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芝離宮夜会 by 1-10 〜Lights interact with 
nature〜

⼀般社団法⼈
⽵芝エリアマ
ネジメント

2018/11/21 2018/11/24 東京都 港区

空と陸の⽞関⼝である浜松町駅のすぐ隣にある旧芝離宮恩賜庭園にて、都会の喧騒
から離れ、ライトアップされた紅葉を眺めながら⽇本酒や和の⾷事に⾆⿎を打つ、
粋な⼤⼈のイベントを開催します。総合プロデュースは、クリエイティブスタジオ
1-1０（ワントゥーテン）。⼈⼯的なライトアップとは⼀味違った、”⾃然”と”灯
り”が呼応し変化するライトアップ演出で､⽇本庭園の中の紅葉をアップデートしま
す。イベントを通して、⽇本らしい⾵情や伝統⽂化を伝えていくと同時に、普段⽵
芝エリアを訪れることの無い⽅や、外国⼈観光客に対して、再開発が進む⽵芝エリ
アの価値をアピールし、⾼めていきます。イベント会場には多⾔語対応できるス
タッフを配置。パンフレットや会場内サインなども外国⼈に配慮いたします。

インドネシア野球キャラバン
株式会社

フュービック
2018/12/6 2018/12/12 海外

インドネ
シア

 インドネシア全⼟を巡回し、現地の⼦供たちに⽇本の野球というスポーツを紹介
し、⽣活の中に取り⼊れてもらうことで⽬的と⽬標を持ってもらい、犯罪や⾮⾏の
防⽌を狙います。
 併せて、東洋⼈の⾝体に適合した野球の動作や、最⾼のパフォーマンスの実現と
その維持を⽬的としたストレッチも併せて指導します。
 指導の合間には、⽇本の⽂化であるアニメやけん⽟を紹介し、⼦どもたちとの交
流も深めていきます。
 英語が話せるスタッフが同⾏し、外国語対応を⾏います。
 また、インドネシア渡航前には、お客様やスタッフから使わない野球道具を集
め、現地の⼦供たちに寄付します。

⼈形劇団ひとみ座 創⽴70周年記念公演Vol.3
「どろろ」

有限会社ひと
み座

2019/3/27 2019/3/31 神奈川県
川崎市⿇

⽣区

当劇団創⽴70周年記念公演最⼤級の作品として、⼿塚治⾍原作「どろろ」の⼈形劇
公演を実施します。原作は、今や我が国を代表する芸術形態となった漫画⽂化の礎
を作った⼿塚治⾍の傑作です。⼈形劇と漫画、共通項の多い⼆ジャンルの横断的な
作品制作により観客層を広げていくと同時に、原作同様全年齢型(⼩学⽣から⼤⼈)
の作品制作を実現します。⼦供に分かる表現⼿法且つ、⼤⼈の観劇に⾒合うテーマ
を有する公演により、⼦供と⼤⼈が同等に観劇する場を制作します。また、障害を
持った⽅にも同等に観劇を楽しんでいただくため、⾞いす席の準備、補助スタッフ
の配置などにも対応していきます。全ての⽅に、⽇本を代表する漫画と⼈形劇の融
合世界を楽しんでいただきます。

⾦沢マラソン２０１８

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

2018/10/28 2018/10/28 ⽯川県 ⾦沢市内

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４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。

はなやか関⻄「⽂化の道」フォーラム 関⻄広域連合 2019/2/2 2019/2/2 東京都 中央区

東京2020オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲームズ2021関⻄
等に向け、⽇本の歴史・⽂化・伝統の宝庫である関⻄の⽂化的魅⼒を全国にアピー
ルし、関⻄⽂化の振興につなげるとともにその発信⼒を⼀層⾼めるため、関⻄なら
ではの⽂化・芸能の実演を交えたフォーラムを昨年度に引き続き東京において開催
する。講演、パネルディスカッションのほか、狂⾔、ジャズダンスの実演を予定。
⾞椅⼦対応のスペースの⽤意や⼿話通訳の配置など、障害者にとってのバリアを取
り除く取り組みも⾏う。

