のブルグハウト・トェルケ⽒。今回の来県では
単に共演するだけではなく、ワークショップ、⾳楽の都「ウィーン」の⾳
楽家が持つトップ奏者としての⾼い技術を少しでも多く吸収させたい。
コラニー⽂化ホールは、バリアフリーが進み⾞椅⼦の⽅が⼀⼈でも⾞椅⼦
席まで⾏く事が可能。
  

第26回⼭梨県⺠第九
演奏会

⼭梨県⺠第九演
奏会実⾏委員会
/アドブレー
ン・共⽴・NTT
ファシリティー
ズ共同事業体

2017/12/10 2017/12/10 ⼭梨県 甲府市

 
⼭梨県⺠を出演者に開催する年末恒例「ベートーベン交響曲第9
番」の演奏会は、コラニー⽂化ホールの歴史と共に歩んできまし
た。オーケストラ、合唱、さらにソリストも⼭梨県出⾝で国内外を
中⼼に活躍している⽅を迎え、オール⼭梨で開催している。この演
奏会は参加型で、下は中学⽣から上は90歳まで年齢を問わず、男⼥
を問わず、1年に1度の演奏会を⽬標にしている⽅も多い。障害を
持った参加者も受け⼊れており、対応は事務局だけがするのではな
く、参加者もお⼿伝いし、全員でコンサートに臨みます。
ここ数年、ベートーベンの交響曲とともに、声楽作品を導⼊しその
合唱に⼭梨県⾼等学校⽂化連盟所属の⾼校⽣が担当し、コンサート
の内容をさらに充実したものとしています。
コラニー⽂化ホールは、バリアフリーが進み⾞椅⼦の⽅が⼀⼈でも
⾞椅⼦席まで⾏く事が可能。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ウィーン⽊管五重奏団 
コンサート

アドブレーン・
共⽴・ＮＴＴ
ファシリティー
ズ共同事業体

2017/10/16 2017/10/16 ⼭梨県 甲府市

 
将来を担う⼦どもたちに授業では、体験することのできない本物の
クラシック⾳楽を体験する機会を提供し、⼭梨の⾳楽⽂化の振興を
図ることを主な⽬的に開催する教育コンサート。ウィーンフィルを
初め⾳楽の都オーストリアの世界的オーケストラの⽊管奏者による
アンサンブルを通して、クラシック⾳楽の伝統的な楽曲や表現⽅法
などを紹介する。
同時に、器楽演奏の取り組んでいる県内の児童・⽣徒を対象に出演
者の公開レッスンを開催を予定している。このことを通して、⾳楽
という共通⾔語を通して⼦どもたちの国際理解も促進する。
コンサートは、⼦どもから⾼齢者までが楽しめるものとし、児童・
⽣徒以外の幅広い集客を促す。
コラニー⽂化ホールは、バリアフリーが進み⾞椅⼦の⽅が⼀⼈でも
⾞椅⼦席まで⾏く事が可能。
  

ウィーンフォルクス
オーパ管弦楽団
「ニューイヤーコン
サート」

アドブレーン・
共⽴・ＮＴＴ
ファシリティー
ズ共同事業体

2018/1/8 2018/1/8 ⼭梨県 甲府市

 
⾳楽の都ウィーンの新年を祝う伝統⾏事「ニューイヤーコンサー
ト」を県⺠⽂化ホールのステージに再現する。本場ウィーンから
ウィーンフィルと共に市⺠に愛されている「ウィーンフォルクス
オーパ管弦楽団」を招聘し、演奏だけでなく演出、舞台装飾まで
ウィーンのニューイヤーコンサートの雰囲気を伝える。
コンサートでは、県内の⾳楽⾼校の⽣徒らによるロビーコンサート
を開催するなど施設全体に新春のすくがムードを演出する計画。さ
らに県内のバレエスクールで学ぶ⼦どもやアマチュア合唱団、やま
なしジュニアオーケストラがウィーンフォルクスオーパとステージ
で共演する予定。
コラニー⽂化ホールは、バリアフリーが進み⾞椅⼦の⽅が⼀⼈でも
⾞椅⼦席まで⾏く事が可能。
  

万作の会 狂⾔ワーク
ショップ

アドブレーン・
共⽴・ＮＴＴ
ファシリティー
ズ共同事業体

2017/12/4 2017/12/5 ⼭梨県 甲府市

 
伝統⽂化は「とっつきにくい」「堅苦しい」「敷居が⾼い」という
固定概念を払拭するために、⽇本の伝統⽂化である歌舞伎・能・狂
⾔などを体験する機会を、古典学習が導⼊されている⼩学⽣を対象
にワークショップを開催。「万作の会」の狂⾔師のみなさんの協⼒
のもと、⼦どもたちが⽂字情報として学習する狂⾔を舞台作品とし
て鑑賞し、狂⾔の所作などを実際に体験することで学習効果を⾼
め、⽂化を⽀える⼈材の育成も図る。芸術・⽂化に接する機会を均
等にするため、⼭梨県内全公⽴⼩学校の児童を対象に参加者を募集
し、⾃費で移動困難な遠隔地の学校に対しては、移動⼿段を確保し
多くの児童参加を呼びかける。
コラニー⽂化ホールは、バリアフリーが進み⾞椅⼦の⽅が⼀⼈でも
⾞椅⼦席まで⾏く事が可能。
  

野村萬斎狂⾔会

アドブレーン・
共⽴・ＮＴＴ
ファシリティー
ズ共同事業体

2017/12/5 2017/12/5 ⼭梨県 甲府市

 
多様化する情報過多な現代社会の中、⽇本の伝統⽂化への関⼼が薄
まっている印象を受ける。これを解消し、地⽅でも⽣きた舞台を鑑
賞していただくことで、伝統芸能の素晴らしさを感じていただくた
めに「万作の会」協⼒のもと、毎年開催している。ホールに能舞台
を設置し、本格的な狂⾔を提供し、プログラムの始めには狂⾔師に
よる当⽇の演⽬の解説もあり、古典⾔語の理解と作品への理解を深
めていただいている。
コラニー⽂化ホールは、バリアフリーが進み⾞椅⼦の⽅が⼀⼈でも
⾞椅⼦席まで⾏く事が可能。
  

146



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

中央区観光商業まつり

中央区区⺠部商
⼯観光課、中央
区観光商業まつ
り実⾏委員会

2017/10/2 2017/11/3 東京都 中央区

 
江⼾開府以来商業・情報の中⼼として繁栄を続け、都⼼の代表的観
光商業地区である中央区の特性を⽣かし、区内全商業者が⼀体と
なって商業・観光意欲の⾼揚を図るため、まつりを区内全域で実施
する。
 オープニングイベントを⽪切りにハッピーハロウィンウィーク、
東京まん真ん中味と匠の⼤中央区展、中央区観光⼤使・ミス中央選
考会、写真コンクール、観劇会、その他協賛⾏事20⾏事を予定して
いる。
 また、英語をパンフレットやポスターに表記し、外国⼈にとって
も参加しやすい⼯夫を⾏っている。
 

東京まん真ん中 味と
匠の⼤中央区展

中央区区⺠部商
⼯観光課、中央
区観光商業まつ
り実⾏委員会

2017/10/25 2017/10/30 東京都 中央区

 
「味と匠の⼤中央区展」では江⼾開府以来商業・情報の中⼼として
繁栄を続け、都⼼の代表的観光商業地区である中央区の特性を⽣か
し、中央区の歴史・伝統⽂化に裏付けられた逸品を広く紹介する。
今年は、中央区観光商業まつり第６５回記念として、今回限りのオ
リジナルや特別出品など限定品の企画を⾏うとともに、観光を含め
た中央区の魅⼒を発信するコーナーを設ける。
 また、会場である三越⽇本橋本店は地下鉄からエレベーターで直
結しており、館内も段差なくエレベータに乗れるなど、障害者に
とっても参加しやすくなっている。
  

夏休み伝統⽂化親⼦教
室

伝統の橋がかり 2017/7/22 2017/8/12 東京都 千代⽥区

 
未来を担う⼦供たちに、⽇本を代表する伝統⽂化である茶道や、
600年続く現存する世界で⼀番古い演劇といわれる能楽、そして江
⼾時代から⼈々に愛されてきた⻑唄三味線を体験してもらう事に
よって⾃国の⽂化を再認識し、体験を通じて⼼豊かな感性や創造性
を養ってもらう事を⽬的とする事業である。和の作法やおもてなし
の⼼を⾝につけながら、楽しく学び、尚且つ正しく理解して、⽇本
の伝統芸能への理解を助け、⽂化の普及・継承を促進する。
千代⽥区内に在住の⼩中学⽣(特別⽀援学級知的障害を含む)を対象
とした夏休み限定の親⼦教室とし、参加者は茶道、能楽、三味線の
何れか⼀つを選ぶ事ができる。約10⽇間の稽古期間を経、最終的に
発表会において⼈々に成果を披露する事をゴールとする。

「ぐるなび」の⾷⽂化
発信の取組み

株式会社ぐるな
び

2017/4/1 2018/3/31
WEBサイ

ト
WEBサイ

ト

 
「ぐるなび」は“世界に誇れる⽇本の⾷⽂化を守り育てる”という考
えのもと、5,700万⼈が利⽤する⽇本最⼤級の飲⾷店情報検索サイ
トや観光案内所などを通じて、⽇本の⾷⽂化を世界に発信していま
す。障害者の外⾷シーンを充実させる為、ぐるなびサイトの飲⾷店
店舗ページにバリアフリーに関する詳細情報を掲載予定しておりま
す。訪⽇外国⼈の為のグルメサイトとして「ぐるなび外国語版」 を
展開し、「外国語メニュー作成⽀援システム」 によって、外国⼈と
⽇本⼈（飲⾷店）のコミュニケーションを⽀援に取り組んでおりま
す。（訪⽇外国⼈4000万⼈の実現に向けた内閣府の推奨施策のひと
つとして採⽤）
  

LIVE JAPAN
株式会社ぐるな
び

2017/4/1 2018/3/31
WEBサイ

ト
WEBサイ

ト

 
「LIVE JAPAN」は2020年訪⽇外国⼈4000万⼈という⽇本の観光
先進国化へ貢献する為に、⾷や観光などの⽇本⽂化や訪⽇外国⼈の
観光をサポートするワンストップガイドなど、訪⽇外国⼈が本当に
必要としている情報やサービスを訪⽇外国⼈向け観光ガイドサービ
ス「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO」やリアルイベントを
通じて提供します。
また東京のあらゆる場所のあらゆる情報をワンストップで提供し訪
⽇外国⼈のサポートする為に、移動⼿段（鉄道・空港・航空・バ
ス）やサービス（Wi-Fi、流通）等を担うインフラ企業27社局とコ
ンソーシアムを結成し、サイトを外国語対応（７⾔語）させ、⽇本
⽂化を発信していきます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

レッツエンジョイ東京 
学園祭グランプリ

株式会社ぐるな
び

2017/4/1 2018/3/31 東京都 東京都

 
2009年よりスタートした学園祭グランプリ は、⾸都圏にある⼤学の「秋の学園
祭ナンバーワン」を決めるコンペティションイベント。⾳楽・演劇・アートな
どの各⼤学における⽂化発信や、国際交流企画・地域活性化企画などの学⽣に
よる優れた取組みを表彰することで、学園祭を「東京の若者⽂化」として紹介
しています。※昨年（2016年度／第⼋回⽬）は過去最⼤の102キャンパスがエ
ントリー、年度毎に盛り上がりも加速しています。また、PRイベントや表彰式
（12⽉）等に、外国⼈留学⽣がモニター参加しており、⽇本の学園祭の魅⼒を
留学⽣⾃ら「⽇本語」と「⺟国語」で発信することで、外国⼈にとっての⾔語
の壁を取り除く取組みも⾏なっています。※本年度実施⽇検討中  ◎学園祭グラ
ンプリ は学園祭を「東京⽂化」の発信拠点として位置づけ、⾸都圏にある⼤学
の「秋の学園祭ナンバーワン」を決めるコンペティションイベント。第⼋回⽬
となる2016年度は過去最⼤の102キャンパスがエントリーしている。メディ
ア、イベント、表彰式などに、外国⼈留学⽣にモニター参加してもらい、⺟国
に⽇本⽂化(若者⽂化)である学園祭を発信を⾏っている。（コンテンツの⼀部
を、多⾔語化対応）
  

JAPANESE 
RESTAURANT WEEK

株式会社ぐるな
び

2017/8/10 2018/8/22 海外 タイ

 
■シンガポール/⾹港/台湾/上海/タイにてJAPANESE 
RESTAURANT WEEKを展開
シンガポール・⾹港・台湾・上海・タイの⽇本⾷レストランにて
JAPANESE RESTAURANT WEEKを展開し、⽇本の⾷⽂化発信を
⾏っている。
JAPANESE RESTAURANT WEEKでは、サイトを現地⾔語に翻訳し
情報を発信を⾏っており、現地レストランにも現地⾔語に翻訳した
チラシを配布し、⽇本の⾷⽂化を発信している。２０１７年にはタ
イの⽇本⾷レストランにてJAPANESE RESTAURANT WEEKを実施
いたします。
【開催時期】２０１７年８⽉１０⽇〜８⽉２２⽇
【開催場所】タイの⽇本⾷レストランにて実施（詳細はHPにて発
信：https://sg.sushiandsake.net/index）
  

⽇本⽂化体験講座（ぐ
るなび留学⽣ネット
ワーク）

株式会社ぐるな
び

2017/4/1 2018/3/31
WEBサイ

ト
WEBサイ

ト

 
「⽇本⽂化体験講座」は、留学⽣に多様な⽇本⽂化体験の場を提供
し、⾃らの⺟国語で海外へ体験レポートを発信出来る機会を提供す
る取り組み。⽇本⽂化への興味関⼼が⾼く、かつ 外国⼈⽬線を持っ
た外国⼈留学⽣に対して、⽇本⽂化を学び・体験出来る場を提供す
ることで、⽇本の観光⽴国実現に向け、影響⼒の強い⽇本ファンづ
くりに貢献する。以下3種をサイクル化することでコミュニティ
（ぐるなび留学⽣ネットワーク）を構築していく。
・⽇本⽂化の理解、体験
・国内外で利⽤されるWebサービスへ ⾃らのレポートが掲載される
経験（≒インターンシップ）
・コミュニティにおける交流（他校の留学⽣や先輩、⽇本⼈スタッ
フ、在⽇外国⼈との交流）
  

クラブミシュラン
株式会社ぐるな
び

2017/4/1 2018/3/31
WEBサイ

ト
WEBサイ

ト

 
【事業概要】世界的に信頼されるミシュラン社との共同事業 「クラ
ブミシュラン」 は、世界中のユーザが使うミシュランガイド検索サ
イト。
【事業⽬的】⽇本最⾼峰の⾷⽂化をいまに伝えるミシュランガイド
掲載店を世に発信することで、⾷⽂化の理解・利⽤を拡⼤。今後サ
イトの外国語対応を⾏い、外国⼈にミシュランガイド掲載店を発
信。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

DINING OUT with 
LEXUS

株式会社 
ONESTORY

2017/5/27 2018/3/31 宮崎県
宮崎市
他

 
「⽇本のどこかで数⽇間だけオープンするプレミアムな野外レスト
ラン」。これまでに国内外10か所で実施。地域に眠る価値（⾃然、
歴史、⽂化、⽣産物、⼯芸、暮らし）を外部視点で再編集。地域を
象徴する特別な場所で、世界的スターシェフが地域⾷材を使った料
理でもてなす、五感で地域を体感頂くガストロノミーイベントで
す。
イベントの内容は、テレビやWEBなどでも展開。また、地域で⾒出
された魅⼒は、⽣産者から伝統⼯芸まで幅広くオリジナルWEB
（ONESTORY-media.jp）でも紹介します。
イベント進⾏のホストやサービスにはバイリンガル（⽇本⼈・外国
⼈いずれの可能性もあり）を起⽤し、海外からのお客さまにも楽し
んで頂けるように設計されています。
  

第10回千の⾵⾳楽祭
千の⾵⾳楽祭実
⾏委員会

2018/1/8 2018/1/8 新潟県 新潟市

 
 この⾳楽祭は、名曲「千の⾵になって」の歌の⼼である「命の尊
さと愛の素晴らしさ」を将来に⼤切に伝えていくことを⽬的とし
て、平成２０年度から開催しているものです。
 第１部では、出演者⼀⼈ひとりが感じる「千の⾵になって」への
想いを様々なジャンルで⾃由に表現していただくステージを⾏い、
第２部では「千の⾵になって」の⽣みの親である新井満さんとゲス
トをお迎えし、スペシャルライブを実施。聴覚障がいをお持ちの⽅
にも⾳楽祭を楽しんでいただけるよう、⼿話通訳を配置。

2017にいがた総おど
り

新潟総踊り祭実
⾏委員会

2017/9/16 2017/9/18 新潟県 新潟市

 
 ⽇本で最⼤級のオールジャンルのダンスフェスティバル”ジャズや
ヒップホップなど14ジャンル総勢240の参加団体が、新潟県内の全
市町村、全国16都道府県海外3ヵ国から集結する祭りを開催。参加
規程は「⼼を込めて踊ること」のみ。開催期間3⽇間の各⽇のフィ
ナーレには、新潟の300年前の新潟の盆踊りを復活させた「下駄総
踊り」や、オーディエンスも含めた会場全体が⼀緒になって踊る
「総踊り」を実施。年間でのイベント・講習会を含めた交流を通じ
て障がい者福祉施設も参加があり、参加者の環境に応じた演舞回数
や時間の調整も実施。⾼齢者へは健康寿命を向上させる「総踊り体
操」を制作し年間延べ5,000名が習得。海外からも、フランス・中
国・韓国等から参加があり、「踊り」という⾔葉を越えたダイレク
トなコミュニケーションを楽しんでいる。特にフィナーレの「総踊
り」は様々な国の⼈々が集まり、⼼と⾝体を躍らせる。会場に外国
語対応スタッフを配置。
 

荻野由美⼦ オルガ
ン・リサイタル

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/6/10 2017/6/10 神奈川県 横浜市

 
 神奈川県⺠ホールのパイプオルガンは、⽇本初の公共ホールのオ
ルガンとして1975年の開館に合わせて設置。設置以降、コンサート
ホールでパイプオルガン演奏を楽しむという鑑賞スタイルが波及し
全国に広がった。このコンサートでは神奈川県⺠ホール・オルガン
アドバイザーの荻野由美⼦が「ブラームスの旅」をテーマに、今年
没後120年を迎えたブラームスの遺作「11のコラール前奏曲」など
ドイツ⾳楽史を代表する作曲家の作品を演奏。
 公演紹介、チケット購⼊、当⽇案内では多⾔語表記を積極的に⾏
うほか、⾞椅⼦来場者受⼊れ、視覚障害者への案内係の付添い、筆
談具の設置など障害者対応にも取組む。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第３９回 平成２９年
度⼭梨県短歌⼤会

⼭梨県⽂化協会
連合会

2017/8/1 2017/11/22 ⼭梨県 甲府市

 
・⽬的 県⺠の誰もが気軽に参加し、短歌の創作活動の活発化と、
県内の短歌愛好者の交流と親睦を図り、本県の短歌⽂学の振興に努
めることを⽬的として、⼭梨県短歌⼤会を開催。
・応募期間 平成29年8⽉１⽇（⽕）〜9⽉11⽇（⽉）（投稿は⼭
梨県在住者または在籍者に限る。）
・⼤会開催⽇ 平成29年11⽉22⽇（⽔）
・選奨 ⼤会会⻑賞・知事賞・県議会議⻑賞等
・選評・講演 今野寿美⽒（歌誌「りとむ」編集⼈、宮中歌会始選
者）※⼤会会場はバリアフリー化済み。
  

平成２９年 ⼭梨県俳
句⼤会

⼭梨県⽂化協会
連合会 ⼭梨県
俳句⼤会実⾏委
員会

2017/6/1 2017/10/8 ⼭梨県 甲府市

 
・⽬的 県下各市町村の⽂化協会俳句部⾨と連携し、広く⼀般県⺠
を対象に俳句作品を公募し、全県規模で俳句を通して交流する機会
をつくる。⾼校⽣の参加料を無料として、若年層にも俳句づくりの
楽しさを知ってもらい、俳句⼈⼝の拡⼤を図る。
・応募期間 平成29年6⽉1⽇（⽊）〜平成29年7⽉20⽇（⽊）
・⼤会開催⽇ 平成29年10⽉8⽇（⽇)
・表彰 ⼤会会⻑賞、知事賞、県議会議⻑賞、⾼校⽣特別賞等
※⼤会会場は、バリアフリー化済み。
  