2018年度 横浜美術⼤学助⼿展 横浜美術⼤学 2018/12/19 2018/12/24 東京都 ⽬⿊区

 横浜美術⼤学に助⼿として籍を置く、有志21名の作品展です。
「作り続けること」をコンセプトに、絵画、彫刻、⽊⼯、グラフィックデザインな
ど、⽇頃⼤学に籍を置きながら、⾃⾝も創作活動を続けている作家としての企画で
す。
  芸術作品は、⼈種、⾔語の壁を越え、⾒る⼈の捉え⽅でいかようにも⾒ることが
できます。ぜひ、多くの外国⼈の⽅にも⽇本の若⼿アーティストのフレッシュな作
品を鑑賞いただきたいと思います。
  なお、会場は、エレベーター、障がい者⽤トイレを完備しておりますので、どな
たでもご鑑賞いただけます。

第5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
2018/11/30 2018/12/2 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）
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共⽣社会ホストタウンイベント「スイスフェア」 ⼤分市 2018/11/17 2018/11/17 ⼤分県 ⼤分市

共⽣社会ホストタウンの取組としたイベントととして、「スイスフェア」を開催す
る。⼤分市は、４０年近くの歴史がある世界最⾼レベルの⼤会「⼤分国際⾞いすマ
ラソン⼤会」の開催都市である実績を活かし、⾞いすマラソンの強豪国であるスイ
ス連邦を交流相⼿国とし、東京パラリンピックを契機として、これまで以上に誰も
が暮らしやすく訪れやすい都市を⽬指している。
イベントでは、⽟川アルプホルンクラブによるアルプホルンの演奏をはじめ、スイ
ス⽂化の紹介など、⽂化における相互理解の取組も⾏われる。
また、障害者差別解消法の啓発活動が⾏われるなど、共⽣社会を⽬指すイベントと
して、障害の有無に関わらず、多様な⼈を受け⼊れる環境が作られている。

オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展

国⽴新美術
館、オルセー
美術館、⽇本
経済新聞社

2018/9/26 2018/12/17 東京都 港区

19世紀末のフランスでナビ派の⼀員として出発した画家ピエール・ボナール
（1867-1947年）は、浮世絵の影響が顕著な装飾的画⾯により「⽇本かぶれのナ
ビ」の異名を取りました。20世紀に⼊ると、⽬にした光景の印象をいかに絵画化す
るかという「視神経の冒険」に⾝を投じ、鮮烈な⾊彩の絵画を多数⽣み出します。
本国フランスでは近年ナビ派の画家たちへの評価が⾼まり、2015年にオルセー美
術館で開催されたピエール・ボナール展では51万⼈が魅了され、2014年のゴッホ
展に次ぐ、歴代企画展⼊場者数の第2位を記録しました。
本展覧会は、オルセー美術館の豊富なコレクションを中⼼に、国内外のコレクショ
ンのご協⼒を仰ぎ、130点超の作品で構成されるボナールの⼤規模な回顧展です。
油彩72点、素描17点、版画・挿絵本17点、写真30点といったさまざまなジャンル
を通じて、謎多き画家ボナールの魅⼒に迫ります。
なお、展⽰解説（章解説パネル・キャプション・作品リスト等）の多⾔語化（英
語・中国語・韓国語）、⾳声ガイドの多⾔語化（英語・中国語・韓国語）を実施
し、国内外へ広く発信します。

⽣誕110年 東⼭魁夷展

国⽴新美術
館、⽇本経済
新聞社、テレ
ビ東京、BSテ

レビ東京

2018/10/24 2018/12/3 東京都 港区

情感にみちた静謐な⾵景画により、戦後を代表する国⺠的⽇本画家と謳われてきた
東⼭魁夷（1908－99年）。東⼭の⽣誕110周年を記念する本展覧会は、東京では
10年ぶりとなる⼤規模な回顧展です。
横浜に⽣まれ、東京美術学校を卒業した東⼭は、昭和8年（1933年）にドイツ留学
を果たし、後の画業につながる⼤きな⼀歩を踏み出しました。
東⼭の⾵景画の⼤きな特⾊は、初期の代表作《道》（1950年）が早くも⽰したよ
うに、平明な構図と澄んだ⾊彩にあります。⽇本のみならず、ヨーロッパを旅して
研鑽を積んだ東⼭は、装飾性を帯びた構図においても⾃然らしさを失わず、⻘が印
象的な清涼な⾊彩の⼒も駆使し、⾒る者の感情とも響きあう独⾃の⼼象⾵景を探求
し続けました。
本展覧会では、完成までに10年の歳⽉を費やした、東⼭芸術の集⼤成とも⾔える唐
招提寺御影堂の障壁画を特別に再現展⽰します。20世紀とともに⽣きた東⼭の創作
の全貌を、壮⼤な障壁画を含む約70件の名品によってご堪能ください。
なお、展⽰解説（章解説パネル・キャプション・作品リスト等）の多⾔語化（英
語・中国語・韓国語）、⾳声ガイドの多⾔語化（英語・中国語・韓国語）を実施
し、国内外へ広く発信します。

東商オリパラ・アクションプログラム「地域の魅
⼒・⽂化を世界に発信」

東京商⼯会議
所

2018/11/7 2019/3/31 東京都 千代⽥区

東京商⼯会議所は2020年に向けた⾏動計画として「東商オリパラ・アクションプ
ログラム」を策定し、東商独⾃の活動を展開している。このうち、特に「地域の魅
⼒・⽂化を世界に発信」することを主⽬的として以下２事業を実施する。①「るる
ぶTOKYO23の発⾏」：東京23区の地域観光資源の磨き上げを⽬的に、街歩きコー
ス、地産⾷材やご当地グルメ等の⾷⽂化、地元の祭り等のエンターテイメントな
ど、23区の魅⼒と⽂化をPRする「るるぶTOKYO23」を本年12⽉に発⾏。⽇本語
版・英語版の冊⼦作成に加え、Web版を公開して訪⽇外国⼈観光客に向けて広くＰ
Ｒする。②「東京のここが好き！これが好き！」事業：発信⼒のある経済⼈等が選
んだ東京の観光地や⾵景、東京の伝統⼯芸品等をＨＰやデジタルサイネージ等で紹
介。さらに、上述の「るるぶTOKYO23」に⼀部を掲載し、国内外に広く発信・PR
していく。

歴史総合イベント 雅コレクション〜王朝⽂化へ
の誘い〜

⽇⽴システム
ズホール仙台
（公益財団法
⼈仙台市市⺠
⽂化事業団）

2019/2/10 2019/2/11 宮城県
仙台市⻘

葉区

⽇⽴システムズホール仙台では、館内の複数の施設を利⽤し、特定の時代や地域に
スポットをあてながら、⽇本の伝統⽂化を様々な⾓度から体験・学習できるイベン
トを開催しています。昨年度の「桃⼭⽂化やしき」の成果を踏まえ、第2弾となる
今回は、平安時代の公家の⽂化を、アート、⾳楽、⾷など、様々な切り⼝から紹介
します。会場となる⽇⽴システムズホール仙台は、エレベーター、多⽬的トイレ等
のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧いただける催しと
なっています。

第14回仙台朗読祭

仙台⽂学館
（公益財団法
⼈仙台市市⺠
⽂化事業団）

2018/12/2 2018/12/2 宮城県
仙台市⻘

葉区

今年で14回⽬を迎える仙台朗読祭。好きな⽂学作品（⼩説・詩・エッセイ・短歌・
俳句・川柳・絵本等）を会場で朗読していただける出演者を募集し、観覧者に聴い
ていただく催し物です（観覧は申し込み不要です。直接会場へお越しください。⼊
場無料）。会場となる仙台⽂学館は、エレベーター、多⽬的トイレ等のバリアフ
リー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧・ご参加いただけます。

街に出る⽂学 ライブ⽂学館vol.19「『蜜蜂と遠
雷』を聴く」

公益財団法⼈
仙台市市⺠⽂
化事業団（企
画・構成／仙
台⽂学館、仙
台国際⾳楽コ
ンクール事務

局）

2019/3/9 2019/3/9 宮城県
仙台市⻘

葉区

「仙台の街に⽂学を届ける」をテーマに、朗読で⽂学作品を味わっていただく「ラ
イブ⽂学館」。第19回を迎える今回は、直⽊賞と本屋⼤賞を史上初めて、ダブル受
賞した恩⽥陸『蜜蜂と遠雷』の朗読と、ピアノ演奏のコラボレーションでお届けし
ます。会場となる⽇⽴システムズホール仙台は、エレベーター、多⽬的トイレ等の
バリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧いただける催しと
なっています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇本名作映画上映会(英語字幕付き)