イマジネーション・レ
コード

公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/8/29 2017/9/3 神奈川県 横浜市

 
 KAAT神奈川芸術劇場が、秋に取り組むDance Seriesの開幕プロ
グラム。
 横浜を拠点に活動する⽮内原美邦率いるダンスカンパニー・ニブ
ロールは、海外での活躍も多く、結成20周年を向かえる本年、初め
てKAATに登場。
 ⾞いす専⽤スペースの確保並びに、盲導⽝、聴導⽝、介助⽝の同
伴対応も含め障がいをもつ⽅の鑑賞にさまざまな劇場設備で対応す
ると同時に、専⾨的なスタッフを配置。外国⼈鑑賞者向けに英語等
の作品パンフレットを配布予定。
  

第２７回ＵＢＥビエン
ナーレ（現代⽇本彫刻
展）

宇部市、ＵＢＥ
ビエンナーレ運
営委員会、毎⽇
新聞社

2017/10/1 2017/11/26 ⼭⼝県 宇部市

 
 ＵＢＥビエンナーレは、⼭⼝県宇部市ときわ公園を会場に開催し
ている野外彫刻の展覧会。1961年より開催を続け2011年には通算
26回、50周年を迎えました。現在では、世界30カ国のアーティス
トが応募する世界でも最も古い歴史を持つ⼤規模な国際コンクール
へと発展し、前回展の来場者は過去最⾼となる9万⼈を数えまし
た。第２７回展では、世界２９カ国２７７点の応募の中から選ばれ
た１８点の野外彫刻と４０点の⼊選模型作品を展⽰し、様々な関連
イベントを開催。
 会場は段差の無いバリアフリーとなっており、出品作品のほとん
どは直接触ってみることができる。また、外国⼈向けのサイトや、
パンフレット・チラシ等を作成。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

埼⽟県芸術⽂化祭
2017地域⽂化事業
「第16回⽵間沢⾞⼈
形公演」

三芳町教育委員
会、コピスみよ
し（三芳町⽂化
会館）

2017/12/3 2017/12/3 埼⽟県 三芳町

 
 埼⽟県指定有形⺠俗⽂化財及び三芳町指定無形⺠俗⽂化財である
⽵間沢⾞⼈形を⽤いた⼈形芝居。⽵間沢⾞⼈形は幕末の⽂久年間
（1861〜1864年）以来、三芳町⽵間沢に伝わる⼈形芝居であり、
⼀度は途絶えたものの、埼⽟県の調査により昭和47年（1972年）
に発⾒され、保存会によって現在まで守り継いでいる。⽵間沢⾞⼈
形の魅⼒を広め後世に受け継いでいくため、公演では⼀般公募によ
る参加者を募り、半年間にわたる練習を経て上演に臨む。
 会場のコピスみよしはバリアフリーに優れ、⼊⼝から客席までは
もちろんのこと、舞台に上がるまでも段差が無い。また、点字付き
の⼿すりやオストメイトの設置、難聴者⽀援システムの導⼊、親⼦
室やチャイルドシートなど、多様な⼈々にとって利⽤しやすいホー
ル。
  

⾒て、聞いて、学ぶ
「伝統芸能」 まるご
と！狂⾔体験

公益財団法⼈千
葉県⽂化振興財
団

2017/7/27 2017/8/24 千葉県 千葉市

 
 本公演は、敷居が⾼いと⾔われることが多い伝統⽂化を、⾒て、
聞いて、学ぶ機会を提供することで、興味・関⼼を喚起し、⽇本の
誇る伝統⽂化を保存・継承するきっかけづくりとする事業。今回
は、「狂⾔」にスポットをあて、広く参加者を募集。狂⾔講座・囃
⼦体験・狂⾔鑑賞を３⽇間のスケジュールで、気軽に参加できるプ
ログラム。千葉県⽂化会館は、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鑑賞が可能。
職員はサービス介助⼠の資格を取得済み。
 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。
 

千葉県⽂化会館開館
50周年記念事業 松
⽵⼤歌舞伎

公益財団法⼈千
葉県⽂化振興財
団

2017/11/26 2017/11/26 千葉県 千葉市

 
  本公演は、無形⽂化遺産にも登録されている⽇本の代表的な伝統
芸能の歌舞伎を豪華な俳優陣が、全国を周る巡業公演の千秋楽公
演。歌舞伎の公演をするとその⼟地を清めるという意味もあると⾔
われ、千葉県⽂化会館の開館50周年に相応しい事業であり、⽇本語
や⽇本の所作の美しさを感じていただく。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、障害をお持ちの⽅
でも安⼼して鑑賞が可能。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案内を実施。 
 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。
  

千葉県⽂化会館開館
50周年 記念シンポ
ジウム

公益財団法⼈千
葉県⽂化振興財
団

2017/7/9 2017/7/9 千葉県 千葉市

 
 千葉県⽂化会館の開館50周年を記念して、建築物としての評価を
再認識するとともに、地域における千葉県⽂化会館の役割を確認す
る機会。⼜、県内の企業、⼤学、オーケストラと連携を図り来場者
が楽しめる空間を演出を実施。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、障害をお持ちの⽅でも安⼼し
て鑑賞が可能。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案内を実
施。
 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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

千葉県⽂化会館開館
50周年記念事業 プ
レミアム・クラシッ
ク・シリーズ vol.29
中丸三千繪 ソプラノ
リサイタル

公益財団法⼈千
葉県⽂化振興財
団

2017/10/29 2017/10/29 千葉県 千葉市

 
 本公演では、芸術性や国際性の豊かな公演として、マリア・カラ
ス国際声楽コンクールに優勝し、世界のトップ・オペラハウスで超
⼀流のマエストロ達と共演を重ねてきた、⽇本が誇る世界のディー
ヴァ、中丸三千繪によるソプラノリサイタルを開催。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
お持ちの⽅でも安⼼して鑑賞が可能。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
を操作して案内を実施。
 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。
 

⼦どものための鑑賞プ
ログラム ファミリー
コンサートvol.5 〜
ママのおなかとおひざ
で⾳楽会〜

公益財団法⼈千
葉県⽂化振興財
団

2017/9/9 2017/9/9 千葉県 旭市

 
 本公演は、妊娠中の⽅や、乳幼児を抱えた⼦育て中の家族が、気
軽に⾜を運べる⾳楽会。
 プログラムには胎教に良いと⾔われるクラシックや、⽇本の童謡
などを織り込み、⼩さな頃からクラシック⾳楽や⽇本の伝統的な⾳
楽に触れることで興味の芽を引き出し、育てていく。
 東総⽂化会館では、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鑑賞が可能。
 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。
  

Mai's Kitchen - 
Japanese Inner 
Beauty Cooking 
Class -

株式会社 伝 2017/7/1 2018/6/30 東京都 中央区

 
 訪⽇外国⼈観光客および在⽇外国⼈を対象に、⽇本の伝統的な家
庭料理を英語で分かりやすく教える、体験型の和⾷料理教室。宗教
上あるいは信条上、⾷べられない⾷材がある⽅にも安⼼して⾷事を
楽しんでいただけるよう、ハラール・ベジタリアン・グルテンフ
リーに対応可能。⾷のバリアフリーを実現することで、和⾷を中⼼
としたヘルシーな⽇本の家庭料理を、より多くの外国⼈の皆様に楽
しんでいただける。
 さらに伝統⼯芸品である輪島塗や曲げわっぱを⾷器として採⽤。
⼈気ブランド「輪島キリモト」の⾷器を贅沢に使った⼿まり寿司
コースなど、和⾷と伝統⼯芸品の魅⼒を同時に体感できるプログラ
ムで⽇本の⾷⽂化の魅⼒を存分にアピール。
  

ARTs of JOMON -
Hyper Subculture-

⼤⽇本印刷株式
会社／Isetan 
Cool Japan 
Department 
Store SDN. 
BHD.
（Malaysia）

2017/6/17 2017/8/13 海外
マレーシ

ア

 
 縄⽂時代に⽇本列島に定住した⼈々は、気候や環境の変化といった⾃然
の移りかわりに寄り添いながら狩猟・採集・漁労⽣活の中で縄⽂⼟器を作
るなど、その独⾃の⽂化を開花させながら1万年以上もの間持続可能な社
会を築いていたと⾔われ、近年世界的にその独⾃の⽂化に注⽬が寄せられ
ている。マレーシアと⽇本の外交関係樹⽴60周年の2017年、多様な⼈
種、宗教、⽂化、⾔語が共存し、寛容な精神が根付く国際都市クアラルン
プールで縄⽂⽂化と現代アートを融合した展⽰イベントの開催が実現。来
場者は数々のオリジナル縄⽂アート作品の鑑賞、縄⽂⼟器陶芸教室や、
3Dプリンティング教室など作品出展アーティストによる特別ワーク
ショップの開催、マレーシア・アーティストとコラボレーションによる
CUBE_1障壁画の制作を通じて、縄⽂⽂化と現代のサブカルチャの繋がり
を体感することができる。
 なお、当プログラムは海外の⽅により深く理解して頂けるように、SNS
やWebでの情報発信、展⽰物の解説を英語で⾏っており、現地スタッフ
も配置。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⼤阪クラシック

⼤阪クラシック
実⾏委員会（⼤
阪市、公益社団
法⼈⼤阪フィル
ハーモニー協
会、御堂筋まち
づくりネット
ワーク）

2017/9/10 2017/9/16 ⼤阪府 ⼤阪市

 
 ⼤阪の４⼤オーケストラと国内でも数少ないプロの吹奏楽団で繰
りひろげるクラシック⾳楽の祭典。初秋の１週間、⼀流のクラシッ
ク⾳楽に誰でも気軽に親しんでいただく機会として、⼤阪のメイン
ストリートである御堂筋や⽔の都⼤阪を象徴する中之島エリアにお
いて、オフィスビルのエントランスやホテルのロビーなどで、⼩編
成アンサンブルによる無料コンサート（５９公演）や、低料⾦の有
料コンサート（２２公演）を開催。無料公演においては、⾞椅⼦を
使⽤できる鑑賞スペースを⼗分に確保した会場を設けたり、障がい
をもつ⼦たちのための貸切招待公演を開催。
  

第47回滋賀県芸術⽂
化祭 ミシガンクルー
ジングステージ

滋賀県芸術⽂化
祭実⾏委員会、
滋賀県、滋賀県
教育委員会、公
益財団法⼈びわ
湖芸術⽂化財団

2017/8/27 2017/8/27 滋賀県 ⼤津市

 
 琵琶湖の船上において、滋賀県芸術⽂化祭の参加団体に⽂化活動
の成果を発表していただき、参加者との交流を図るとともに、県⺠
に芸術⽂化祭を周知するため「クルージングステージ」を開催。
 また、本年は「琵琶湖周航の歌」誕⽣100年となることから100
周年を記念し、滋賀の歌として親しまれる「琵琶湖就航の歌」を
テーマに、滋賀県芸術の参加団体の様々な取り組みを琵琶湖を周遊
しながら湖上で発表。
 なお、遊覧船にエレベーターリフトが設置されており、乗船また
は下船時に⾞いす介助スタッフを配置するとともに、姉妹都市、ア
メリカ ミシガン州からのパーサー（旅客係）が配置されており、船
内には英語案内が表記。
  

北海道博物館 
⾚れんがサテライト

北海道 2017/4/1 2018/3/31 北海道 札幌市

 
 北海道庁旧本庁舎「⾚れんが庁舎」は、重要⽂化財として国の指
定を受けた北海道を代表する歴史的建造物であり、国内外から年間
60万⼈以上が訪れる有数の観光スポット。
 ⾚れんが庁舎において、北海道の⾃然・歴史・⽂化を広く扱う総
合博物館である『北海道博物館』の⾒所を資料展⽰や映像により紹
介をはじめ道内各地の博物館等施設に関する情報をご来訪の観光客
に紹介する「北海道博物館 ⾚れんがサテライト」を開設。
 ⾚れんがサテライトでは、外国⼈観光客増加への対応のため、展
⽰パネルの多⾔語表記のほか、スマホを使った多⾔語展⽰解説サー
ビスの導⼊や多⾔語プロモーションビデオの放映等を実施。（⽇・
英・中（簡・繁）・韓・露 ６⾔語）
  

ＳＥＲＥＮＡＤＥ in 
ＢＵＮＳＨＯＫＡＮ

⼭形県、公益社
団法⼈⼭形交響
楽協会

2017/7/14 2017/7/14 ⼭形県 ⼭形市

 
 英国近世復興様式を基調とした⽇本の代表的な近代建築である重
要⽂化財「⽂翔館」議場ホールにおいて、⼭形県を拠点とし45年に
亘って地域の⾳楽⽂化を牽引してきたプロオーケストラ・⼭形交響
楽団が弦楽合奏を⾏うコンサート。
 「⽂翔館」と「⼭形交響楽団」という⼭形県が誇る⽂化的資源を
組み合わせ新たな価値を創造。近年の重要な⽇本の⽂化的コンテン
ツであるゲームで使⽤されている曲や、交響曲・管弦楽・映画⾳
楽・童謡などの多数の名曲を遺した⽇本の作曲家・芥川也⼨志の曲
などを演奏し、⽇本が誇る⾳楽⽂化を国内外に発信。
 なお、ポスターやチラシには英語を併記し、積極的に外国⼈の誘
客を図る。また、会場の⽂翔館は、⾝障者⽤トイレやエレベーター
が整備。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第１４回⼤分アジア彫
刻展

⼤分アジア彫刻
展実⾏委員会、
⼤分県、豊後⼤
野市

2017/4/1 2018/3/31 ⼤分県
豊後⼤野
市

 
  近代⽇本彫塑の基礎を築き、東京美術学校や「朝倉塾」で後進の
育成に努めた⼤分県出⾝の彫塑家朝倉⽂夫を顕彰し、アジアの新進
彫刻家の登⻯⾨となる彫刻展を開催することにより、地⽅からの情
報発信と国際的な⽂化交流を⽬指す。会期以外にも過去の作品を紹
介する紹介展等開催。作品募集チラシは、⽇本語、英語、中国語、
韓国語版に加え、タイ語とマレー語版を作成予定。展覧会チラシ
も、会期、会場等を英語表記し、国外の⽅にも参加しやすいよう取
組みを実施。

【作品公募期間】 2017年  8⽉  1⽇(⽕)〜12⽉21⽇(⽊) （予
定） 
【展覧会会期】  2018年  9⽉29⽇(⼟)〜11⽉25⽇(⽇) （予
定）

全国⼤学フラメンコ
フェスティバル及び関
連⾏事

全国⼤学フラメ
ンコフェスティ
バル実⾏委員会

2017/6/14 2017/8/12 千葉県 館⼭市

 
 館⼭市は房総半島の南東に位置する館⼭市の明るい太陽と海と花
を活かした南欧⾵のまちづくりのイメージイベントとして「南房総
フィエスタ」を開催し、フラメンコを取り⼊れてきた。平成７年か
らは南房総全体のイメージアップに寄与するため、⽇本で唯⼀のイ
ベントである「全国⼤学フラメンコフェスティバル」を開催。⼀
⽅、市⺠レベルでも地元団体やフラメンコ愛好者で組織する「エス
ぺランサ館⼭」などを中⼼に活発な活動を実施。
 この「全国⼤学フラメンコフェスティバル」を核として、学⽣た
ちが市内幼稚園や⼩学校などで演技を披露する出前フラメンコや、
障害者⽀援施設である中⾥ワークホームでのライブイベントなども
実施し、フラメンコを中⼼として学⽣と市⺠との交流や南欧⾵の⽂
化の定着を図ることにより、多様な⽂化の融合とふるさと館⼭の魅
⼒アップに繋げる。
  

第4回スポーツ⻤ごっ
こ都道府県選抜⼤会

⼀般社団法⼈⻤
ごっこ協会

2017/6/18 2017/6/18 東京都 ⼤⽥区

 
 ⻤ごっこは、1300年昔より⽇本に伝わる伝統⽂化と⾔われてい
る。神社仏閣の宮中⾏事として天下泰平や五穀豊穣を願う儀式とし
て⾏われていた。
 また、昔から⼦ども時代に最も⼈気があり、誰もが遊んだ経験が
ある。その⻤ごっこを現代に合わせ進化させたのが「スポーツ⻤
ごっこ」というルールのある新しい⻤ごっこです。昔の⻤ごっこの
起源とされる「ことろことろ」の要素も加味されており、⽇本⽂化
の継承も⽬指す。
 本事業は、各都道府県から選抜されたチームが集まって、スポー
ツ⻤ごっこ都道府県No1を決める。チーム編成は、⼩学⽣以上の⼦
どもから⼤⼈の混成チームが条件となっており、多世代交流も⾏っ
ていり。また、障害の有無や世代・性別の差異に関係なく、選⼿を
募る。
 

第２回 ⼭形ブランド
発信イベント in「旅
する新⻁マーケット」

⼭形市 2017/6/23 2017/6/23 東京都 港区

 
 「新⻁通り」を舞台に全国各地の様々なコンテンツを発信する
「The Japan Connect 旅する新⻁マーケット」において、⼭形市は
開幕を飾る第⼀タームに出展しているが、２９年6⽉23⽇には、⼭
形を代表する夏まつり「⼭形花笠まつり」と⼭形特産の「さくらん
ぼ」、さらに北前船交易により⼭形に京都・⼤阪の⽂化をもたらし
た「紅花」をパッケージ化し、ＰＲするイベントを実施。本場の花
笠まつりを味わっていただくため、花笠の踊り⼿による躍動感あふ
れる演舞ステージも予定。
 チラシは多⾔語化し、通訳も配置することにより、東京の⽅のみ
ならず外国⼈の⽅へも⼭形市の⽂化に触れていただき、初夏に相応
しい⼭形ブランドを新⻁マーケットから世界に発信。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第１６回ドリーム夜さ
来い祭り

⼀般財団法⼈ド
リーム夜さ来い
祭りグローバル
振興財団

2017/11/3 2017/11/5 東京都 港区ほか

 
 東京お台場・丸の内等で開催されるドリーム夜さ来い祭り。

【１】全国のよさこいチームによるよさこい鳴⼦踊り
【２】観客⾶び⼊り参加型演武・総踊り/JAPAN 和 PARADEの実施
 特に上記②の取り組みとして、⾞椅⼦等の障害者も含めた誰でも
参加できる踊り講習会総踊りの部を設ける。また、演舞会場に多⾔
語対応スタッフを配置し、WEBサイトも英語版で対応し、世代・国
籍・⾝体の障害を越えた「ユニバーサル型」の祭り。
  

21世紀メッセージ展
21世紀のメッ
セージ作家の視
点協会

2017/8/21 2017/12/17 ⿅児島県
南さつま
市

 
 1987年に芸術⽂化の発展と作家の育成、⼜、芸術を通じて地⽅⽂
化の発展や、⽇本美術の海外への紹介など、国際交流を⽬的として
発⾜。
 なお、次代を引き継ぐ⾃動・⽣徒についても教育の⼀環として、
上記と同じく貢献。今回実施する下記の３つの展覧会では、絵の説
明を外国語（英語、中国語）で開設。

8/21〜26 21世紀メッセージ展
11/5〜19   南さつま児童⽣徒美術展
12/9〜17   南さつま児童美術展
  

あいちトリエンナーレ
地域展開事業

あいちトリエン
ナーレ地域展開
事業実⾏委員会

2017/5/17 2018/3/31 愛知県 名古屋市
ほか

 
 あいちトリエンナーレ2016の開催成果を県内各地に広め、県⺠の
⽅々に⽂化芸術への関⼼を⾼めていただくとともに、あいちトリエ
ンナーレ2019の開催気運の醸成を図ることを⽬的として、現代美術
作品の制作・展⽰や⼦どもたちへの⽂化芸術体験機会の提供などを
⼀宮市内で、また、若⼿芸術家育成事業を愛知芸術⽂化センター
で、親⼦で楽しむコンサート等を蒲郡市⺠会館で実施。現代美術展
に合わせて、⼀宮市内の福祉施設や商業施設を活⽤して展⽰するお
でかけ展⽰や作家を講師として⼩学校や聾学校へ派遣する学校派遣
を実施することで、⽇頃本物の芸術に触れる機会の少ない⾼齢者、
障害者、⼦育て世代、⼦ども等全ての⼈々の鑑賞機会の充実・拡⼤
を図る。
 さらに、現代美術展のキャプションの多⾔語化や若⼿芸術家育成
事業の会場がWi-Fi環境が整備されている等、訪⽇外国⼈向けにサー
ビスを充実。
 