京都府⽴京都
学・歴彩館、
国際交流基⾦

京都⽀部

2018/12/4 2018/12/4 京都府 京都市 京都学・歴彩館では、⽇本⽂化を紹介する⽇本名作映画上映会(英語字幕付)を開催
します。今回は、川端康成名作のその後を描いた感動作『古都』を上映します。

ALTI芸術劇場Vol.48 林⽥明⼦ソプラノリサイ
タル 歌の万華鏡 Vol.2 原⾵景

京都府・創＜
公益財団法⼈
京都⽂化財

団・株式会社
コングレ共同

事業体＞

2019/1/26 2019/1/26 京都府 京都市

京都出⾝、ウィーンを拠点に世界で活躍する林⽥明⼦。透明感あふれる美声が豊か
な表現⼒をもって、緻密に紡ぎだす歌の世界をお楽しみください。
 ＜曲 ⽬＞
 中⽥ 喜直 「六つの⼦供の歌」より ⾵の⼦供（⽵久 夢⼆）
ブリテン 「⺠謡編曲集」より サリーガーデン (アイルランド⺠謡) The Salley 
Gardens 
フランス語による⽇本歌曲 CHANTS DU JAPONより 中⽥ 喜直 Souvenir dʼété
（夏の思い出）
 ⼭⽥ 耕筰 からたちの花（北原 ⽩秋） ほか
※都合により曲⽬等が変更になる場合がございます。

ALTI芸術劇場Vol.49 チェロアンサンブルの愉
しみ

京都府・創＜
公益財団法⼈
京都⽂化財

団・株式会社
コングレ共同

事業体＞

2019/2/22 2019/2/22 京都府 京都市

⽇本が誇るトップチェリスト5名がアルティに集結！
 毎年⼤⼈気のアンサンブルをお楽しみください。
 ＜曲 ⽬＞
ハイドン：三重奏曲ロ短調(バリトントリオ第96番)
モーツァルト：ソナタ ヘ⻑調 Kv.497（5Vc）
 藤森亮⼀：【LHCTH】（5Vcのための新作、初演）
カザルス：「東⽅の三賢⼈」（5Vc）
サン＝サーンス：「死の舞踏」（5Vc） 他
※都合により曲⽬等が変更になる場合がございます。

第５３回京⽥辺市⺠⽂化祭
京⽥辺市⺠⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/3 2018/11/4 京都府 京⽥辺市

（内容）
  ①舞台出演：各種団体・クラブ・サークルのジャンル別展⽰や邦楽演奏・クラ
シックバレエ・フラダンス・合唱・⽇本舞踏等。
  ②各団体の展⽰
  ③模擬店
  ④体験コーナー
 ⑤その他

伝統と創⽣ー無形⽂化財保持者たちの作品展
京都⽂化⼒プ
ロジェクト実

⾏委員会
2018/11/10 2018/12/24 京都府 京都市

明治150年を記念し、物故者も含め、国、京都府から指定を受けた無形⽂化財保持
者たちの作品を⼀堂に会します。
◆出品作家⼀覧
 【国指定/重要無形⽂化財保持者】
染 織：稲垣稔次郎、上野為⼆、喜多川俵⼆、喜多川平朗、北村武資、志村ふく
み、⽥畑喜⼋、⽻⽥登喜男、深⾒重助、福⽥喜重、細⾒華岳、村上良⼦、森ロ華
弘、森⼝邦彦 ／ 陶 芸：⽯⿊宗麿、近藤悠三、清⽔卯⼀、富本憲吉 ／ ⽊ 
⼯：⿊⽥⾠秋、中川清司、早川尚古斎 村⼭明 ／ 截 ⾦：江⾥佐代⼦、斎⽥梅
亭 ／ ⼈ 形：林駒夫
 【府指定/無形⽂化財保持者】
染 織：⽊原明、坂井修、⽻⽥登 ／ 陶 芸：⽯橋裕史、⽊村盛伸、清⽔保孝、
⽵中浩 ／ ⾦ ⼯：植⽥参稔 ／ 硝⼦⼯芸：⽯⽥亘、渡邊明
◆関連イベント 
⑴出品作家によるギャラリートーク
⑵出品作家との交流会
  ※各⽇とも京都⽂化博物館ホームページ「総合展⽰イベント申込フォーム」より
お申し込みください。＜https://www.bunpaku.or.jp/exhi_sogo/form＞