平成２９年度福島県芸
術祭

福島県、福島県
芸術⽂化団体連
合会、福島県教
育委員会、開催
地区市町村・教
育委員会、各⽂
化団体

2017/6/1 2017/12/31 福島県
相⾺市
ほか

 
 県⺠の芸術、⽂化活動の祭典として多くの⼈々に親しまれている
総合⽂化祭であり、昭和３７年以降、毎年開催。
 今年度は、相双地区を重点地区として「⽣きる⼒ ⽂化の⼒は 
相双から」をテーマに、開幕式典・開幕⾏事を相⾺市で開催するほ
か、全県的⽂化団体が主催する主催⾏事（約２５⾏事）と、各⽂化
団体が⾃主的に実施する参加⾏事（約７０⾏事）を県内各地で開
催。⾳楽、演劇、美術、⽂学、舞踊、⽣活⽂化など、幅広い分野に
わたっており、⽇頃の鍛錬の成果を発表し、本県の多彩な⽂化の魅
⼒を発信する場であるとともに、会場はバリアフリーで⼦どもから
⾼齢者、障がい者の⽅までどなたでも楽しめる。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第７１回福島県総合美
術展覧会

福島県、福島県
教育委員会・福
島県総合美術展
覧会運営委員
会・福島県美術
家連盟・福島県
在京美術家協
会・福島市教育
委員会・福島
市・公益財団法
⼈福島県⽂化振
興財団・福島県
⽴美術館

2017/6/16 2017/6/25 福島県 福島市

 
 県内最⼤の公募美術展。「県展」の愛称で親しまれる本展覧会
は、昭和２２年の第１回展以来、本県美術の振興を⽬的に、県内お
よび県出⾝者から作品を公募して展覧し、美術を志す⽅の作品発表
の場、登⻯⾨として、多くの優れた美術家を輩出するとともに、多
彩な作品を鑑賞できる場。⽇本画、洋画、彫刻、⼯芸美術、書の５
部⾨で、⼀般公募のほか、招待作家等の作品も展⽰する。
会場はバリアフリーとなっており、⼦どもから⾼齢者、障がい者の
⽅まで、どなたでも無料で鑑賞が可能。
 また、開催期間中の６⽉１７⽇には、⻘少年の創作活動の活性
化、担い⼿の育成を⽬的に、⾼校⽣等を対象としたワークショップ
（洋画・彫刻）も開催。

「ＳＯＭＰＯアート・
ファンド」キックオフ
ミーティングおよび活
動報告会イベント

損害保険ジャパ
ン⽇本興亜株式
会社

2017/6/7 2018/3/31 東京都 中央区
ほか

 
  第２回の助成活動団体を対象にＳＯＭＰＯ アート・ファンドが⽬
指す姿の共有や⽂化・芸術活動に携わる⽅々のネットワーク形成な
どを⽬的としたキックオフ・ミーティングを開催します。
「ＳＯＭＰＯアート・ファンド」 は、公益社団法⼈企業メセナ協議
会が運営する「２０２１芸術・⽂化による社会創造ファンド（２０
２１ Arts Fund）」の仕組みを活⽤し、全国の⽂化・芸術活動を⽀
援する ファンドです。今回申請するイベントでは、⽂化芸術に対す
る当社の理念や企業姿勢をご紹介し、採択された活動の内容をご紹
介するとともに、⽂化芸術活動に携わる⽅々の交流の機会を提供
し、後に活動報告をしていただくことによって、⽂化団体の財政的
⽀援のみならず、団体同⼠の化学反応も含めた⽂化活動の⼀層の活
性化への⼀助となることを狙っております。

富⼠⼭国際美術展 
Japan×Korea『アー
トと解脱』展

富⼠⼭国際美術
展実⾏委員会

2017/9/2 2017/9/10 静岡県 富⼠宮市

 
三澤寺がある柚野地域では、縄⽂時代初期から⼈が定住をしていた
こともあり遺跡や出⼟品が多数発掘されている。また、戦国武将や
⽇蓮上⼈ゆかりの寺が点在し、富⼠⼭信仰とも強く関わってきた。
三澤寺も、その⼀つである。この歴史⽂化の宝庫である場所を舞台
に、⽇韓現代美術作家が展⽰を通して歴史⽂化の美しさ素晴らしさ
を再認識させてくれる。
  

プロジェクトスクール
＠3331

⽂化庁 2017/5/29 2018/3/31 東京都 千代⽥区

 
⾃分でプロジェクトを⽴ち上げ地域貢献したい⼈、企業の中でメセ
ナ活動・CSR活動に積極的に取り組みたい⼈などを対象に、地域特
性を⽣かした魅⼒ある⽂化プロジェクトの企画及び実施に⽋かせな
い多様なスキルを備えた⽂化芸術プロジェクトリーダーを育成する
ため、プロジェクトスクールを開講いたします。
審査により選ばれたスクール⽣が、２４時間いつでも⾃由に使える
フリースペースを活⽤し、スクール内での情報共有や、様々な分野
のリーダーによる講義や指導を受けながら、⾃ら企画・⽴案した魅
⼒ある新たなプロジェクトを全国各地で⽣み出していきます。
プロジェクトスクールでは、現在スクール⽣を募集しています。

新潟の⾷と落語を楽し
むバスツアー

新潟市 2017/6/23 2017/6/30 新潟県 新潟市

 
「レストランバス」を活⽤し，⽇本の伝統⽂化「落語」を気軽に体
験するバスツアーです。全国初となる⾞内での落語会には桂三⽊男
⽒ほか若⼿落語家が酒店し，落語と地域の⾷材を⽣かした⾷事を楽
しみながら，新潟市内の施設などを巡ります。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽔と⼟の芸術祭2018
⽔と⼟の芸術祭
2018実⾏委員
会

2018/7/14 2018/10/8 新潟県 新潟市

 
⽔と⼟の芸術祭は、“私たちはどこから来て、どこへ⾏くのか 〜新
潟の⽔と⼟から、過去と現在（いま）を⾒つめ、未来を考える〜”を
基本理念とし、2009年から3年に1度、新潟市内で開催。新潟市の
⽔と⼟によって形成された、独⾃の⾵⼟や⽂化に光をあてること
で、⼈間と⾃然との関わりかたを⾒つめ直し、未来を展望していく
ヒントとなるものを探る芸術祭。今回は，「市⺠プロジェクト」，
「こどもプロジェクト」，「アートプロジェクト」，「シンポジウ
ム」，「にいがたＪＩＭＡＮ」の５つのプロジェクトを柱に実施。
  

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

CHALLENGED 
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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

078 078実⾏委員会 2017/5/6 2017/5/6 兵庫県 神⼾市

 
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。神⼾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
ブセンター神⼾（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 2017/9/3 東京都 台東区

 
⻑⾕川等伯の「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。
  

⾚れんがアーティスト
事業

北海道 2017/5/22 2017/9/10 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、道⺠の皆さまや観光客
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 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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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、⺠間企業/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。
  

東京江⼾ウィーク 
2017

東京江⼾ウィー
ク 2017 実
⾏委員会

2017/10/5 2017/10/9 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 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 2017/6/30 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⺠の絵⼿紙交流で
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 2017/9/18 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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

今を⽣きる⽇本の伝統
芸能 江⼾太神楽

NPO法⼈ 
散太郎神楽

2017/6/3 2017/12/31 東京都 ⽂京区

 
江⼾太神楽（丸⼀仙翁社中）は、東京都の無形⺠俗⽂化財に指定さ
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（江⼾太神楽丸⼀仙
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 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⻄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、和歌⼭県⺠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。
  

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 ⻑久⼿市

 
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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第41回⾦沢市市⺠⼤
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、市⺠が
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。市⺠が⾦沢の「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 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。
  

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 2017/10/30 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 2018/3/31 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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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。
  

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、中⻄進⽒（⽂化勲章受章者、⾼
志の国⽂学館館⻑）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 2017/6/16 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 2017/7/9 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。
  

千葉県⽂化会館開館
50周年記念事業 県
⺠の⽇記念 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 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、⼤きく成⻑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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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 2018/3/11 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 2017/6/25 奈良県 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。
  

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 2017/12/17 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 CAF
É 2017」

⼭形市 2017/6/29 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、⼭形市⻑、サモア出⾝⼭形市⺠を
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、市⺠が⼭形市の⽂
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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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 2017/6/17 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。
 

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 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
県⺠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
化推進⾸⻑連合 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
性化推進⾸⻑連
合

2017/6/7 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⻑連合」の第
５回⽬となる総会を⻁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
⻁ノ⾨ヒルズが⾯する「新⻁通り」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「旅する新⻁マーケット」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、会場となる⻁ノ⾨ヒルズでは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。
  

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 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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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

⻘葉の森公園芸
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 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。
  

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 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 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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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。
  

「千葉の酒フェスタ
2017 IN TOKYO」

千葉県酒造組合 2017/9/17 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 ⻘少年
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、⻘島市、清州
市の各都市より⻘少年を派遣し現地の⻘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 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 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
いる⻑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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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 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。
  

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 2017/10/8 栃⽊県 ⼤⽥原市

 
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 

 

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。
  

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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

アニメプロジェクトin
⼤泉2017

練⾺区 2017/5/21 2017/5/21 東京都 練⾺区

 
 練⾺区は、⽇本初のカラー⻑編アニメ映画「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 神⼾市

 
 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、兵庫県⺠および周辺住⺠に向け発信。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 2017/10/8 兵庫県 神⼾市

 
 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。
  

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」に県⺠および周辺住⺠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
（神⼾展）

兵庫県 2017/10/19 2017/10/24 兵庫県 神⼾市

 
 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」に県⺠および周辺住⺠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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

兵庫短歌祭 兵庫県 2017/11/18 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 2017/11/23 兵庫県 神⼾市

 
 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。
  

兵庫県川柳祭 兵庫県 2017/12/3 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 神⼾市

 
 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。
  

アリオの⽵結び
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

 
 「Ario（アリオ）」では、夏を迎えるイベントとして、「アリオ
の⽵結び」を実施。夏の節句・夏の暮らしを⽀えてきた⽵をメイン
アイテムに据え伝統的でありながらモダンな「体験型の祭り」を展
開。祭りをプロデュースするパートナーに、国内外から⾼く評価を
集めている⽵あかり演出家「CHIKAKEN」をむかえ、⾵鈴と⽵を使
いながら現代的なオブジェに仕上げた「⽵結びシンボルオブジェ」
を全国18店舗にて実施。
 また、「⽵結びシンボルオブジェ」の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。な
お、実施会場となる商業施設「アリオ」はバリアフリーとなってお
り、⾞いすの⽅にも楽しむことが可能。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

夏休み親⼦舞踊・邦楽
体験イベント

⽯川県 2017/8/11 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。
  

ぎふ清流⽂化プラザ
「⻄美濃の⾥ 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
「⻄美濃の⾥」利⽤者の作品による展覧会「⻄美濃の⾥ ⼯房ＴＡ
ＫＥ展」を開催し、共⽣社会の実現を⽬指す。⻄美濃の⾥において
⻑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⺠ギャラリーはバリ
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
成⻑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 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。
  

170



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

琵琶湖周航の歌100周
年記念・びわ湖⾳楽祭
と住⺠参加のなぞり周
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⺠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年前の周航を住⺠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。

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」は⻑い歴史の中で、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。
 

三社祭 浅草神社 2017/5/19 2017/5/21 東京都 東京都

 
   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
  

ご当地キャラクター”
こーた”と下町平井を
おさんぽ

PWCイベント
事務局

2017/6/1 2018/5/31 東京都 江⼾川区

 
⽇本⽂化の⼀つであるキャラクター（ご当地キャラクター）を通じ
てハワイホノルルフェスティバルなどのイベントに積極的に参加し
国際的に活動中。英語が話せるスタッフを起⽤し外国⼈訪⽇者への
⽇本⽂化（特にキャラクター）への興味関⼼への⼿助けを⾏うと共
に街を紹介する英語・中国語に対応したパンフレットも既刊してお
り理解をより深める⼿助けをしている。また、キャラクターと共に
案内役を付け⾳声による情報発信を同時に⾏い障碍者への対応も同
時に⾏うものとする。
  

171



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

BRIDGE TOGETHER 
PROJECT     (⽇本へ
⾏こうよプロジェク
ト）

BRIDGE 
TOGETHER 
PROJECT実⾏
委員会

2017/5/18 2017/5/18 海外 英国・ロ
ンドン

 
 2020年まで継続的にシリーズで開催し、⽇英友好を⽬的として⽂
化の世界発信基地英国から⽇本の魅⼒や⽂化を世界に発信し、多く
の外国⼈に⽇本に興味を持ってもらう。その結果、⾃然災害（東⽇
本⼤震災・熊本地震等）で甚⼤な被害を受けた被災地への⽀援、再
建活動の活性化を⽬指す。
①5⽉18⽇「Bridge together Project」プレスリリース⽇本の歌
謡曲をジャズにアレンジしたコンサート
②6⽉9⽇英国領 ガーンジー島で初の⽇本関連のイベント。⽇本酒
の歴史に関するプレゼンテーション・試飲・⽇本の歌コンサート
③「Bridge Together Project」イベント・ゆるキャラショー・⽇本
の着物ドレスファッションショー・⽇本⽂化を紹介する⾳楽コン
サート 
●外国⼈対応の取り組み／・英⽂のサイト・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
 

美術・デザイン教育に
よるグローカルコミュ
ニケーション事業

学校法⼈トキワ
松学園（横浜美
術⼤学 トキワ
松学園中学校・
⾼等学校 トキ
ワ松学園⼩学
校）

2017/5/7 2017/5/8 神奈川県 横浜市

 
学校法⼈トキワ松学園では、横浜美術⼤学を中⼼に美術・デザイン
で社会に貢献する⼈材を育成。その育成（教育）課程での成果物を
「美術・デザイン教育によるグローカルコミュニケーション事業」
として、横浜美術⼤学ギャラリー等にて、「地球はともだち環境ポ
スター展」など年間を通して実施します（11件予定）。イベントを
通じて参加者同⼠の交流はもちろん、⽇本⽂化の継承を担う⽇本の
美術・デザイン教育の国内外への発信に貢献するものです。このイ
ベントでは、英語解説等を付け、海外の⽅も⾔語の不安なく楽しめ
るよう⼯夫します。イベント（予定）①「ヒロコレッジ展」平成29
年5⽉9⽇〜5⽉19⽇②「地球はともだち環境ポスター展」5⽉29⽇
〜6⽉16⽇③「ＣＰＴ展」6⽉26⽇〜7⽉17⽇④「共通テーマＰＯ
ＳＴ○○による作品展」8⽉2⽇〜8⽉5⽇⑤「横浜トリエンナーレ応
援プログラム企画展（仮称）」（ワークショップ含む）6⽉〜10⽉
頃 等
 

⽇本発！
「和のスーパーフー
ド」
発信計画

株式会社漢⽅
キッチン

2017/3/3 2018/3/31 東京都 ⽬⿊区

 
①⽇本発、「和のスーパーフード」を発掘し、世界へ発信する事業
です。⽇本の地⽅には、⽇本の⾵⼟で育つ、栄養価の⾼く、料理に
活⽤しやすい⾷材が数多くあります。例えば、「桑」。群⾺県下仁
⽥町の観光協会、および、有機桑農家と連携し、メニューやレシピ
を開発。「和のスーパーフード」としての桑の魅⼒を世界に向け
て、発信していく事業です。具体的には東京での桑＆桑ベリーの
ワークショップ、群⾺県下仁⽥町の桑畑での桑摘み、加⼯体験など
を⾏います。具体的な予定◆2017年6⽉末開催予定『有機の桑ベ
リー摘み・桑ベリーピュレ作り体験！』◆2017年10⽉開催予定
『桑葉の魅⼒発⾒！＆⽣こんにゃくをつくろう！下仁⽥の⾷材満喫 
薬膳ＢＢＱの旅』
②イベントとワークショップの際に、英語と中国語を話せるスタッ
フ、または講師が常駐します。

 

震災復興⽀援
2020をめざす
和太⿎全国キャラバン
２０１７

株式会社
太⿎センター

2017/4/3 2017/4/3 京都府 京都市
左京区

 
旧国⽴競技場にあった欅の⼤⽊を利⽤して和太⿎が製作され「五輪
太⿎」と名付けられた。この太⿎を利⽤し、震災復興祈念曲として
創作された「陸奥」と⾔う曲をメインに、「震災復興⽀援・2020を
めざす和太⿎全国キャラバン」を⾏なう。和太⿎は、⽇本の伝統⽂
化であり⼈気が⾼く、海外からの来訪者で、⽇本⽂化の体験として
「和太⿎」を選ばれる⽅が毎年増えている。また、⼼⾝障がい者に
とっても「和太⿎」は、打てば鳴る易しさと、迫⼒ある⾳が出せる
バリアフリーの楽器である。これらの特徴を活かして、外国⼈には
通訳スタッフ、障がい者には対応スタッフを置き、年齢に関係なく
楽しめる和太⿎体験と和太⿎演奏の鑑賞の場を提供する。２０２０
年まで継続予定。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ふるさと芸能のつどい
⼭形県
教育委員会

2017/6/17 2017/6/17 ⼭形県 ⼭形市

 
県内各地に伝承される⺠俗芸能の上演。県内で開催される「⽇本⼀
さくらんぼ祭り」にあわせ、歩⾏者天国となる⼭形市七⽇町⼤通り
の路上ステージ（段差等はない。シートを敷くのみ）を会場に、県
内外の観光者等に“⾝近に、気軽に”本県の魅⼒ある⺠俗芸能に触れ
ていただく。昨年、ユネスコ無形⽂化遺産に登録された新庄まつり
の屋台⾏事の⼀部を構成する「祭り囃⼦」や、地域で引き継がれる
⼦どもたちによる「⽥植え踊り」の上演など、年齢や国籍を問わ
ず、⾒て、聞いて、体感して、楽しんでいただける内容となってい
るほか、ホームページにおいて外国語の表記対応を⾏っている。
  

墨・無限展
カオス・墨
・無限

2017/3/26 2017/3/30 東京都 豊島区

 
中国唐時代末から宋時代にかけて創出された⽔墨画は１２世紀後半
に⽇本に⼊ってきたとされます。以来室町⽔墨、狩野⽔墨、江⼾⽔
墨等々時代の中で変遷を続けてきました。しかし、墨・紙・⽑筆に
よる東洋独⾃の描画材が使われることに変化はありません。そこか
ら⾃ずと伝統技法というものが確⽴されています。私たちグループ
ではこの伝統ある⽔墨画を、現代の眼でみて感じたものをそれぞれ
独⾃に表現しています。⽔墨画の空間表現、紙の素地を⽣かして表
現する技法・思考は現代アートとして世界的に⾒直されています。
また、⽔と墨を使う技法には偶然性が伴い、そのことが多くの障害
を持つ⼈たちにも創造の感動を与えることから注⽬されています。
⽇本の美しい⾵⼟、現代⽇本⼈の感性から⽣まれる「現代⽔墨画」
を広くアピールするものです
展覧会場（東京芸術劇場展⽰ギャラリー）はバリアフリーとなって
います。また展覧会⽬録は英語表記されます。
 

みんなの能楽教室
⼀般社団法⼈
松の会 
港区⽀部

2017/7/26 2017/12/26 東京都 港区

 
⼦供を中⼼に幅広い年代の⽅に体験できる能楽教室。また夏休みや
冬休み（計3回 7/26（⽔）、8/11（⾦）、12/26（⽕））を利⽤す
るので、親⼦そして祖⽗⺟等家族3世代にわたって⼀緒に体験でき
る教室としても利⽤でき、家族間での話題性の⼀つになる。また会
場に英語対応できるスタッフを配置し、外国の⽅にも配慮。能楽は
⽇本の古来の芸能でありながら、歌舞伎に⽐べ⼀般的に関⼼が低い
のが現状。⼦供からお年寄りまで、年齢層にあったわかりやすい教
材を作成し、質疑応答の時間を設け、⽇本⼈として「⽇本の古典芸
能とは？」と質問された時に答えられるように関⼼を⾼め、「能」
を鑑賞してもらいたいと願っている。実施する内容に関しては能
楽・各種能⾯の説明と体験・謡の練習・能⾐装の体験などあまり⾔
語に関係しない体験型を重視。
  

チームラボ 徳島県⽂
化の森 デジタルアー
ト展⽰「Graffiti  
Nature －動かない
⼭、動かせる湖」

徳島県 2017/4/29 2017/6/30 徳島県 徳島市

 
チームラボは，先進的なデジタルアート作品を数多く創造し，世界
各地に活動の場を拡げるウルトラテクノロジスト集団であり，近年
は「境界をなくす」や「共創」をキーワードにした作品を⽣み出し
ています。 
 このデジタルアート展⽰「Graffiti  Nature －動かない⼭、動か
せる湖」は，参加者が描いた様々な⽣きものたちによって創られた
世界が，鑑賞者の動きや⽣態系の連鎖によって無限に変化する，⽇
本発の新たなデジタルアートの世界を体感できる展⽰です。また，
ホームページにおいて英語による作品解説が⾏われるほか，会場と
なる施設では⾞椅⼦の貸出を⾏うなど，⾔語や⾝体の障がいに関わ
らず楽しんでいただける催しとなっています。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第１２回あさひのまつ
り

旭市・旭市教育
委員会・あさひ
のまつり実⾏委
員会

2017/10/1 2017/10/1 千葉県 旭市

 
地域に伝わるお囃⼦や神楽などの発表・団体同⼠の相互交流の場を
提供する。また、伝統⽂化の伝承を図るとともに、⼈々の豊かな⼼
の育成に資することを⽬的としている。参加するのは地元のお囃⼦
や神楽の団体で、それぞれの団体が⼦供たちの加⼊を積極的に受け
⼊れており、各団体メンバーの年齢層は幅広い。参加団体で実⾏委
員会を結成し、単なる出演者としてではなく、公演の進⾏や舞台運
営に携わることで、⾃分たちで公演を作り上げていってもらう。⽇
ごろ地元のお祭りや祭礼で披露している演奏や舞を、室内の⼤きな
舞台に場所を変え、普段は使⽤しない照明などの演出効果を加え
て、新たな魅⼒を与える機会となっている。障害者・⾞椅⼦⽤のス
ペースを確保し、障害者施設からグループで来場にも対応してい
る。
  

伝統⽂化体験・
情報発信事業

愛知県 2017/7/1 2017/12/31 愛知県 愛知県

 
愛知県の⽂化的な地域資源を次の世代に引き継いでいくため、県内
の⼤学⽣や⼤学院⽣等の若者を対象に参加者を募集し、県内の伝統
⽂化保存団体の協⼒を得て、伝統⽂化や郷⼟芸能の体験プログラム
を実施する。また、その体験をもとに、若者のアイデアでＰＲ動画
及びパネルを作成し、報告会で発表する。報告会は、障害者の⽅が
参加しやすい会場で開催する。
そのほか、ＷＥＢページやインスタグラムを中⼼とするＳＮＳを活
⽤し、体験結果や⽂化の魅⼒等について、外国の⽅にも伝わりやす
い写真や動画等を⽤いて情報発信を⾏い、愛知県の伝統⽂化の魅⼒
を県内外だけでなく、外国の⽅にも広く発信し、地域の活性化につ
なげていく。
 

北海道博物館 
第３回特別展
「プレイボール！ 
－北海道と野球をめぐ
る物語－」

北海道博物館 2017/7/8 2017/9/24 北海道 札幌市

 
北海道のスポーツ史、スポーツ⽂化を語る上で、スポーツとして、
また、娯楽として、根強い⼈気を誇る「野球」。道内初の「野球」
をテーマとした⼤規模な企画展を開催することで、北海道におけ
る、スポーツとして、また、娯楽としての野球を振り返るととも
に、北海道の歴史や産業、⽣活⽂化との関わりについても紹介す
る。
会場となる北海道博物館はバリアフリーの施設となっており、ま
た、展⽰の各コーナー導⼊部には英語による表記も⾏う予定。
  

県⺠の⽇ちばワクワク
フェスタ２０１７

千葉県 2017/6/11 2017/6/11 千葉県 千葉市

 
「県⺠の⽇」（６⽉１５⽇）を契機に、より多くの県⺠が千葉の魅
⼒を再発⾒し、ふるさと千葉への愛着を深めることができるよう、
「千葉の魅⼒”再”発⾒！〜交流・体験・知る・味わう〜」をテーマ
に、県⺠参加・体験型のイベントを実施する。全国⼤会で活躍する
県内⾼校の吹奏楽や千葉交響楽団によるステージ、⾼校⽣・留学⽣
等によるファッションショー、千葉県の無形⺠俗⽂化財である鵜原
の⼤名⾏列など、県内にある多彩な⽂化と「交流・知る」ことがで
きるイベントを実施。また「体験・味わう」ことができるイベント
として、オリンピック・パラリンピックの競技体験や、警察官の制
服・伝統装束・甲冑着⽤、ご当地グルメなどを⽤意。またイベント
ステージでは⼿話通訳を配置し、⽿の不⾃由な⽅も楽しんでいただ
けるよう配慮。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

横濱 JAZZ 
PROMENADE 2017

横濱 JAZZ 
PROMENADE 
実⾏委員会

2017/10/7 2017/10/8 神奈川県 横浜市

 
25回めを迎える「横濱JAZZ PROMENADE」は、「街全体をステー
ジに」を合⾔葉に、横浜都⼼臨海部に点在する歴史的建造物など約
50会場でライブを同時開催し、賑わいをもたらすとともに、ジャズ
の魅⼒を発信しています。現代の⽇本を代表するジャズ・ミュージ
シャンが出演するとともに、街⾓ライブでは社会⼈から⼩中学⽣ま
でのアマチュア・バンドなど約2,000⼈が出演します。2016年から
相互交流が始まったデトロイト・ジャズフェスティバルには、コン
ペで選ばれた若⼿ミュージシャンを派遣、⽇本のミュージシャンの
国際的な発信にも寄与しています。300名を超える市⺠ボランティ
ア「横濱ジャズクルー」が、外国語対応、⾞椅⼦・視覚障がい等の
対応も含めた当⽇の運営を担い、横浜の街をあげて来場者へおもて
なしをいたします。毎回参加している障がい者のかたもいらっしゃ
います。
  

RED U-35 
(RYORININʼs 
EMERGING DREAM)

株式会社
ぐるなび

2017/4/10 2018/3/31 東京都 東京都

 
■開催主旨：新時代の若き才能を発掘する若⼿料理⼈のためのコン
テスト。これまでの料理コンテストとはまったく異なる、夢と野望
を抱く、新時代の、新しい価値観を 持った料理⼈（クリエーター）
を⾒出し、世の中に後押ししていくことを⽬的とする。国内外に向
けて、多⾔語（⽇本語・英語）に対応したWebサイトで情報発信を
予定。
■審査⽅法：【⼀次審査】書類審査（50名選出）、【⼆次審査】映
像審査（20名選出）、【三次審査】学園祭審査（5名選出）、【最
終審査】調理・プレゼン審査（1名選出）
※CLUB RED：歴代のRED U-35において⼀次審査通過以上の成績
を修めた料理⼈と歴代の審査員とともに、料理⼈たちの交流・経
験・発信の場となる様々な活動を進めていくための⾷のクリエイ
ティブ・ラボ。年間を通して、⽇本の⾷⽂化発展のための活動を⾏
う。

⾜利伝統芸能
２０２０プロジェクト

特定⾮営利活動
法⼈ 
両⽑伝統⽂化芸
能振興会 
⾜利ぶんか倶楽
部

2017/8/1 2018/3/20 栃⽊県 ⾜利市

 
地域や⼈材を活かした伝統芸能の普及促進のため、本事業では有形
⽂化財と多種の伝統芸能を組み合わせ、講演によりそれらに対する
歴史的な背景を理解し楽しみながら地域の歴史と伝統を理解しても
らうことを⽬的とする。全ての事業に英語フランス語の通訳、プロ
グラムも英語フランス語表記を添付する①「北の郷ものかたり う
もれた⺠話を和楽器と楽しむ」国登録有形⽂化財 厳華園で ⾜利
にまつわる⺠話のもの語りに和楽器による効果⾳を⼊れた演奏会を
実施する。「プロによる和楽器の演奏会」、「和楽器⼦ども演奏
会」を同時に実施する。②オリジナルミニ⽥楽「⾜利楽 壱」の創
作「⾜利楽 壱」として⾜利源⽒をテーマにしたストーリーに⾳楽
と振り付けを施し10分ほどのミニ（楽(がく)）を創作する。エイ
サーグループと連携し、「⾜利楽のお披露⽬」「プロによる三線演
奏会」「エイサー発表会」ミニ⺠舞フェスを⾏う。③歴史講演会
「⾜利源⽒をかたる」「⾜利の⺠話」
 

杜の賑い・東京
株式会社
ジェイティー
ビー

2017/10/7 2017/10/7 東京都 江東区

 
「杜の賑い」は昭和56年に誕⽣した「地域に埋もれた、あるいは忘
れ去られようとしている郷⼟の祭りや芸能を⾒つけ出し、掘り起こ
し、時と場所を選ばず⼀堂に集めて展開し、旅の中でお楽しみいた
だく」をコンセプトとするJTBのオリジナルイベントです。「杜の
賑い」は毎年全国のお客様に各地の伝統舞踊・⺠俗芸能を楽しんで
いただく⼀⼤エンターテイメントとして発展を遂げてきましたが、
2017年は杜の賑い35周年130回記念として20年ぶり（1997年、第
73回）に「杜の賑い・東京」開催を実施し、国内のみならず海外の
観光客に向けたツール（多⾔語チラシ）等の対応による国内観光の
促進並びに観光消費の拡⼤を図ってまいります。
  

175



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

みんなでスポチャン！
⼩⽥原市
スポーツチャン
バラ協会

2017/5/22 2017/5/22 神奈川県 ⼩⽥原市

 
「礼に始まり礼に終わる」⽇本の武道の精神を基に、⾼齢者からチ
ビッ⼦まで、男⼥の別なく世界の友だちと楽しく、⾃由に、安全で
簡単に扱える「エアー・ソフト剣」を使い、健康的に汗を流す「ス
ポーツチャンバラ（スポチャン）」の体験会を、障害者施設におい
てその利⽤者、職員、地域の⼈々を巻き込んで⾏います。健常者、
障害者の別なく、共に礼を守り、⼤きな声を出し合いながら対戦・
交流することで、それぞれのバリアを取り除き、適度な運動により
健康増進とストレス解消に寄与し、打たれる痛みを理解し、体を守
る術を会得し、更には引きこもりがちな利⽤者が⾃らの殻を破る
きっかけ作りの機会となり、積極的に社会参加出来るようになるこ
とを⽬指します。協会からは道具の貸し出し、指導者の派遣を⾏い
ます。
  

彦根城築城410年記念
演奏会 イル・デーヴ
withオーケストラ・ア
ンサンブル⾦沢

特定⾮営利活動
法⼈ひこね⽂化
デザインフォー
ラム・公益財団
法⼈⽯川県⾳楽
⽂化振興事業団

2017/9/8 2017/9/9 滋賀県 彦根市

 
国宝・彦根城築城410年を祝う記念演奏会を開催。演奏は歴史都
市・創造都市として街の魅⼒を発信し続ける⾦沢市に本拠地を置く
オーケストラ・アンサンブル⾦沢。ゲストは第⼀線で活躍するオペ
ラ歌⼿ユニット「イル・デーヴ」を招へいする。彦根城はこの地域
に住む⽅にとっては誇りであり、懐かしい故郷への温かな気持ちへ
の象徴とも⾔える。また、多くの⽅にとって⽇本の象徴的な建造物
として城郭を思い浮かべるのではないだろうか。誰もが持つ故郷へ
の温かな気持ち。この懐かしい思いを⾳楽にしてお届けする。多く
の⽅にお越しいただくため、託児サービスの実施、⾞椅⼦席の設
置、地域の⻘少年へ向けて演奏会へのご招待、最寄駅からの臨時バ
ス運⾏などの対応を⾏う。ロビーでは彦根・⾦沢の和菓⼦や⼯芸品
などの伝統⽂化紹介も計画している。様々な⾓度で⽇本⽂化を理解
いただける機会を創出する。
  

⾦沢芸妓の舞 ⽯川県 2017/10/1 2018/3/31 ⽯川県 ⾦沢市

 
本県が誇る財産であり、魅⼒ともなっている⾦沢芸妓による踊りや
太⿎等の披露を⾏うとともに、お座敷太⿎（遊び）の体験や、普
段、⾜を踏み⼊れることのない、奈落、せり、廻り舞台、花道な
ど、邦楽ホールの裏側を解説を交えながら観覧するバックステージ
ツアーを開催し、⾦沢芸妓や伝統芸能の魅⼒を⼤いに体感してもら
う取組を⾏う。また、外国⼈の来場者も増えていることから、観覧
する際のマナーなどを外国語で説明し、多様な⽅々が茶屋⽂化の奥
深い魅⼒に触れることができるよう取り組む。
  

古典芸能公演 
とうそう寄席

公益財団法⼈
千葉県⽂化振興
財団

2017/5/20 2017/5/20 千葉県 旭市

 
本公演は、伝統的な演芸について優れたものを鑑賞する機会を設
け、⽇本⽂化の魅⼒を再確認することを⽬的として開催されます。
出演者には、千葉県旭市出⾝で同市の観光⼤使も務める落語家の桂
⽵千代⽒をメインとし、これからの落語会を担う若⼿を中⼼とした
寄席を開催します。東総⽂化会館では、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います。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しております。
  

いしかわ伝統芸能体験
教室

⽯川県 2017/9/30 2018/2/4 ⽯川県
⾦沢市珠
洲市⽩⼭

市

 
次代の⽂化の担い⼿となる⼦どもたちが、⽯川の豊かな伝統芸能に
触れることにより、伝統芸能に対する関⼼を深めることができる機
会を創出し、伝統芸能の裾野拡⼤と後継者の育成につなげる。⾞椅
⼦を使⽤する障害者も参加できるよう、会場には⼗分なスペースを
確保するなど、障害者にとってのバリアを取り除く取り組みも⾏
う。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第３回ドリーム夜さ来
い祭り in ニューヨー
ク

⼀般財団法⼈ド
リーム夜さ来い
祭りグローバル
振興財団

2017/5/29 2017/5/29 海外

アメリカ
合衆国
ニュー

ヨーク市

 
東京お台場・丸の内等で開催されるドリーム夜さ来い祭り(共催:東
京都 他)の海外展開版。「世界の交差点」ＮＹタイムズスクエアで
実施。このエリアでのお祭り連続開催は世界初。◆開催趣旨【１】
東京・ニューヨークの姉妹都市同⼠の交流促進／⽇⽶市⺠同⼠の交
流促進 【２】東京の姉妹都市ＮＹでの東京オリンピック・パラリン
ピックの開催機運醸成とオリンピックレガシーの構築 【３】⽇⽶
相互での持続可能な「⼈」・「観光」・「商業」などの活性化。◆
展開内容 【１】⽇本及び在⽶のよさこいチームによるオリジナル楽
曲によるよさこい鳴⼦踊り【２】観客⾶⼊り参加型演舞・総踊り／
⽇本の今の⽂化の紹介体験コーナー／ＮＹ⽂化特別コラボ 等 ◆当
祭の特徴。１）既存の枠組みにとらわれない誰でもクリエイティブ
に参加できる。 ２）世代・国籍・⾝体の障害を超えた「ユニバーサ
ル型」３）地域の伝統を⽣かしつつ参加者が⾃由に進化・成⻑させ
る 

阿波藍アート
２０１７ｰ１８
「藍のけしき」

徳島県 2017/5/26 2018/2/12 徳島県 徳島市

 
 公式エンブレムに採⽤された⽇本の伝統⾊「藍⾊」。「藍」と⾔
えば徳島の「阿波藍」。
 阿波藍アート２０１７ｰ１８「藍のけしき」では、約３００名の参
加者が、⽳を空けた箱に⼊れた「藍の布」と共に半年を過ごしま
す。布は参加者と同じ光や空気に触れ表情が変化、布は⽳から参加
者の⽣活を眺め、同じ光や空気に触れ表情を変化させます。⾊の変
化で海外の⽅にも⽣活の中に息づく阿波藍の魅⼒を感じていただけ
ます。
 最後に、布を集め、３００名の半年間、すなわち150年分という
時間により「アート展・藍のけしき」で⼀つの空間を構成します。
アート展では多⾔語での説明掲⽰を⾏い、海外からの来訪者にも作
品の意義をお伝えします。
〈⽇時〉藍との⽣活参加者募集：平成２９年５⽉、アート展：平成
３０年1⽉下旬〜2⽉中旬（予定）
 

⾼岡市・フォート
ウェーン市姉妹都市提
携
40周年記念能楽鑑賞
会

⾼岡市 2017/5/19 2017/5/19 富⼭県 ⾼岡市

 
英語と⽇本語の解説を併⽤した能楽の鑑賞会。
能の楽しみ⽅、本市の能の⽂化についての解説や、連調連管、仕
舞、そして能「猩々」を鑑賞する。
本事業は、姉妹都市からの親善訪問団の受け⼊れ機会に開催し、市
⺠と共に鑑賞できるよう⼀般公開を⾏うもの。
  

氷艶hyoen2017
ー破沙羅ー

株式会社
ユニバーサル
スポーツ
マーケティング

2017/5/20 2017/5/22 東京都 渋⾕区

 
東京オリンピックの開催が2020年に決定し、⽇本は以前にも増して
世界中からの注⽬を浴びることになりました。本公演は、⽇本の代
表的な⽂化芸術である歌舞伎と、芸術性に富んだスポーツである
フィギュアスケートを融合した、オールキャスト⽇本⼈によるス
トーリー仕⽴てのアイスショー。2020年に向けて、スポーツと⽂化
を通して⽇本の魅⼒を世界に発信する新しいショーです。
また、今後、本公演映像の英語版を制作・放送し、海外の⽅へも分
かりやすく展開していく予定です。会場はバリアフリー設備が整っ
ており、⾞椅⼦の⽅でもお楽しみいただけます。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

神⽥祭 神⽥明神 2017/5/11 2017/5/17 東京都
千代⽥区

他

 
 神⽥祭は、神⽥明神で２年に１度５⽉中旬に開催。
 メインは「神幸祭」という明神様が乗った鳳輦と神輿を中⼼とす
る豪華絢爛な⾏列が、⽒⼦の各町会を巡り、町々を祓い清める神事
でり、100台もの神輿が集結して、約1000⼈、500メートル以上も
続く⾏列が東京を埋めつくしている。神⽥祭は威勢がよく、活気が
あるとされ今でも江⼾の華と呼ばれている。
 なお、境内にはスロープ設置され、⾞椅⼦でお越しになる⽅への
配慮がされ、また⾨前にある由緒書は英語・中国語・韓国語に対
応。
  

⾼岡御⾞⼭祭 ⾼岡市 2017/5/1 2017/5/1 富⼭県 ⾼岡市

 
 ⾼岡御⾞⼭は加賀藩祖前⽥利家が豊⾂秀吉より拝領し、⼆代当主
前⽥利⻑が慶⻑14年（1609年）に⾼岡城を築くにあたり町⺠に与
えられたのが始まりと伝えられている。
 ⾼岡關野神社の祭礼⽇に神輿と共に曳廻されてより以来、今⽇に
⾄るまで⾼岡の発展とともに継承。⾼岡町⺠の⼼意気と財⼒に⽀え
られ、格式も⾼く、⽇本でも屈指の華やかな⼭⾞であり、「⽇本遺
産」の構成⽂化財であるほか、「⼭・鉾・屋台⾏事」としてユネス
コ無形⽂化遺産の登録を受けている。
 このたび、⾼岡市では中国語・英語・韓国語に対応した紹介パン
フレットを発⾏しており、⾏事としての保存・継承を重んじ国際化
に向け取組んでいる。
  

第３７回 ⼭の都ふれ
あいコンサート

アドブレーン・
共⽴・NTT-F共
同事業体

2017/11/19 2017/11/19 ⼭梨県 甲府市

 
 『⼭の都ふれあいコンサート』は、１９８１年の「国際障害者
年」をきっかけとして⽣まれた。当初は、障害をもった⽅々から寄
せられた詩に曲を募集し、コンサートの場で発表するということを
ベースに⾏われてきたが、その後は、詩の募集対象を⼀般に拡⼤
し、障害の有無に関係なく、幅広い年齢層の⽅々から応募をいただ
くようになった。
 現在は、当コンサートに加え、「創作ミュージカル」や「⼀⾏詩
の朗読劇」といった表現⽅法を取り⼊れたり、聴覚障害を乗り越え
て活躍しているバンド「シャンテ」やつながりあそびうたを全国に
広め、楽しい活動を続けている「若⽵ミュージカル」などの外部団
体を招き、そのエネルギーを吸収しながら、ともにコンサートを作
り上げる。なお、公演本番は、⼿話者舞台に⽴ち、客席に向かって
⼿話により伝える。
 