東福寺正覚庵 筆供養 ⽔明書道会ワークショッ
プ

⼀般社団法⼈ 
⽔明書道会

2018/11/23 2018/11/23 京都府 京都市

古くなった筆に感謝する「筆供養」⾏事が、東福寺の正覚庵で⾏われます。
 本堂での法要後に筆神輿の⾏列（13:00〜）があります。
14:00〜は、使った筆や鉛筆などが焚き上げられます。
 境内や建物内では、お茶席が設けられ、そばなどの模擬店（10:00〜14:00）もあ
ります。
 ⽔明書道会では、11:00〜14:00でワープショップを⾏います。
 来年のカレンダーに、⽑筆と墨を使って⽂字などを書いて頂きます。
 １枚１００円で、５０枚限定となります。
 書道や漢字に興味のある⽅は、紅葉の⾒頃の境内を⾒がてら、ぜひお越し下さい。

⽔明書道会主催「第１３回 墨聚展」
⼀般社団法⼈ 
⽔明書道会

2019/2/21 2019/2/24 京都府 京都市

京都発祥の書道団体「⽔明書道会」主催の選抜書展です。書壇の会派や流儀に束縛
なく、書を愛好し、京都を主な活動の場としている会員が出品します。漢字・か
な・調和体・てん刻の約１９３点を京都⽂化博物館５階全室に展覧します。
また、上記の展⽰とともに、「⽉刊 ⽔明」の購読者の⼩学⽣・中学⽣・⾼校⽣か
ら届いた年賀状の展⽰も⾏います。そして、初の試みとして、「⽉刊 ⽔明」で優
秀作品として表彰された（ギャラクシー賞）半紙作品の展⽰も⾏います。
 会期中は、毎⽇１４：００から３０分間、⼀般部審査員による作品解説（ギャラ
リートーク）を⾏います。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

展覧会 ”ＲＡＳＨＩＳＡ” 華と⾦箔

どーどす京都 
＆ 漆芸舎平安
堂、⽇本⽂化
構造学 研究会

2018/11/6 2018/11/11 京都府  京都市

【 華道家と漆芸家 ⽇本⽂化のコラボレーション 】
 華道表現派家元・フラワーデザインアートスクール代表の⼩⼭幸容先⽣と伝統的漆
芸修復・⾦継ぎで清川廣樹先⽣による、⽇本発の展覧会 「京都⽂化⼒」の表現とし
て世界に発信する
作品常設の展覧会 と ライブパフォーマンス〜 ⾦の舞 〜 華 と ⾦箔 の パフォー
マンス 
11⽉ 6⽇（⽕）18:00〜  11⽇（⽇）14:00〜

京の⼿習い作品展 ⾦継ぎ

「漆芸舎平安
堂」＆ ⽇本
⽂化構造学研

究会

2018/11/19 2018/11/26 京都府  京都市

漆芸修復「⾦継ぎ」教室の展覧会を通じて⽇本⽂化の魅⼒を発信します。
伝統⼯芸である漆芸修復を学ぶ⽣徒⽅々の秀作を披露。
⽂化財修復に不可⽋な漆芸技法は、クールジャパンとして世界が注⽬する京都⽂化
であり、すでに海外からの来店も増加しています。本講座・体験教室は、漆芸修復
を主に、⽇本⽂化構造学研究会の著書を活⽤し、漆芸修復以外の⽇本⽂化や、伝統
的芸術、⼯芸、花、建築など、多様な⽇本⽂化を総合的に伝えます。
 「英⽂の⽂化観光情報誌の掲載記事」や「⽇英⽂によるオリジナルの紹介資料」も
準備。
京都から世界に⽇本⽂化を発信していきます。