夏の観能の⼣べ
⽯川県（いしか
わの能楽鑑賞事
業実⾏委員会）

2017/7/1 2017/8/26 ⽯川県 ⾦沢市

 
 ⽯川県において、藩政期から育まれてきた能楽⽂化の振興のた
め、県⽴能楽堂において、「夏の観能の⼣べ」を開催し、低廉な価
格で能・狂⾔を鑑賞する機会を広く提供し、能楽愛好者の増加を
図っている。
 さらに、今年度より新たに、⼀般公演の上演前に能楽体験を実施
することとしている。⾞椅⼦を使⽤する障害者も参加できるよう、
会場にはスペースを確保するなど、障害者にとってのバリアを取り
除く取組みも実施。
  

いしかわの⼯芸の巨匠
に聞く

⽯川県（兼六園
周辺⽂化の森活
性化推進実⾏委
員会）

2017/5/3 2017/8/31 ⽯川県 ⾦沢市

 
 ⽯川県の伝統⼯芸の魅⼒に触れてもらうため、⼈間国宝をはじめ
とした各分野の巨匠に、これまでの歩みや仕事にかける思い、後継
者育成等について語ってもらうリレー講演会を実施。
 この講演会では、⾞椅⼦を使⽤する障害者も参加できるよう、会
場にスペースを確保するなど、障害者にとってのバリアを取り除く
取組みも実施。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第14回 ユネスコ記念
能

公益社団法⼈能
楽協会

2017/10/6 2017/10/6 東京都 渋⾕区

 
 能楽は650年余の間、時代時代の役者によって守られ磨かれ、平
成13年ユネスコにおいて、第1回「⼈類の⼝承及び無形遺産の傑作
の宣⾔」を受けた。
 当協会では、この貴重な⼈類の財産を後世に伝え、⽇本⽂化への
理解を⼀層深めてもらうことを⽬的に本公演を開催。
 今回は、⼥流能楽師によるシテ⽅五流⽴合公演を企画。解説や謡
の⽂句が分かるよう⽇英字幕システムも活⽤し、能楽の奥深さに触
れられる「異流競演、⼥流競演」の舞台。

ミュージカル「ＫＩＮ
ＪＩＲＯ！〜本当は⾯
⽩い⼆宮⾦次郎〜」

⼭形県 2017/9/3 2017/9/3 ⼭形県 ⼭形市

 
 ⽇本の偉⼈⼆宮⾦次郎の評伝劇をミュージカル化した演劇公演。
脚本家として演劇、映画、テレビドラマ、新作落語の執筆など幅広
く活躍している鈴⽊聡⽒が作・作詞・演出を務め、秋⽥県に拠点を
持ち、⽇本の⺠俗芸能を基盤とした演⽬を多く上演する劇団「わら
び座」が公演する。
 ⽇本の偉⼈を題材に、⽇本の⺠俗芸能を取り⼊れた、⽇本ならで
はのミュージカルを⾏うことで、⽇本の優れた演劇⽂化を発信す
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。
 

⼯藤直⼦＆新沢としひ
こ講演会＆コンサート

⼭形県 2017/9/10 2017/9/10 ⼭形県 ⼭形市

 
 世界的詩⼈であり童話作家の⼯藤直⼦⽒の詩の朗読にあわせ、シ
ンガーソングライターの新沢としひこ⽒が楽器を演奏したり歌を歌
うコラボレーションコンサート。⼯藤直⼦⽒は、その詩が教科書に
掲載されるなど、⽇本を代表する詩⼈であり、優れた童話も多数執
筆している。その詩を新沢⽒の⾳楽に載せて発信することで、⽇本
の⾔葉の素晴らしさを発信する。
 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。
  

⽇本の現代アートがこ
こにある！ ⾼橋コレ
クション・マインドフ
ルネス２０１７

⼭形県 2017/7/22 2017/8/27 ⼭形県 ⼭形市

 
 ⼭形県ゆかりの精神科医・⾼橋⿓太郎⽒が収集した現代アートの
コレクションによる展覧会。1980年代から2000年代の⽇本を代表
する作家たち（草間彌⽣、奈良美智など）の作品約80点を通し、⽇
本現代アートの多様な展開を概観するとともに、さまざまな楽しみ
⽅を紹介、⽇本⽂化を発信。
 実施に際しては、ホームページや配布物に英語での解説を併記
し、外国⼈も楽しめるものとする。
  

重松清講演会 ⼭形県 2017/9/9 2017/9/9 ⼭形県 ⼭形市

 
 「とんび」や「流星ワゴン」など、⽇本の家族を題材とした温か
い作品で有名で直⽊賞を受賞した⽇本を代表する作家である重松⽒
の講演会を実施することで、⽇常にあふれる⽣活⽂化や、⽇本⽂学
の素晴らしさを発信。
 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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

特集展⽰ 京都⽔族館
連携企画「京博すいぞ
くかん―どんなおさか
ないるのかな？」

京都国⽴博物館 2017/7/25 2017/9/3 京都府 京都市

 
 2017年は、⽇本の法令上「国宝」の語が初めて使⽤された「古社
寺保存法」制定より120年になる。
 当館開館と軌を⼀にするこの節⽬の年に、実に41年ぶりとなる
「国宝展」を開催。
 本展覧会では、歴史と美を兼ね備えた国宝約200件を⼀堂に会
し、わが国の悠久の歴史と美の精華を顕彰いたします。
 なお、バリアフリー化されている平成知新館において開催するこ
とで、より多くの⼈に楽しんでいただける。
 また、⾳声ガイドや作品名称等を英語・中国語・韓国語の３⾔語
にも対応することにより、海外の⽅にもより展覧会を楽しんでいた
だける。
  

京都国⽴博物館開館
120周年記念特別展覧
会「国宝」

京都国⽴博物館 2017/10/3 2017/11/26 京都府 京都市

 
 2017年は、⽇本の法令上「国宝」の語が初めて使⽤された「古社
寺保存法」制定より120年になる。
 当館開館と軌を⼀にするこの節⽬の年に、実に41年ぶりとなる
「国宝展」を開催。
 本展覧会では、歴史と美を兼ね備えた国宝約200件を⼀堂に会
し、わが国の悠久の歴史と美の精華を顕彰。
 なお、バリアフリー化されている平成知新館において開催するこ
とで、より多くの⼈に楽しんでいただける。
 また、⾳声ガイドや作品名称等を英語・中国語・韓国語の３⾔語
にも対応することにより、海外の⽅にもより展覧会を楽しんでいた
だける。
  

「⽟すだれ博覧会〜⽇
本⼈の知らないニッポ
ンの芸能~」

⼀般社団法⼈ 
⼤江⼾⽟すだれ

2017/5/15 2017/5/15 東京都 墨⽥区

 
 ♪さては南京⽟すだれ･･の⼝上でおなじみのため、中国のものと
勘違いされている「⽟すだれ」は、実は歴とした⽇本の芸能であ
り、⽼若男⼥、⾞椅⼦の⽅でも簡単にできる稀有な伝統芸。
 海外で演じると「シンプルで美しい。リズミカルで楽しい」と喜
んでいただけるのに、⽇本⼈⾃⾝がこの芸能を知らないのは残念で
ある。
 そこで今回、全国からプロアマ問わず200名を超える愛好者が集
結。伝統的な⼀曲から、現代に合わせた新演出まで、6時間に渡っ
て⽟すだれをＰＲ。
 インバウンド向けの英語バージョンも、座ったまま、⾞椅⼦でも
出来る「ラジオ体操⽟すだれ」も、さらには実際に体験のワーク
ショップも開催。同じ道具で誰もが楽しめる“⽇本⼀敷居の低い伝統
芸”を楽しんでいただける。
  

県⺠の⽇記念イベント 栃⽊県 2017/6/17 2017/6/17 栃⽊県 宇都宮市

 
 平成29年３⽉に策定した「とちぎ版⽂化プログラム」のリーディ
ングプロジェクト事業の⼀環として、県⺠の⽇記念イベントとの同
時開催によりユネスコ無形⽂化遺産登録の「烏⼭の⼭あげ⾏事」と
「⿅沼今宮神社祭の屋台⾏事」のお囃⼦の実演のほか、県庁周辺に
おいて県内主要屋台による県⺠参加型の屋台引き回しパレードを⾏
い「祭り」をテーマに栃⽊の⽂化の魅⼒を発信。
 式典会場となる県議会議事堂内には障がい者⽤観覧スペースを⽤
意するほか、外来駐⾞場に障がい者専⽤スペースを確保する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

装×奏 キモノとクラ
シックの響宴

装×奏 キモノ
とクラシックの
響宴

2017/9/18 2017/9/18 ⼤阪府 ⼤阪市

 
 「着物を⾳楽を、もっと⾝近に、より⽇常に。そしてこれからの
可能性を提案したい」をコンセプトに、和装着装⼠と演奏家によっ
て構成されるコラボステージ。
 和装着装⼠は全員が国家資格を持ち、演奏家はソロ活動の他、
オーケストラやアウトリーチなど多⽅⾯で活躍。またそれに関わる
芸術として、貴重な⽇本古来の優良蚕種、純国産絹⽷「松岡姫」で
作られた着物やプロダンサーの協⼒を得る。
 開催場所として、国⽴⽂楽劇場は⽇頃から伝統芸能の保存と振興
を図る場所でもあり、会場はバリアフリー設備が整っている他、外
国語対応スタッフがいる為、障害者にとっても外国⼈にとっても⾜
を運び易い環境。
 現在、当⽇配布予定のプログラム冊⼦には外国語表記を取り⼊れ
るよう作成を進めている。⽇本の美しい着物と⾳楽が融合した新し
いステージを提供。
 

第5回 調布国際⾳楽
祭 ２０１７ Ｃｈｏ
ｆｕ Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ Ｍｕｓ
ｉｃ Ｆｅｓｔｉｖａ
ｌ

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
ʻ和ʼ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、⻘少年を中⼼
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。
 ⻘少年を中⼼に、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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

２０１７新潟シティラ
イド

新潟市 2017/6/4 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，市⺠の健康維持・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 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
  

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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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 2017/4/24 海外 フランス

 

 フランス・パリ市のフランス銀⾏⻩⾦の間を会場とし、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、弊会副会⻑⼤⾕祥⼦の
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 2017/5/17 埼⽟県 鴻巣市

 
 アースミーティングキャラバンは、和太⿎集団⻤太⿎座による、
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年より⻤太⿎座と連携し、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。
  

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 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、⽇本舞踊や⺠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。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

季刊会報誌
「JAPONisme」

ジャポニスム振
興会

2017/4/1 2018/3/31 全国 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。
 

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 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、⼀般市⺠及
び外国の⽅にも参加いただくことを予定。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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。
  

池⽥JAZZ横丁2017 徳島県 2017/5/20 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（⻑野）・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⺠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 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。
  

185



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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。
 

ノーマライゼーション
バンド【VIVIMOS】
によるライブツアー

特定⾮営利活動
法⼈らいふス
テージ

2017/4/2 2018/3/31 佐賀県 県内

 
  Vivimosは知的障がい・精神障がい・⾝体障がいの⽅々と職員によ
るロックバンドです。平成29年4⽉2⽇を⽪切りに1ヶ⽉に1回ずつ
佐賀県内を周りライブ活動を⾏う予定としており、平成29年4⽉2⽇
には和太⿎の⼒強い⾳⾊を伝える佐賀県⼩城市の和太⿎グループ⼩
城太⿎とのジョイントライブを開催。以降も訪れた地域の伝承芸能
等とコラボレーションしていき⽇本⽂化の素晴らしさを伝えていき
ます。また、【障がいがあろうとなかろうと、同じ舞台に⽴ってい
るのは同じ⼈。⼀緒に⼀所懸命に楽しむ】をモットーとして、訪れ
た地域の⽅々と、障がいとは、⼈とは、共に⽣きる社会作りとは、
考えるきっかけ作りを⾏います。
  

第３回ぎふ清流⽂化プ
ラザ⺠謡まつり

岐⾩県 2017/5/21 2017/5/21 岐⾩県 岐⾩市

 
「⺠謡」とはその⼟地で古くから世代を超え歌い継がれてきた伝統
芸能であり、作業唄や祭り唄など、⼟地に根付いた⽣活の場⾯から
⽣まれてきたものである。岐⾩県ではこの⺠謡を２０２０年以降も
伝承すべき“レガシー”と捉え、その魅⼒の再認識、次世代への継承
を⽬的として、県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」において、⺠謡の
公演を開催する。
 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
慮を⾏う。
 

春のめざめ
公益財団法⼈神
奈川芸術⽂化財
団

2017/5/5 2017/5/23 神奈川県 横浜市

 
思春期の少年・少⼥たちの性の⽬覚め、⽣きることの葛藤、⼤⼈や
社会からの抑圧という、普遍的なテーマに１９世紀後半に挑戦、そ
のセンセーショナルな内容に上演禁⽌処分までになった、ヴェデキ
ントの問題作を、今を⽣きる注⽬の若⼿俳優により、原作版のスト
レート・プレイとして現代に蘇らせる試み。⾳楽にはDRAGONASH
でおなじみの降⾕建志⽒を迎え、新たな表現の地平を開く発信性の
⾼い演劇上演となる。⾞いす専⽤スペースの確保ならびに、盲導
⽝、聴導⽝、介助⽝の同伴対応も含め障がいをもつ⽅の鑑賞にさま
ざまな劇場設備で対応すると同時に、専⾨的なスタッフを配置。外
国⼈鑑賞者向けに英語等の作品パンフレットを配布する予定。
  

字幕表⽰＆⾳声ガイド
による鑑賞サポートあ
り！柏市⺠⽂化会館バ
リアフリー企画
「⼿話落語＆ノーボー
ダー映画上映会」

柏市⺠⽂化会館
指定管理者柏市
⺠⽂化推進パー
トナーズ

2017/6/2 2017/6/2 千葉県 柏市

 
視覚障害のある⽅には同時上映の⾳声ガイドを、聴覚障害の⽅には
⼿話による同時通訳や字幕表⽰を。障害のある⽅もない⽅も、若い
⽅も⾼齢の⽅も、⼀緒に楽しめる劇場体験イベント「⼿話落語＆
ノーボーダー映画上映会」。落語と映画の両⽅をお楽しみいただけ
ます。また、ホールロビーではワンコインマッサージや福祉団体が
⼿掛けた天然酵⺟パンや⼿作り加⼯品の販売、視覚・聴覚・⾔語障
害の⽅のための、⽇常⽣活⽤具の展⽰会も同時開催いたします。ロ
ビーでゆっくり過ごしていただき、落語と映画をお楽しみくださ
い。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

札幌演劇シーズン
札幌演劇シーズ
ン実⾏委員会

2017/7/22 2018/2/22 北海道 札幌市

 
 札幌で⽣まれた優れた演劇作品の⻑期公演を⾏う「札幌演劇シー
ズン」を夏冬それぞれ1か⽉間開催し、演劇振興を図るとともに、
札幌の新たな街の魅⼒としての活⽤を図る（⼀部外国語字幕公演を
実施）。
●札幌演劇シーズン2017-夏（平成29年7⽉22⽇〜平成29年8⽉23
⽇、5作品）出演予定団体：yhs、パインソー、ミュージカルユニッ
トもえぎ⾊、イレブン☆ナイン、intro
●札幌演劇シーズン2018-冬（平成30年1⽉20⽇〜平成30年2⽉22
⽇、5作品）出演予定団体：イレブン☆ナイン、⻘年団リンク ホエ
イ、円⼭ドジャース、弦巻楽団、コンカリプロデュース
  

国際陶磁器フェスティ
バル美濃ʼ１７

岐⾩県 2017/9/15 2017/10/22 岐⾩県 多治⾒市

 
  国際陶磁器フェスティバル美濃は、陶磁器のデザイン・⽂化の
国際的な交流を通じた、更なる陶磁器産業の発展と⽂化の⾼揚を⽬
的として、「⼟と炎の国際交流」をテーマに1986年以降、3年に1
度開催されるトリエンナーレで今回で第11回⽬の開催となる。
2020年以降も継続して開催するレガシーと捉え、関係者が⼀丸とな
り取り組んでいる。
 世界各国から出展される国際陶磁器コンペティションの⼊賞・⼊
選作品の展⽰や、地元陶磁器メーカーの新作⾒本市、障害者が制作
した作品の展⽰など多治⾒市、瑞浪市、⼟岐市の美濃陶産地に密着
した事業を実施する。
 英語併記の「公式ガイドブック」を制作し、国内外からの来場者
に配付する。
  

台東区⽂化ガイドブッ
ク ⽂化探訪
（ＨＰ運営事業）

台東区 2017/4/1 2018/3/31
WEBサイ

ト
WEBサイ

ト

 
「歴史と⽂化のまち」台東区は、上野、浅草をはじめとした多くの
⽂化資源が集積しています。ＷＥＢサイト『⽂化探訪』は、台東区
の多様な⽂化の魅⼒と都市としての魅⼒を、芸術、歴史、デザイ
ン、建築などの様々な視点から、多⾔語（⽇英中韓）で国内外へ広
く発信しています。
台東区の名所を紹介する記事を中⼼に、インタビューページ、パノ
ラマ画像等を掲載することで、歴史ある⽂化の魅⼒を多⾓的に深く
理解していただけます。
『⽂化探訪』は、デジタルアーカイブによる⽂化継承を⽬的として
掲載内容の充実を図りながら、台東区と早稲⽥⼤学メディアデザイ
ン研究所の共同研究プロジェクトとして制作、運営をしています。
  

２０２０東京オリン
ピック・パラリンピッ
ク競技⼤会パラオ共和
国選⼿団事前キャンプ
実施に関する基本合意
書締結式

東京オリパラ推
進協議会（宮城
県蔵王町・茨城
県常陸⼤宮市）

2017/4/21 2017/4/21 東京都 永⽥町

 
宮城県蔵王町と茨城県常陸⼤宮市では、パラオ共和国を相⼿にホス
トタウンとして承認を受け、「東京オリパラ推進協議会」を設⽴
し、事前合宿受け⼊れなどの基本合意書締結に向け、種々連携し事
業推進をおこなっております。  この度、パラオ共和国オリン
ピック担当⼤⾂及び同国オリンピック委員会役員をお招きし、⼀市
⼀町連携による取り組みをいち早く全国に発信し、２０２０オリン
ピック・パラリンピック開催に向けた機運の醸成の⼀助となるよ
う、基本合意書の締結式を開催する運びとなりました。締結式は相
⼿国の⾔語を交え同時通訳で進⾏し、リアルタイムでの共通理解を
図るとともに、終了後に開催する祝賀会では、⼥性アカペラユニッ
ト（ＸＵＸＵ／しゅしゅ）による、パラオ共和国の歌や、⽇本童謡
などを交えたヴォイス・パフォーマンスを披露していただき、お互
いの国⺠性の理解を深めながら、今後の様々なフィールドでの更な
る国際交流の促進となるよう実施します。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

琵琶湖周航の歌100周
年記念式典

滋賀県 2017/6/24 2017/6/24 滋賀県 ⾼島市

 
湖上から⾒た県内各地の情景が歌いこまれた湖国を象徴する名歌
「琵琶湖周航の歌」が誕⽣100周年を迎えるにあたり、記念事業を
⾏う。本式典を通じて、「琵琶湖周航の歌」の魅⼒および琵琶湖と
ともに育まれてきた湖国の⾵⼟、歴史、⽂化の魅⼒を再発⾒すると
ともに、未来を担う⼦どもたちへ、その魅⼒を継承することを⽬指
す。事業の実施にあたっては⼿話通訳や要約筆記を⼿配予定。
  

最⾼峰の⽇本⽂化講座 
GENUINE JAPAN

⼀般社団法⼈⽇
本⽂化継承者協
会本部

2017/2/17 2017/11/11 東京都 渋⾕区

 
 本講座は“⽇本を語れる真の国際的⼈材育成・次世代リーダー育成”
と、世界各国から⽇本を訪れた⽅々に対し  “最⾼峰の⽇本⽂化” を
体験して頂くことを⽬的に「⽣活」「嗜み」「武」などからなる伝
統⽂化を、これまでのように点ではなく、“総合的” に学んで頂ける 
“特別プログラム” として設⽴。また、同時通訳も対応しており、海
外の⽅も体験・受講可能。
  

MICOTO8
⼀般社団法⼈⽇
本⽂化後継者育
成⽀援協会

2017/1/31 2017/12/31 東京都 渋⾕区

 
  価値ある伝統技術を次世代へと繋ぐことを⽬指し、様々な⾓度で
新需要創造を促進する事業を展開、現代の”若い世代の感性”に合わ
せた形で取り⼊れられる提案型のライフスタイルブランドとして、
「MICOTO8」が誕⽣。⽇本の⺠族⾐装である”和服”に興味、関⼼が
もてない、若い世代に向けて、反物や和素材を使⽤し、「ドレス」
といった、⾝近で関⼼の⾼いカタチで⽇本の伝統に触れ、纏うこと
により、”和素材や”⽂様””⾊彩”の意味や美しさや、絹の温かさを実
感するきっかけを創造し、原型である和服への興味啓発を促進する
とともに「伝統技術者の新需要創造」として事業を推進。また、英
語が話せるスタッフを配置し、ドレスオーダーを全世界から常時受
付。
  

第53回神奈川県美術
展

神奈川県 2017/6/14 2017/7/1 神奈川県 横浜市

 
 神奈川県美術展は、前回の公募から年齢・所属・国籍を問わず、
応募できる全国公募となった。また、県内の中・⾼校⽣に作品発表
の機会を提供し、創作活動を⽀援するための特別企画展を同時開
催。
 会場は、横浜の観光地に恵まれ、バリアフリー化が進んだ神奈川
県⺠ホール。⽇本全国から集まった魅⼒ある作品を、県内・県外の
⽅、訪⽇外国⼈の⽅に対して、広く展⽰することによって、⽂化の
向上と振興に寄与することを⽬的とする。
  

平成２９年度 京都書
道連盟展

京都書道連盟 2017/8/9 2017/8/13 京都府 京都市

 
 当連盟は平成２９年には設⽴６５周年を迎えた。それを記念し、
１⽉には新春講演会「⽇本の⽂化芸術」を開催。そして年１回の連
盟展を８⽉に開催し、書道⽂化の発展に努める。作品内容は、漢
字、仮名、現代詩⽂、⼀字書、篆刻、刻字など多彩で、会員の⽇頃
の研鑽の発表の場でもある。出品数は２４０点を超え、様々な書⾵
作品を展観。
展覧会場はバリアフリーとなっている。外国の⽅でも鑑賞できるよ
うな⼼象的作品も展⽰。以前、フランスにおいて連盟展を開催した
こともあり、機会があれば海外展も企画しようと思っている。会員
には毎年海外で集中講座を⾏っている者もいる。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第８回⼦どものための
ジャズコンサート ＆ 
ソーシャル・カル
チャー・フェスティバ
ル

特定⾮営利活動
法⼈ キッズ
ファン

2017/10/8 2017/10/8 東京都 港区

 
 ⼀噌流笛⽅・⼀噌幸弘⽒をゲストに迎え、⼀流のジャズ演奏家と
共に、古典、及び⼀噌⽒独⾃の即興演奏の醍醐味を⼦供達に伝え
る。能管、篠笛を使った琴線に触れる⾳⾊は、⽇本⽂化とアメリカ
⽂化が融合され更に⼼に深く残る感動を⽣む。他、⼦供達が「きら
きら星」を、⽇本語、英語、韓国語、中国語、フランス語で歌った
り、あらかじめワークショップを⾏った障がいを持つ⼦供達がス
テージに上がり、簡単な曲を演奏し、楽器持参した観客である⼦供
たちも⼀緒に演奏する等、⼀体となった共演を⾏う。
  

アンサンブル・フェス
ティバル兵庫

兵庫県 2017/9/24 2017/9/24 兵庫県 姫路市

 
 アンサンブルの楽しさや喜びを共有し、その普及と地域⽂化の発
展に寄与することを⽬的として、県内各地域の⾳楽愛好家やグルー
プが⼀堂に会するフェスティバルを開催する。⼩中⾼⽣部⾨、⼤
学・専⾨学校⽣部⾨、⼀般部⾨において、審査を通過した計15組程
度が出演し、⽇頃の練習の成果を披露する。東京2020⼤会のビジョ
ンを踏まえ、 ⾞椅⼦観覧席を7席設け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
引継ぐ。
  

ひょうご名流舞踊の会 兵庫県 2017/10/1 2017/10/1 兵庫県 神⼾市

 
 兵庫県内にある⽇本舞踊の各流派が⼀堂に会し、⽇頃の成果を発
表する場を提供するとともに、伝統美の源を探りながら新しい舞踊
の展開を追求することを⽬的とし、幅広い世代による⽇本舞踊作品
を披露する⼤会を開催する。東京2020⼤会のビジョンを踏まえ、⾞
椅⼦スペースや多⽬的トイレを有するホールで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以降も引継ぐ。
  

ひょうご洋舞フェス
ティバル

兵庫県 2017/11/4 2017/11/4 兵庫県 ⻄宮市

 
 兵庫県内の洋舞家及びその⼦弟を中⼼としたダンサーらが協調し
て質の⾼い踊りを披露し、県⺠に洋舞の楽しさやダンスの魅⼒をア
ピールすることを⽬的として、クラシックバレエやモダンダンスを
対象としたフェスティバルを開催する。東京2020⼤会のビジョンを
踏まえ、⾞椅⼦スペースや多⽬的トイレを有するホールで開催する
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以降も引継ぐ。
  

つるおか⼤産業まつり
2017

つるおか⼤産業
まつり実⾏委員
会

2017/10/21 2017/10/22 ⼭形県 鶴岡市

 
 ⽇本で唯⼀認定されている「ユネスコ⾷⽂化創造都市」ならでは
の⼭・⾥・海で育まれた四季折々の⾃慢の農林⽔産物と伝統的な⾷
⽂化を広く紹介し、販売する「⾒て」「⾷べて」「楽しむ」魅⼒あ
ふれる⼀⼤イベントを開催。会場は原則バリアフリーとし、専⽤駐
⾞場を設ける等障害者にとって参加しやすいものとするほか、⾞椅
⼦の貸し出しや授乳室の設置等、⼦どもから⾼齢者まで誰もが来場
しやすいよう取り組む。
  

庄内酒まつり2017〜
やまがた芳醇〜

庄内酒まつり実
⾏委員会

2017/7/1 2017/7/1 ⼭形県 鶴岡市

 
 
 庄内地⽅の１８酒蔵が⼀同に会し、多彩な⾷と共に地酒が楽しめ
る「庄内酒まつり2017」を⽇本で唯⼀のユネスコ⾷⽂化創造都市で
ある鶴岡市を会場に開催。
 この度の庄内酒まつりでは、英語対応のガイドも配置するなど、
外国⼈に⽇本の⾷⽂化を楽しんでいただけるよう取組みの充実を図
る。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

淹れよう⽇本茶プロ
ジェクト

淹れよう⽇本茶
プロジェクト

2017/4/1 2018/3/31 東京都 港区

 

 ２０２０年に向けて全国各地で「急須で⽇本茶を淹れる」認識度
向上のため、喫茶⾵習、茶の間⽂化の再構築を⽬指し体験型の淹れ
⽅教室や各産地のお茶の試飲会等を⽇本茶インストラクターと協⼒
して実施。また、⽇本茶インストラクターによる外国語による淹れ
⽅教室も実施。

  

第３３回鈍翁茶会
鈍翁茶会実⾏委
員会

2017/6/24 2017/6/25 ⼭形県 ⼭形市

 
 第３３回⽬の鈍翁茶会では、海外留学⽣などの外国⼈に、⽇本の
伝統⽂化「茶の湯」を、⽇本伝統の建築・庭園の空間において、国
宝級の掛け軸や茶道具を間近に鑑賞し、⽇本⽂化の優れた「おもて
なし精神」を楽しんでいただくべく、会場に英語対応できる茶道家
を配置し、英語対応の案内パンフレットを⽤意。
  

チームラボ 徳島県⽂
化の森 デジタルアー
ト展⽰「クリスタルユ
ニバース」

徳島県 2017/3/20 2017/6/30 徳島県 徳島市

 
デジタルアート「クリスタルユニバース」は，光の彫刻の集合体に
よって宇宙空間を表現しており，鑑賞者の⾏動により無限に変化す
る作品。作品の展⽰に際してはパンフレットやホームページで英語
による作品解説を⾏い，外国⼈の⽅にも⾔葉や⽂化の壁を超えて，
⽇本発の新たな「美」を感じていただける。また，会場内にスロー
プを設けたり，⾞椅⼦の貸出を⾏うなど，⾝体に障がいがある⽅に
も楽しんでいただける催し。
  

チームラボ 徳島県⽂
化の森 プロジェク
ションマッピング「⽂
化の森に憑依する滝」

徳島県 2017/3/20 2018/3/19 徳島県 徳島市

 
世界初となる常設型のプロジェクションマッピングであり，建物の
壁⾯に巨⼤な滝が出現。作品の展⽰に際してはパンフレットやホー
ムページで英語による作品解説を⾏い，外国⼈の⽅にも⾔葉や⽂化
の壁を越えて，最先端のデジタル技術が⽣み出す普遍的な美しい景
観を楽しんでいただける。会場となる⽂化の森総合公園内には障が
い者⽤駐⾞場やスロープを設け，⾝体に障がいがある⽅にも作品を
鑑賞していただくことができる。
  

若き演奏家たちによる
クラシックアンサンブ
ルin古⺠家⼭⼗邸

愛川町教育委員
会

2017/5/27 2017/5/27 神奈川県
愛甲郡愛

川町

 
国登録有形⽂化財である古⺠家⼭⼗邸を、⾼校⽣による演奏会の場
として提供し、若者の⽂化・芸術活動を⽀援するとともに、地域資
源としての古⺠家⼭⼗邸の新たな魅⼒を創造・発信していく。開演
前には庭園内に愛川ブランド事業者によるカフェを出店するなど、
ホール等での演奏会さながらの雰囲気を醸し出す。地域で暮らす外
国⼈住⺠も、共に演奏会を楽しむことができるよう、スペイン語・
ポルトガル語に翻訳したプログラム等を⽤意する。
  

市⺠ロビーコンサート 札幌市 2017/4/28 2018/3/23 北海道 札幌市

 
市⺠が気軽に⾳楽に親しみ、⽣活のうるおいを⾼めるとともに札幌
市ゆかりの⾳楽家と市⺠のふれあいの機会を提供し、⾳楽⽂化を振
興するため、市役所１階ロビーで毎⽉１回（原則第４⾦曜⽇）コン
サートを開催。札幌市にゆかりのある中堅⾳楽家が主に出演するほ
か、毎年7⽉には、世界の若⼿⾳楽家を育成する国際教育⾳楽祭パ
シフィック・ミュージック・フェスティバルの講師陣が出演。会場
は市役所１階のロビーで、障がいのある⽅も観覧可能（⾞椅⼦を利
⽤する⽅、⽬の不⾃由な⽅の観覧実績あり）。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ヨコハマ・パラトリエ
ンナーレ2017

横浜ランデヴー
プロジェクト実
⾏委員会

2017/5/27 2017/12/31 神奈川県 横浜市

 
障害のあるなしに関わらず多様な市⺠やアーティストらが対等な⽴
場で芸術活動に取り組むことで、障害のある⽅が社会活動に参加す
る機会をつくり、あらゆる⽴場の⼈が関わりを持つ寛容性のある共
⽣社会の実現を⽬指すアートプロジェクト。３年に⼀度開催。国際
芸術祭として、在⽇・訪⽇外国⼈や外国につながる⼈々のコミュニ
ティを対象にアーティストとの協働による作品制作を実施。外国の
⽅や障害のある⽅をはじめ、多様な⼈々に対する適切な広報⼿段の
選択や多⾔語による情報発信のほか、会場のバリアフリー対応など
を実施。 
  

漫画界のレジェンド 
松本零⼠展

⼭形県 2017/4/1 2017/5/14 ⼭形県 ⼭形市

 
宇宙を舞台としたＳＦ漫画の名作を⽣んだ松本零⼠作品の展覧会。
直筆の漫画原稿、セル画、⽴体模型などの資料も含めた約３００点
の作品で紹介する。作者本⼈によるトークショーや県内教育機関と
連携したワークショップなど関連イベントも開催し、⽇本が誇るメ
ディア芸術であるアニメーション⽂化に触れる機会を提供する。実
施にあたっては、ホームページや配布物に英語での解説を併記し、
外国⼈も楽しめるものとする。
  

第3回全国メロンサ
ミットin鶴岡

第3回全国メロ
ンサミットin鶴
岡実⾏委員会

2017/7/8 2017/7/9 ⼭形県 鶴岡市

 
全国のメロン⽣産・流通関係者が⼀堂に会して情報交換を⾏い、メ
ロンの歴史や価値、全国のメロンの多様性を学ぶ機会とするととも
に、GI保護制度などを活⽤した海外輸出の可能性など、⽇本のメロ
ンの新たな展開を模索する。⼀般向けイベントも開催。１⽇⽬は全
国産地⾸脳会談、メロンシンポジウム等を⾏う。２⽇⽬は「全国メ
ロンと庄内砂丘メロン魅⼒の共演」と題し、⼀般消費者向けに全国
のメロンやメロン加⼯品の販売、ワンコイン⾷べ⽐べ等のイベント
を開催。イベント会場は原則バリアフリーとし、専⽤駐⾞場を設け
るなど、障がい者にとって参加しやすいものとするほか、シャトル
バスも運⾏。
  

「広島神楽」定期公演

RCC⽂化セン
ター・イズミテ
クノホールマネ
ジメントグルー
プ共同事業体

2017/4/5 2017/12/27 広島県 広島市

 
中国地⽅に伝わり現在でも150ちかい神楽団によって県内各地で盛
んに⾏われている「広島神楽」(芸北神楽）を、広島平和記念公園に
もほどちかい市内中⼼部のイベントホールで、4⽉から12⽉までの
間の毎週⽔曜⽇の夜、年40回近く上演。国内だけでなく、海外から
の観光客の皆様にもご覧いただくために、英語の掲⽰物、案内を設
置し、より深く神楽を楽しんでいただくために出演神楽団の紹介や
上演演⽬の内容について英語のチラシを配布。
  

サンシャワー：東南ア
ジアの現代美術展 
1980年代から現在ま
で

独⽴⾏政法⼈ 
国際交流基⾦

2017/7/5 2017/10/23 東京都 港区

 
2017年のASEAN（東南アジア諸国連合）設⽴50周年を記念し、東
南アジア地域の現代美術を概観する展覧会を⽇本を代表する美術館
⼆館で同時に開催。ASEAN10か国の作家約85組、計180点の作品
を⼀挙展⽰する、同種の展覧会としては史上最⼤規模のものとな
る。アート作品の展⽰を通じ外国⼈と⽇本⼈の⾔葉の壁を取り除く
とともに、同時代に東南アジアで⽣きる⼈々への共感と理解を醸
成。会場には⽇・英・中・韓の4⾔語の来場者配布⽤作品リスト、
及び⽇英2⾔語での⾳声ガイドを配置（予定）。
  

191



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

インターナショナル和
⾷フォーラム（関⻄・
⼤阪⽂化⼒会議２０１
７）

公益財団法⼈ 
関⻄・⼤阪２１
世紀協会

2017/4/17 2017/4/17 ⼤阪府 ⼤阪市

 
 ユネスコ無形⽂化遺産に登録され、いまや世界的な広がりを⾒せ
る「和⾷」。⼈類の健康に貢献する「インターナショナル和⾷
フォーラム（I.W.F.）」を開催し、'17⾷博（2017年4⽉28⽇
（⾦）〜5⽉7⽇（⽇））とともに世界に発信する。会場がバリアフ
リーとなっており、傍聴席には障がい者席を設ける。また、パンフ
レットやチラシの⼀部に外国語を表記。
  

TOYBOX OF JAPAN
⼤⽇本印刷株式
会社

2017/4/5 2017/6/10 海外

マレーシ
ア・クア
ラルン
プール

 
⽇本企業の技術や製品と「知育」を掛け合わせた体験型展⽰イベン
ト「TOYBOX OF JAPAN」を、マレーシアの⾸都・クアラルンプー
ルのISETAN The Japan Store内において開催。同イベントにおい
ては、イベント会場を“おもちゃ箱”に⾒⽴て、⽇本企業の技術・製
品などを「知育」に活かしたオリジナルの“おもちゃ”の数々を”遊び
ながら学べる体験型の知育コンテンツ”にアレンジ。来場者は全ての
“おもちゃ”を実際に⼿にとって五感で体感し、「不思議に思う」
「驚く」「触れる」「遊びつくす」ことでさまざまな「学び」を得
ることができる。遊び⽅や製品説明については⽇本語、英語を併
記。
  

アート・ミックス・
ジャパン2017

アートミックス
ジャパン実⾏委
員会

2017/4/1 2017/4/23 新潟県 新潟市

 
“⽇本が誇る⼀流の伝統芸術を、気軽に、楽しみながら、学べる”。
をテーマに、⽇本各地の伝統芸術の⼀流アーティストが新潟に集
結、3週間で27の公演を⾏う和の祭典。
歌舞伎や能、狂⾔、神楽、和楽器などのステージとともに、和⾷・
酒・着物・⼯芸品等のコンテンツも展開することで⽇本⽂化の魅⼒
を⼀挙に体感できる。⾞いす席を完備、当⽇の案内担当をつけるな
ど、障がいをお持ちの⽅にも安⼼してご来場いただける。HPは⽇本
語サイト・英語サイトで対応し外国⼈へも対応。
  

ぎふ清流⽂化プラザ
「tomoniプロジェク
ト（2017年4⽉）」

岐⾩県 2017/4/16 2017/6/7 岐⾩県 岐⾩市

 
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、障がい者による舞台公演「ハー
トアートライブtomoni2017」、舞台芸術鑑賞会「スプリングハー
トフルフェスタ」、芸術企画展「○△□な⽇常」を開催し、共⽣社
会の実現を⽬指す。
  

港南ふれあい桜祭り 
ボートレース表彰式で
勝利のブーケを届けた
い！

⼦供達が作る
【勝利のブー
ケ】をスポーツ
選⼿に届ける会

2017/4/2 2017/4/2 東京都 港区

 
【港南ふれあい桜祭り】のイベントの⼀つであるボートレースの表
彰式で、優勝チームに賞状と共に渡される【勝利のブーケ】を⼦供
達に作ってもらうワークショップを開催。ブーケは、造花を使⽤。
桜の造花を使うことによって、⽇本の桜の美しさを海外に発信。
ブーケ製作のワークショップは、バリアフリースペースで⾏う。外
国⼈でもワークショップに参加できるように、英語でも募集表記・
指導をする。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ＰＭＦ2017 第28回
パシフィック・ミュー
ジック・フェスティバ
ル

公益財団法⼈パ
シフィック・
ミュージック・
フェスティバル
組織委員会

2017/7/8 2017/8/1 北海道 札幌市

 
世界中からオーディションで選ばれた若⼿⾳楽家が世界⼀流の教授
陣からクラシック⾳楽を学ぶ国際教育⾳楽祭。英語を公⽤⾔語とし
（外国⼈スタッフ等）、国や⾔葉、⽂化の壁を越えた⾳楽の⼒で国
際交流を深める。ウェブサイト、印刷物の英語対応等により外国⼈
来場客にも配慮。札幌市内・外にて約30公演の演奏会を実施。オー
ケストラ演奏会のハイビジョン映像をインターネットにより無料配
信し、会場に⾜を運ぶことが難しい⽅々へ鑑賞の機会を提供。
  

平成29年度学校団体
鑑賞事業「和太⿎鑑賞
公演〜舞太⿎あすか組
〜」

⼀般財団法⼈和
歌⼭県⽂化振興
財団

2017/6/13 2017/6/13 和歌⼭県 和歌⼭市

 
⻘少年の育成事業の⼀環として⽇本の伝統芸能を⾝近に楽しんでい
ただく事を⽬的に、学⽣の皆様を対象とした鑑賞事業を実施。幅広
く県⺠の皆様にも伝統芸能に触れていただきたく、⼀般の⽅も低価
格で鑑賞していただける。特別⽀援学校の⽣徒さんたちにも参加し
ていただく。また、留学⽣の⽅もご招待。
  

⼼のバリアフリー研修 ⽥川市 2017/3/24 2017/3/24 福岡県 ⽥川市

 
福岡県⽥川市は「⽯炭」の産出地であり、筑豊の炭坑を基に描かれ
た⼭本作兵衛⽒の炭坑記録画等が世界記憶遺産に登録されている。
また、「炭鉱」という産業遺産に関して共通点のあるドイツを相⼿
国として、ホストタウンに登録されている。
今後、ホストタウン事業として、市⺠とドイツ⼈選⼿や関係者等と
の交流を⾏い、本市の⽂化や観光等について情報発信していくこと
としている。本市を訪れるパラリンピック選⼿へも⽂化・観光の魅
⼒発信すべく、「⼼のバリアフリー研修」事業を通し、安全・安
⼼・快適なまちづくりを推進し、障がいに対する⼀層の理解を深め
ていく。
  

第１０回声楽アンサン
ブルコンテスト全国⼤
会２０１７

声楽アンサンブ
ルコンテスト全
国⼤会実⾏委員
会

2017/3/17 2017/3/20 福島県 福島市

 
２名から１６名までの少⼈数編成の合唱グループによるコンテス
ト。各都道府県で開催されるアンサンブルコンテストで優勝した団
体など、各都道府県合唱連盟から推薦された団体と全国、海外から
の公募団体の127団体が出場。外国語対応の⼤会ＨＰやチラシによ
り、海外団体からスムーズに応募できるよう取り組んでいる。ま
た、⼤会期間中は、通訳アテンドを海外団体に配置しサポート。
  

百万⽯まちなかめぐり 
さくら2017

百万⽯まちなか
めぐり実⾏委員
会

2017/4/8 2017/4/9 ⽯川県 ⾦沢市

 
本事業は、観光客や外国⼈来場者に対し、多彩な伝統⼯芸・⽂化体
験のワークショップなどを提供し、いしかわの歴史・伝統・⽂化を
発信する。
会場のしいのき迎賓館では、外国語対応可能なコンシェルジュを配
置し、イベント案内などの問い合わせに対応するほか、ボランティ
ア通訳ガイドも配置。また、貸出⽤⾞いすを備える。
  

２０１７いしかわ
ミュージックアカデ
ミー

いしかわミュー
ジックアカデ
ミー実⾏委員会

2017/8/16 2017/8/25 ⽯川県 ⾦沢市

 
本事業は、国内外の著名な講師によるレッスンを⾏い、世界へ⽻ば
たく若⼿⾳楽家の育成と⽯川の⾳楽⽂化の振興と国内外への発信を
⽬的に、平成10年度から実施。毎年、継続的に実施する。英語表記
のホームページやチラシを作成し、外国⼈の受講⽣を広く募集する
ほか、コンサートに出向くことが困難な障害者等のために、県内各
地の特別⽀援学校や福祉施設等等を訪問し、ミニコンサートを実
施。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

清流の国ぎふ芸術祭 
Art Award IN THE 
CUBE 2017

岐⾩県 2017/4/15 2017/6/11 岐⾩県 岐⾩市

 
トリエンナーレ形式の全国規模の公募展。芸術祭の開催を通し、東
京2020⼤会に向け、岐⾩から新たな魅⼒を国内外に発信するととも
に、2020年以降の地域が誇る⽂化芸術をレガシーとして守り、発展
させる。スロープの設置、展⽰空間へ⾞椅⼦が⼊れる設計を⾏う。
さらに、鑑賞ガイド・作品キャプションについては、英⽂を併記す
る等、⽇本語話者でない鑑賞者にも配慮。
  

野外演劇「常陸坊海
尊」

マグカル・フェ
スティバル実⾏
委員会

2017/3/25 2017/3/26 神奈川県 藤沢市

 
神奈川県の推進しているマグカルの⼀環として、本県の舞台芸術に
おけるユニークベニューともいえる場所を活⽤するとともに、地域
の伝承、歴史や所縁を素材とした野外演劇を上演。会場となる相州
藤沢⽩旗神社は、屋外で段差がなく⾞椅⼦での鑑賞が可能とし、障
害者にとってのバリアを取り除く取組を⾏う。
  

興福寺中⾦堂再建記念
特別展「運慶」

東京国⽴博物館 2017/9/26 2017/11/26 東京都 台東区

 
本展は、運慶とゆかりの深い興福寺をはじめ各地から名品を集め
て、その⽣涯の事績を通覧し、さらに運慶の⽗・康慶、実⼦・湛
慶、康弁ら親⼦3代の作品を揃え、運慶の作⾵の樹⽴から次代の継
承までをたどる。本展覧会では、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。また、展⽰解説やキャプションを外国語併記
としている。
  

⾼校⽣の神楽甲⼦園 
ひろしま安芸⾼⽥

安芸⾼⽥市 2017/4/1 2018/3/31 広島県
安芸⾼⽥

市

 
伝統芸能「神楽」を⾼等学校の神楽部等で保存、伝承に励む全国の
⾼校⽣が⼀堂に集い、成果を披露するハレの舞台として「神楽ドー
ム」で開催。平成28年に放送された「舞え！KAGURA姫」のモデル
となったイベント。
  

多⾔語⾳声翻訳システ
ムの社会実装

グローバルコ
ミュニケーショ
ン開発推進協議
会

2017/2/1 2018/1/31 東京都 ⼩⾦井市

 
⽇本発世界最先端の多⾔語⾳声翻訳技術およびその技術を活⽤した
アプリ「VoiceTra（ボイストラ）」の研究開発を促進。
「VoiceTra」の普及啓発活動を⾏ない、⽇本⽂化の魅⼒発信、異⽂
化交流に貢献することで、世界の「⾔葉の壁」をなくし、グローバ
ルで⾃由な交流を実現。
  

川崎・しんゆり芸術祭
（アルテリッカしんゆ
り）２０１７

川崎・しんゆり
芸術祭（アルテ
リッカしんゆ
り）２０１７実
⾏委員会

2017/4/22 2017/5/14 神奈川県 川崎市

 
4⽉22⽇（⼟）から5⽉14⽇（⽇）まで23⽇間にわたり、オペラ、
クラシック、バレエ、ジャズ、演劇、古典芸能、落語、⼦ども向け
公演等、珠⽟の30演⽬37公演を開催。当公演では、⾞椅⼦に対応
し、障害者のバリアを取り除く取組を推進。
  

写真⽂化⾸都推進事業
北海道「写真の
町」東川町

2017/4/1 2018/3/31 北海道
上川郡東

川町

 
毎年７⽉末に全国の写真部⾼校⽣が頂点を⽬指す「写真甲⼦園」、
国内外の写真家を町を挙げて表彰する写真の町東川賞を中⼼とする
「東川町フォトフェスタ」、世界13カ国の⾼校⽣を招聘し、 国際
交流を⾏う「⾼校⽣国際交流写真フェスティバル」など⼀連のイベ
ントを開催。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇本⽂化・スポーツ振
興会を紹介する為の冊
⼦作製及び配布

特定⾮営利活動
法⼈ ⽇本⽂
化・スポーツ振
興会

2017/3/31 2018/3/31 東京都 東京都

 
地域や学校において、⽇本舞踊・筝・尺⼋・三味線・茶道・華道・
囲碁・将棋を体験することで、伝統⽂化・スポーツの次世代への継
承と国際交流に寄与する事業。
  

⽯⾒神楽出張上演
⽯⾒観光振興協
議会

2017/4/1 2018/3/31 島根県 浜⽥市

 
⽯⾒地域に宿泊される団体を対象に宿泊先の旅館やホテル等におい
て低料⾦で⽯⾒神楽を上演。⽇本⼈だけでなく外国⼈にも、古の神
話の世界を体感してもらう。⾝体障がい者⽤のトイレ、駐⾞場、ス
ロープの問い合わせがあれば対応する体制をとる。
  

藍⾊展 徳島県 2017/2/25 2017/3/5 徳島県 徳島市

 
⾐類をはじめ、インテリア、アクセサリー、⽂房具、アートなど、
阿波藍にこだわりを持つ県内外作家の作品が揃い、藍⽂化の奥⾏き
と広がりを伝える⼤型展⽰会。
  

⼄⼥の⽂学展〜⽯川ゆ
かりの作家の少⼥向け
読み物〜

⽯川県 2017/4/22 2017/8/20 ⽯川県 ⾦沢市

 
明治から昭和に⾄るまで隆盛を誇った「少⼥雑誌」にスポットをあ
て、当時の⼥学⽣の⽂化・⾵俗などのほか、⽯川ゆかりの作家を中
⼼に、⽂豪による少⼥向け読み物を紹介。企画展⽰室は、⾞椅⼦で
の移動ができるように展⽰するほか、展⽰室のサインを英語表記。
  

よみがえった⽂化財 
-未来につなぐ⽂化財
保存と修復のわざ-

⽯川県 2017/4/22 2017/5/28 ⽯川県 ⾦沢市

 
これまで⼯房で修復した作品や、加賀藩の保存修復に関する作品・
資料を展⽰するほか、修復作業のワークショップも実施。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分かるようし、外国
⼈にとって⾔語の壁を取り除く取り組みも⾏う。
  

春季特別展「北前船と
⽇本海海運」

⽯川県 2017/4/22 2017/5/28 ⽯川県 ⾦沢市

 
江⼾時代、海の物流の⼤動脈の主役であった「北前船」や「地回り
船」の活動のほか、当時の物流システムを構築し、地域経済に貢献
した「廻船問屋」の活躍を紹介する特別展。
  

いしかわ⼦ども⽂化体
験チャレンジスクール

⽯川県（兼六園
周辺⽂化の森活
性化推進実⾏委
員会）

2017/4/1 2018/3/31 ⽯川県 ⾦沢市

 
⼦どもを対象に、美術、⾳楽、伝統芸能、伝統⼯芸など幅広い分野
で、⽂化体験事業を通年実施。⾞椅⼦を使⽤する障害者も参加でき
るよう、会場には⼗分なスペースを確保する。
  

兼六園周辺⽂化の森
「四季の⽂化回廊」

⽯川県（兼六園
周辺⽂化の森活
性化推進実⾏委
員会）

2017/4/1 2018/3/31 ⽯川県 ⾦沢市

 
兼六園周辺の⽂化施設が連携して、⽯川県の歴史・伝統・⽂化を体
感できる魅⼒あるイベントを四季折々に実施。⾞椅⼦を使⽤する障
害者も参加できるよう、会場には⼗分なスペースを確保する。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

学展 ⽇本学⽣油絵会 2017/8/1 2017/8/4 東京都 ⾜⽴区

 
学⽣アート＆デザインコンクール。⼤賞作品はパリの⽇本⽂化展⽰
施設MaisonWaにて展⽰される。今年よりフランス美術学校からの
出展受け⼊れをスタートする予定。サイトは英語での対応予定。現
地アーティストとの交流も積極的に⾏う。
  

有賀宣美個展 歓び∞
太陽のココロ

岐⾩県 2017/3/20 2017/4/16 岐⾩県 岐⾩市

 
障がいがありながらも絵画など様々な分野で創作活動を続け、全⽇
本アートサロン絵画⼤賞展優秀賞や、岐⾩県芸術⽂化奨励受賞など
受賞歴を持つ有賀宣美（ありが のぶみ）⽒の絵画を中⼼とした個展
を開催。企画展初⽇にはトークショー、ミニコンサートを開催。
  

⼭形ブランド発信イベ
ント in「旅する新⻁
マーケット」

⼭形市 2017/3/31 2017/3/31 東京都 港区

 
「The Japan Connect 旅する新⻁マーケット」において、３⽉31
⽇に、「やまがた舞⼦」の演舞とその舞⼦による⼭形地酒の振舞い
により、⼭形市の伝統・⽂化・特産品をまるごとパッケージ化しＰ
Ｒするイベントを実施。チラシは多⾔語化。
  

内⼦座⽂楽第21回公
演

内⼦町 2017/8/19 2017/8/20 愛媛県
喜多郡内

⼦町

 
国の重要⽂化財「内⼦座」にて、⽇本が世界に誇る伝統芸能のひと
つである⼈形浄瑠璃「⽂楽」の公演を実施。⾞イス使⽤の⽅も公演
に参加しやすいよう配慮。
  

汐留・新橋 企業合同
物産展 NIPPON市 
温泉・⽇本酒編

オリンピック・
パラリンピック
等経済界協議会

2017/3/28 2017/3/29 東京都 港区

 
⽇本全国の⾃治体の特産品、及び温泉を汐留・新橋に社屋を持つ企
業のオフィススペース等を活⽤し、⾜湯と物産展を開催。特産品の
販売や観光PRを実施。物産展に加え、「東京２０２０公式ライセン
ス商品」を全会場で販売。都⼼での開催において、外国⼈観光客も
ターゲットとして英語のチラシなども⽤意。
  

NIIGATA  CUT  IN  
PARK  vol.2＝港×ス
トリートカルチャー第
２弾＝

新潟⻄港エリア
魅⼒創造実⾏委
員会

2017/3/26 2017/3/26 新潟県 新潟市

 
スケートボード、ストリートダンス、けん⽟プレーヤーが集結し、
熱いバトルを展開する「NIIGATA CUT IN PARK」の第２弾。前⽇
には障がい者を対象にしたダンススクールやワークショップを予
定。
  

神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団2016年
度特別演奏会 第11
回フレッシュ・コン
サート

神奈川県 2017/3/4 2017/3/4 神奈川県 横浜市

 
神奈川県ゆかりの若き演奏家にスポットを当て、国内外に発信する
コンサート。⻘島周平⽒と、髙⽊凛々⼦⽒を出演者として迎え、公
益財団法⼈神奈川フィルハーモニー管弦楽団との共演を実施。神奈
川ゆかりの外国⼈であれば無料で⼊会できる「かながわ国際ファン
クラブ」の会員を招待。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

まちごと美術館ことこ
と

株式会社バウハ
ウス

2017/2/1 2018/1/31 新潟県 新潟市

 
障がい者アートを⽉額3000円/枚でお店や企業にレンタルする。①
2016年9⽉〜2017年1⽉まで、新潟県内21店舗のモスバーガーで
「モスごと美術館」を実施。②2017年2⽉6⽇〜JR新潟駅で「えき
ごと美術館」を開催。③現在、カフェ・レストラン・銀⾏・観光案
内所・スーパー銭湯などなどで、まちごと美術館展開中。外国⼈対
応として、英仏翻訳対応を実施。
  

ビッグ・アイ アート
プロジェクト⼤阪府現
代アートの世界に輝く
新星発掘プロジェクト
（第7回公募展⼊選作
品展） 作品募集
2017

ビッグ・アイ共
働機構

2017/4/1 2018/3/31 ⼤阪府 堺市

 
世界の障がいのある⼈を対象にしたアート作品を公募し、美術専⾨
家による現物審査で優秀な作品を選出。障がい者によるアート作品
を世界へ発信する機会となる。また、海外作者の招聘や海外での作
品展覧会の開催など、国内外の作者やアート団体の交流を⽣み出
す。
  

ビッグ・アイ アート
プロジェクト⼊選作品
展 東京・横浜・⼤阪
会場

ビッグ・アイ共
働機構

2017/4/29 2017/8/17 東京都 渋⾕区

 
2016年度の作品応募：約1400作品の中から選出された50作品によ
る展覧会を、東京・横浜・⼤阪の3会場で実施。海外旅⾏者も含め
様々な⼈々が多く⾏き交う商業施設も会場とする。さらに「視覚障
害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」も会期中に実施。
  

ココから照ラス！ ひ
むか芸術舞台

（株）宮崎放送 2017/3/18 2017/3/18 宮崎県 ⾼千穂町

 
天岩⼾神社で、⽇向神話を今に伝える⾼千穂の夜神楽と、その神楽
に魅せられた歌⼿でバイオリニストのサラ・オレインの共演。３か
国語を話すサラ・オレインが宮崎県内の神楽を紹介するＴＶ番組を
今年１⽉から放送。当⽇は⾞いすでの観客にも対応。後⽇、この模
様はＴＶ特別番組として放送。
  

新たな「美濃和紙」ブ
ランド お披露⽬会
（仮称）

岐⾩県 2017/3/21 2017/3/23 東京都 港区

 
受け継いできた精神・技術・機能を伝え、新たな可能性を表現する
展⽰を⾏い、「美濃和紙（ＭＩＮＯＷＡＳＨＩ）」を強⼒に発信。
また、英語併記の「ブランドブック」を制作し、お披露⽬会場他で
配布し、継続的な発信につなげていく。
  

京都⽂化⼒プロジェク
ト2016 -2020
おもてなしワーク
ショップ

京都市 2017/3/9 2017/3/9 京都府 京都市

 
⽇本⼈が⼤切してきたおもてなしや相⼿を思いやる⼼を表現する作
法，マナー等について，より考えを深め，今後京都を訪れる世界の
⼈々に⽇本⼈のこころを伝えていくことを⽬的したワークショップ
を開催。会場には⾞イスを準備するとともに，観覧⽤スペースを設
け，⾝体障害者の⽅の参加にも配慮。
  

川崎⼤師薪能
川崎⼤師薪能実
⾏委員会

2017/5/23 2017/5/23 神奈川県 川崎市

 
「川崎⼤師薪能」を開催することを通して、⼀流の能楽師による演
能を格式⾼い会場にて鑑賞する機会を提供するとともに、⽇本の伝
統⽂化の普及と継承につとめ、地域⽂化の振興を図る。⾞椅⼦に対
応し、障害者のバリアを取り除く取組を推進。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ヨコハマトリエンナー
レ2017

横浜トリエン
ナーレ組織委員
会

2017/8/4 2017/11/5 神奈川県 横浜市

 
横浜トリエンナーレは、3 年に1 度⾏なわれる⽇本を代表する現代
アートの国際展。公式ウェブサイトやチケットブースの多⾔語対応
や無料配布のガイドブック及び⾳声ガイドアプリの⽇英対応など、
海外からの来場者に配慮した取組を進める。
  

東北⾵⼟マラソン＆
フェスティバル2017

東北⾵⼟マラソ
ン＆フェスティ
バル2017実⾏
委員会

2017/3/18 2017/3/20 宮城県 登⽶市

 
春の東北の⽥園⾵景の中を、東北各地の名物グルメを⾷べ、⽇本酒
の仕込み⽔を飲みながら、⾛る楽しみを存分に味わう。⼀般社団法
⼈世界ゆるスポーツ協会と連携し、年齢・性別・運動神経に関わら
ずだれもが楽しめる新スポーツ「ゆるスポーツ」の開催を⾏うな
ど、⼤会のバリアフリー化を推進。
  

間々⽥のジャガマイタ
間々⽥のじゃが
まいた保存会

2017/5/5 2017/5/5 栃⽊県 ⼩⼭市

 
間々⽥地区の惣鎮守である間々⽥⼋幡宮の境内に、各町内の蛇体が
集合する「蛇よせ」で祭が始まる。神主による禱を受けた蛇は、⼝
に御神酒がそそがれ、境内社である⼋⿓神社に参ってから本殿を⼀
周し、境内にある池に⼝を⼊れて⽔を飲ませる。その後、「蛇がま
いた、蛇がまいた」の掛け声とともに町内を練り歩く。英語対応の
チラシを⽤意。
  

國酒PR推進事業（国
際空港キャンペーン）

⽇本酒造組合中
央会

2017/4/1 2018/3/31 東京都 ⼤⽥区

 
東京国際空港において、國酒（⽇本酒、本格焼酎・泡盛）の認識度
向上のため、「⽇本を飲もう！⽇本の酒キャンペーン」と銘打っ
て、國酒の⽂化を含めたPR、試飲会を酒蔵と協⼒して実施。通訳・
補助スタッフにより多⾔語化し外国の⽅々に対応するとともにQ&A
でも対応。
  

國酒PR推進事業（国
際空港キャンペーン）

⽇本酒造組合中
央会

2017/7/1 2018/3/31 千葉県 成⽥市

 
成⽥国際空港において國酒（⽇本酒、本格焼酎・泡盛）の認識度向
上のため、「⽇本を飲もう！⽇本の酒キャンペーン」と銘打って、
國酒の⽂化を含めたPR、試飲会を酒蔵と協⼒して実施。通訳・補助
スタッフにより多⾔語化し外国の⽅々に対応するとともにQ&Aでも
対応。
  

國酒PR推進事業（国
際空港キャンペーン）

⽇本酒造組合中
央会

2017/7/1 2017/11/30 ⼤阪府 泉佐野市

 
関⻄国際空港において、國酒（⽇本酒、本格焼酎・泡盛）の認識度
向上のため、「⽇本を飲もう！⽇本の酒キャンペーン」と銘打っ
て、國酒の⽂化を含めたPR、試飲会を酒蔵と協⼒して実施。通訳・
補助スタッフにより多⾔語化し外国の⽅々に対応するとともにQ&A
でも対応。
  

國酒PR推進事業（国
際空港キャンペーン）

⽇本酒造組合中
央会

2017/7/1 2018/3/31 愛知県 常滑市

 
中部国際空港において、國酒（⽇本酒、本格焼酎・泡盛）の認識度
向上のため、「⽇本を飲もう！⽇本の酒キャンペーン」と銘打っ
て、國酒の⽂化を含めたPR、試飲会を酒蔵と協⼒して実施。通訳・
補助スタッフにより多⾔語化し外国の⽅々に対応するとともにQ&A
でも対応。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

國酒PR推進事業（⽇
本酒フェアー、きき
酒、セミナー等）

⽇本酒造組合中
央会

2017/6/16 2017/6/17 東京都 豊島区

 
樽酒による鏡開き、「全国新酒鑑評会」の⼊賞酒の新酒の飲み⽐
べ、酒造りの⼯程等のパネル展⽰、全国の⽇本酒の試飲会、杜⽒等
の各種セミナーや試写会、飲み⽅のセミナー等を実施。さらに、⽇
本各地域の酒蔵ツアーや情報を紹介。会場には、多⾔語対応コー
ナーを設けるとともにスタッフやパンフレットを⽤意。
  

國酒PR推進事業（⽇
本酒で乾杯）

⽇本酒造組合中
央会

2017/10/1 2017/10/1 東京都 港区

 
10⽉1⽇が⽇本酒の⽇であることを広く浸透させるため、⽇本酒で
全国⼀⻫乾杯事業を推進。学会、芸術、伝統産業、⾷⽂化等の賛同
を得るとともに、地域の伝統⽂化、伝統産業との連携した形で全国
展開。シンガポール等海外との連携した乾杯も実施。
  

國酒PR推進事業（在
⽇外国⼈⽇本酒セミ
ナー）

⽇本酒造組合中
央会

2017/6/16 2017/6/16 東京都 豊島区

 
在⽇の世界各国の⼤使をはじめとする外交官、外国等の特派員、各
國の商⼯会議所や⽂化協会の⽅々に國酒である⽇本酒の⽂化、⽇本
酒⽂化と関わる⽇本の⾵習・⾏事等をセミナーを通じて紹介すると
ともに、⽇本酒の造り⽅等正しい知識を提供。きき酒や飲み⽐べを
試飲していただき、⽇本酒⽂化を発信。
  

國酒PR推進事業（本
格焼酎・泡盛）

⽇本酒造組合中
央会

2017/3/7 2017/3/10 千葉県 千葉市

 
幕張メッセで開催されるFOODEXの場を利⽤して、國酒である本格
焼酎・泡盛⽂化を世界の⽅々に発信。本格焼酎・泡盛の起源、⽂化
形成を展⽰するとともに、飲み⽅の提⾔をセミナー形式、聞き酒形
式、飲み⽐べ形式で発信。補助スタッフは、外国の多⾔語に対応し
ており、パンフレットも多⾔語化を図る。
  

The Japan Connect 
旅する新⻁マーケット

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
性化推進⾸⻑連
合

2017/2/24 2018/3/31 東京都 港区

 
「新⻁通り」を舞台に、⽇本各地の様々なコンテンツを発信。
「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
推進⾸⻑連合」の会員から各地域のコンテンツを収集し、訪れた
⼈々にヒト・モノ・コトを通じた発⾒や交流という体験を提供する
と同時に、WEBやSNSを通じて国内に発信するとともに、多⾔語に
も対応し⽇本の魅⼒を海外に伝達・拡散。
  

世界が驚くニッポン！ 経済産業省 2017/3/1 2018/3/31 東京都 千代⽥区

 
⽇本の「感性」を広く発信するため、クールジャパン商材やサービ
スの根幹となる⽇本の伝統的な価値観とそれを⽰すコンセプトを編
集したブックを平成２９年３⽉に制作。ブック制作後は、経済産業
省ホームページで公開するとともに、電⼦書籍化（無料配信）によ
り広く国内外へ周知するほか、イベントでの発信も予定。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⾒上げてごらん夜の星
を☆ 九ちゃんと星空 
トーク＆ライブ

川崎市市⺠⽂化
局市⺠⽂化振興
室

2017/3/19 2017/3/19 神奈川県 川崎市

 
坂本九さんの活躍や魅⼒を広く発信することを⽬的とした事業。今
なお⾊あせない魅⼒を、川崎市が誇る世界最⾼⽔準のプラネタリウ
ムメガスターⅢの星空とともに、坂本九さんの次⼥の舞坂ゆき⼦さ
んによるトークと歌で届ける。会場はバリアフリーとなっており、
⾞いすの⽅にもお楽しみいただける。
  

⾳楽のまち・かわさき 
アジア交流⾳楽祭２０
１７

⾳楽のまち・か
わさき アジア
交流⾳楽祭２０
１７実⾏委員会

2017/4/22 2017/4/23 神奈川県 川崎市

 
４⽉２２⽇（⼟）〜２３⽇（⽇）に川崎駅周辺の８会場で、⽇本を
含むアジア各国の⺠俗⾳楽・舞踊や川崎を中⼼に活動するアーティ
スト・グループ等が観覧無料のステージを披露。英語でのイベント
情報発信を公益財団法⼈フォーリン・プレスセンターを通じて⾏
う。
  

⽯⾒神楽定期公演
⽯⾒観光振興協
議会

2017/4/1 2018/3/31 島根県 浜⽥市

 
定期的に、⽯⾒各地の神社、道の駅等を会場として⽯⾒神楽が短時
間で楽しめる定期公演を実施。演⽬の多くは神話を題材にしてお
り、外国⼈にも、古の神話の世界を体感してもらう。パンフレット
では⾝体障がい者⽤のトイレ、駐⾞場、スロープがある施設にマー
クを表記しバリアを取り除く配慮をしている。
  

「第２回神奈川かもめ
短編演劇祭」

マグカル・フェ
スティバル実⾏
委員会

2017/3/2 2017/3/5 神奈川県 横浜市

 
マグカルの⼀環として、神奈川独⾃の短編演劇コンテスト「神奈川
かもめ短編演劇祭」を開催。全国各地及び海外から選りすぐりの演
劇団体が横浜に集まる、地⽅⾊・国際⾊豊かな演劇祭で、⽇本各地
の演劇の魅⼒を発信。会場となるKAAT神奈川芸術劇場は、⾞椅⼦
対応エレベーターの設置や、盲導⽝・聴導⽝・介助⽝の同伴の対応
などを実施。
  

パブリックアート作品
「還ってくる⽇」設置

公益財団法⼈ 
⽇本交通⽂化協
会

2017/3/4 2018/3/3 福岡県 飯塚市

 
飯塚市出⾝の⽂化勲章受賞画家・野⾒⼭暁治⽒が少年時代の「炭
都」の⾵景を思い浮かべながら描いた「還ってくる⽇」を原画に、
彩り豊かなステンドグラス作品に仕上げた作品を市役所に展⽰。外
国⼈にも楽しんでもらうため、英語での作品説明書を作成し、庁舎
内で希望者に配布する取組も実施。
  

パブリックアート作品
「⻘柿」設置

公益財団法⼈ 
⽇本交通⽂化協
会

2017/3/5 2018/3/4 ⼤分県 国東市

 
⼤分空港を訪れる⼈たちを「視覚的に」お迎えするためのアート作
品とするため、⼤分県出⾝の⽇本画の巨匠・福⽥平⼋郎⽒が⼤分で
描いたスケッチをもとに作り上げた「⻘柿」を原画に、量感あふれ
る陶板レリーフ作品に仕上げた作品を⼤分空港に展⽰。外国⼈にも
楽しんでもらうため、銘板には⽇・英2カ国語での作品説明を記
載。
  

第6回まんが王国とっ
とり国際マンガコンテ
スト

⿃取県観光交流
局まんが王国官
房

2017/4/1 2018/3/31 ⿃取県 ⿃取県

 
「まんが王国とっとり」としたマンガを活かした地域振興の⼀環と
して開催。「旅」をテーマに作品募集。１コマ、４コマ、ストー
リー部⾨及び15歳以下の部⾨で審査を⾏う。受賞者は表彰式に招
聘、県ホームページに⺟国語、⽇本語、英語で掲載。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

地歌舞伎推進プログラ
ム「清流の国ぎふ 新
春地歌舞伎公演（平成
29年）」

岐⾩県 2017/2/19 2017/2/19 岐⾩県 岐⾩市

 
本事業は、「地歌舞伎推進プログラム」の第2弾として開催。英語
対応のパンフレット等の設置、平⼟間席、⾞椅⼦スペースなどを確
保。
  

芸術系⼤学連携による
⼈材育成型アートプロ
ジェクト

⽂化庁 2017/1/31 2017/6/30 東京都
千代⽥区

ほか

 
宮城県気仙沼市及び熊本市の被災地において、⼩中学⽣の実技指
導、作品制作補助を⾏うほか、若⼿芸術家との合同演奏会や被災地
の⼦供による「復興の歌」の作曲・演奏等を実施。さらに、⽂化庁
のオープンスペース等を展⽰空間として使⽤し、芸術系⼤学の⼤学
院⽣等、若⼿芸術家の美術作品を展⽰するとともに、⽊管五重奏、
弦楽、邦楽等の演奏会を実施し、霞が関から国内外へ広く若い芸術
家による⽂化芸術を発信する。
  

地歌舞伎推進プログラ
ム「清流の国ぎふ 春
の地歌舞伎公演
2017」

岐⾩県 2018/4/8 2018/4/8 岐⾩県 岐⾩市

 
本事業は、「地歌舞伎推進プログラム」の第３弾として開催。英語
対応のパンフレット等の設置、平⼟間席、⾞椅⼦スペースなどを確
保。
  

港区ワールドカーニバ
ル

港区 2017/3/26 2017/3/26 東京都 港区

 
3⽉26⽇に東京タワーで「港区ワールドカーニバル」、3⽉23⽇に
新橋SL広場で「港区ワールドカーニバルプレイベント」を開催。
「港区ワールドカーニバル」は、約30の⼤使館が出展し、各国の⽂
化や⺠族⾐装、料理などを紹介。
  

あたらしい⼯芸 
KOGEI Future 
Forward

株式会社三越伊
勢丹ホールディ
ングス

2017/2/15 2017/2/20 東京都 中央区

 
⼯芸を、⽇本独⾃のファインアートとして国内外に発信し、
「KOGEI」の世界語化を⽬指す。「あたらしい⼯芸」作品の展⽰、
秋元雄史先⽣やアーティストによる講演、ギャラリートークを実
施。展⽰及びパンフレットの⽇英表記、ギャラリートークの⼿話に
よる同時通訳、YouTubeでの拡散による情報保障及び⾞いす利⽤の
⽅が観覧しやすい動線基準と展⽰什器⾼さの試⾏を実施。
  

第２回 ⽇学・⿊板
アート甲⼦園  ®

⽇学株式会社 2017/1/31 2017/12/31
WEBサイ

ト
WEBサイ

ト

 
毎年継続開催している⿊板アートのコンテスト。今⼤会から多⾔語
（英語中国語等）で発信。
  

⽂化プログラムシンポ
ジウム in ⼤阪

⽂化庁 2017/3/2 2017/3/2 ⼤阪府 ⼤阪市

 
地域の⽂化資源の再確認と、そのストーリー発信に必要なコンセプ
トの普及を実施。留学⽣や障害者、⼦供たちがパフォーマンスを⾏
い、障害者や外国⼈を含む多様な⼈々の包摂に向けたメッセージを
発信。
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事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

いしかわ・⾦沢 ⾵と
緑の楽都⾳楽祭２０１
７

いしかわ・⾦沢 
⾵と緑の楽都⾳
楽祭実⾏委員会

2017/4/28 2017/5/5 ⽯川県 ⾦沢市

 
素囃⼦のほか、雅楽や横笛・箏合奏団とクラシックのコラボレー
ション等、⽇本が世界に誇る伝統芸能の魅⼒を発信。多⾔語化した
ホームページ、チラシ、パンフレットを作成するとともに、障害者
に向けて、障害者施設等を訪問。
  

第６回「みなと国際交
流・協⼒の⽇」

「みなと国際交
流・協⼒の⽇」
実⾏委員会

2018/2/10 2018/2/10 東京都 港区
 
第５回と同様、デモンストレーション、ワークショップによる⽇本
⽂化紹介、多⾔語によるディスカッションを予定。
  

フライデー・ナイト・
ミュージアム＠上野

⽂化庁 2017/2/24 2017/3/31 東京都 台東区

 
上野地区において、３つの国⽴美術館・博物館が連携し、夜間会館
を活⽤したナイトプロジェクトを実施。訪⽇外国⼈や障害者のアク
セス環境を改善するとともに、講演・⾳楽会・⾷イベント等と連動
させ、美術館・博物館を新たな⽂化発信拠点・環境拠点として活
⽤。
  

パラリンピアン交流事
業

宇部市スポーツ
コミッション

2017/3/13 2017/3/14 ⼭⼝県 宇部市

 
パラリンピアンを招致し、講演、スポーツを楽しむことで、障害者
スポーツの楽しさやパラリンピックへの理解を深める。⻄岐波中学
校では、⽴志式に合わせて本事業を開催。「誓いの⾔葉」などのセ
レモニーを⾏い、⽇本⽂化の元服にちなんだ⾏事を同時開催。
  

ねぶた教育推進事業 Team/９１０ 2017/4/1 2018/3/31 ⻘森県 ⻘森市

 
⻘森市の郷⼟⽂化である⻘森ねぶたを継承し町内ねぶたを復興する
取組。
⼦どもからお年寄りまで国籍を問わず、障害者も含めてみんなで取
り組む。
  

川崎郷⼟・市⺠劇第６
弾 南武線誕⽣物語

川崎郷⼟・市⺠
劇上演実⾏委員
会

2017/5/13 2017/5/21 神奈川県 川崎市

 
川崎の歴史や歴史上の⼈物を採り上げた創作劇を上演。⾞椅⼦に対
応するとともに障害者への特別割引料⾦を設定して、障害者のバリ
アを取り除く取組を推進していく。
  

シンポジウム「誰もが
参加できるオリンピッ
ク・パラリンピック⽂
化プログラム〜地域・
アート・共⽣〜」

新潟市 2017/2/9 2017/2/9 新潟県 新潟市

 
オリンピック・パラリンピック⽂化プログラムへの参画に向けた市
⺠の機運醸成を図るシンポジウム。障がいのある⼈の⽂化芸術活動
に焦点を当て，誰もが参加できる⽂化プログラムについて考える機
会とする。
  

ラ・フォル・ジュルネ
新潟「熱狂の⽇」⾳楽
祭2017

ラ・フォル・
ジュルネ新潟
「熱狂の⽇」⾳
楽祭実⾏委員会

2017/4/15 2017/4/30 新潟県 新潟市

 
ナント市との交流を牽引する取り組みとして開催されるクラシック
コンサート。りゅーとぴあ新潟市⺠芸術⽂化会館の能楽堂や、燕喜
館を会場とし、和⾵建築とクラシックの融合で⽇本⽂化の魅⼒を発
信。障がい者のバリアを取り除く取組として、本公演のアーティス
トを施設に派遣するアウトリーチ公演を実施。
  

202



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第９回千の⾵⾳楽祭
千の⾵⾳楽祭実
⾏委員会

2017/2/11 2017/2/11 新潟県 新潟市

 
名曲「千の⾵になって」の歌の⼼である「命の尊さと愛の素晴らし
さ」を将来にわたって⼤切に伝えていくことを⽬的として開催され
る⾳楽祭。「千の⾵になって」への想いを様々なジャンルで⾃由に
表現する。⾃閉症と診断されたが、先⽣の進めで演奏を始めたマリ
ンバ奏者などが出演。
  

2017英語でニッポン
を語ろう！
コンテストin川越

「英語の通じる
街」実⾏委員会

2017/6/10 2017/6/10 埼⽟県 川越市

 
「世界に伝えたい！⽇本の素晴らしさ・⽇本の魅⼒」をテーマに英
語スピーチコンテストを開催。⼩学⽣〜⾼校⽣、⼀般、商業に携わ
る⽅、約20名が、⽇本の⽂化、歴史、⾃然、アニメ、⽇本⼈の⼼、
絆、ホスピタリティなどをテーマに英語で語る。
  

地域の伝統⽂化の継承
を応援するシンポジウ
ム［お悩み解決のヒン
トと実践］

茨城県 2017/2/23 2017/2/23 茨城県 ⽔⼾市

 
お祭りや⺠俗芸能などについて，伝統⽂化団体の様々な活動を紹
介、⽀援団体を交えたパネルディスカッションの実施により、参加
者が伝統⽂化の魅⼒を再認識し，広く内外への発信の機運の醸成を
図る。シンポジウム会場に⾞イスや観覧観覧⽤スペースを設け，⾝
体障害者の⽅の参加にも配慮。
  

「岡本太郎×建築」展
川崎市岡本太郎
美術館

2017/4/22 2017/7/2 神奈川県 川崎市

 
⽇本が⼤きく⾶躍した時代の「伝統」と「創造」について議論し、
都市と時代を⾒つめた岡本太郎と建築家たちの交流に焦点をあてた
展覧会を実施。館内のバリアフリーや、視覚障害をお持ちの⽅でも
作品に触れられるコーナーもあり。作品キャプションに外国語(英
語)の併記も⾏う。
  

国際⼯芸シンポジウム
⾦沢ーKOGEIとまち
づくりー

⾦沢創造都市推
進委員会

2017/2/14 2017/2/14 ⽯川県 ⾦沢市
 
シンポジウムでは、⼯芸を中⼼とし持続発展可能なまちづくりを実
現する⽅策を探る。⼯芸を⽂化の共通⾔語として国際化推進する。
  

埼⽟まるごとアニ⽟祭
〜アニメ・マンガまつ
りin埼⽟〜

埼⽟県産業労働
部観光課

2017/4/1 2017/11/30 埼⽟県
さいたま

市

 
アニメの舞台地となっている地域などと連携し、埼⽟県内各地でア
ニメイベントを展開。そのメイン事業としてアニ⽟祭を開催。コス
プレイベントを開催するなど外国⼈参加型の事業にも取り組む。公
式ＨＰ、チラシを英語・中国語対応とし、当⽇も英語・中国語に対
応できる通訳を配置。
  

⿅沼秋まつり
⿅沼秋まつり実
⾏委員会

2017/10/7 2017/10/8 栃⽊県 ⿅沼市

 
国指定の重要無形⽂化財である彫刻屋台を神社へ繰り込み、神社例
祭を盛り上げる。20台を超える屋台が囃⼦を奉納し神社から繰り出
した後、「ぶっつけ」と呼ばれる囃⼦の競演を⾏う。4ヶ国語によ
るガイドブックを作成するなど、外国⼈観光客に向けた取組みを実
施。
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（県）
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（市区町村）
概要

陸前⾼⽥市認定通訳ガ
イド特区

陸前⾼⽥市 2017/1/31 2018/1/30 岩⼿県
陸前⾼⽥

市

 
地域住⺠が有償で通訳ガイドができる仕組みを構築。陸前⾼⽥の歴
史や⽂化をよく知る在住外国⼈を積極的に採⽤し、外国⼈旅⾏者に
震災の教訓や地域の魅⼒を⼗分に伝えることに加え、多様な⼈材が
活躍する共⽣社会づくりを推進。
  

⽇中共同製作映画「純
愛/JUN AI」多⾔語字
幕による国際交流上映
の実施

特定⾮営利活動
法⼈ 純愛国際
平和基⾦

2017/1/31 2017/12/31 東京都 渋⾕区

 
⽇中共同製作映画「純愛/JUN AI」の上映と交流。「ひとつのスク
リーンに複数の⾔語字幕（⽇中英・⽇中英韓）」により、異なる⾔
語を解する⼈たちが同じ会場で同じ体験を共有する。
  

⽂化芸術のちから集中
プログラム（ミナコ
レ）

港区 2017/2/1 2017/2/28 東京都 港区

 
区と区内の⽂化施設等が連携し、毎年、夏と冬の年2回を事業期間
として、特別展やギャラリートーク、ワークショップなどのイベン
トを集中して実施する。バスツアーであるため、交通⼿段が不⼗分
な障害者でも参加することが可能。
  

若⼿⾳楽家による国際
⽂化交流コンサート新
潟公演

新潟市 2017/3/18 2017/3/26 新潟県 新潟市

 
スイスで学んだ若⼿演奏家による国際⽂化交流コンサートを開催。
⽇韓の若き⾳楽家たちの活動をそれぞれの⺟国で紹介し⾳楽による
⽇韓の⽂化交流を発信。
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