⾒て・さわって・体感 ⽇本の伝統⽂化 蹴鞠展 けまり鞠遊会 2019/3/1 2019/3/6 京都府 京都市

昨年発⾜したけまり鞠遊会（きくゆうかい）は、⽇本の蹴鞠（けまり）の⼆つの魅
⼒、①伝統・⽂化・芸術性、②⽣涯スポーツとしてのKEMARIを、京都から発信し
たいと考え、第1回「蹴鞠展」を開催いたします。
伝統⼯芸⿅⾰鞠とその製作過程を写真やサンプル等で解説（展⽰）。蹴鞠の装束や
書籍、書画作品等の関連資料を展⽰。⼊場無料 ワークショップのみ参加協⼒⾦
要。
≪ワークショップ≫
 ★⼩さな蹴鞠のストラップ作り体験★
市販の⾰を丸く切り、周囲に2枚の⾰を専⽤⽷で縫い合わせ、その中に発泡スチ
ロール球を⼊れて鞠の形を整える体験。完成した鞠ストラップはお持ち帰りいただ
きます。
開催⽇：3⽉2⽇ 〜 3⽉5⽇（4⽇間）／定 員：各⽇ ５名／費 ⽤：500円

「はぴ☆こん」〜誰もが幸せになるコンサート〜

川崎市幸区役
所まちづくり
推進部地域振

興課

2018/11/17 2018/11/17 神奈川県
川崎市幸

区

 区⺠が⾝近な場所で⾳楽を楽しむため幸区が実施している「⾳楽のまち推進事
業」の⼀環として、本市が取り組む誰もが⽣き⽣きと暮らすうえで障壁となってい
る、意識や社会環境のバリアを取り除くことを⽬指す『かわさきパラムーブメン
ト』の趣旨を反映し、多様な出演者（⼦どもから⼤⼈といった多世代、障害の有る
無しに関わらない）によるコンサートを⾏うことにより、誰もが⾳楽等を楽しむ機
会を通じて、お互いを理解・尊重し、多様性を受け⼊れる「⼼のバリアフリー」を
進めることを⽬的とする。

芸術のまち・かわさきＧｒｏｗ Ｕｐ事業 若⼿
演劇⼈によるプラザソル開館12周年記念公演

芸術によるま
ちづくり・か
わさき2018実

⾏委員会

2018/12/6 2018/12/11 神奈川県
川崎市幸

区

プラザソルでは毎年「周年記念公演」として、川崎とその周辺にゆかりのある演劇
⼈とともに質の⾼い演劇公演を⾏い、⽂化発信と育成・交流という側⾯を担って来
ました。
本年度の公演は、新進気鋭の演出家を招いてのシェイクスピア作品に取り組み、川
崎発信の演劇公演として広く観客を取り込むとともに、市⺠に質の⾼い演劇体験を
提供します。
公演の会場となるラゾーナ川崎プラザソルが⼊っている「ラゾーナ川崎プラザ」
は、川崎市より平成18年8⽉にバリアフリー法に基づき認定を受けております。JR
川崎駅からの移動や施設内では段差や傾斜などがほぼ解消され、⾞椅⼦でも⾃由に
⾏動できる施設となっています。その5階にある劇場「プラザソル」。劇場専⽤の
多⽬的トイレも1室設置あり、⾝障者に配慮した環境で、多様な⽂化芸術に触れる
機会を創出します。

第４１回かわさき市⺠祭り
第４１回かわ
さき市⺠祭り
実⾏委員会

2018/11/2 2018/11/4 神奈川県
川崎市川

崎区

今年で41回⽬を迎える「かわさき市⺠祭り」は、毎年50万⼈以上の⽅が訪れる川
崎市内最⼤級のイベントです。舞台・パレードや、バザール・キャンペーンのほ
か、各種イベントの開催など、来場された⽅々に楽しい時間を過ごしていただけま
す。
これまでの伝統を継承しつつ、私たちのまち川崎を広く内外に誇れるものとして、
また、より豊かな市⺠⽂化の創造と地域経済の活性化を推進するため、「つくろう
みんなの広場」を合⾔葉に、市⺠・事業者・⾏政が⼀体となって開催いたします。
なお、かわさきパラムーブメントとして、２０２０年東京オリンピック・パラリン
ピックを市⺠に周知するとともに、⾞椅⼦の利⽤者など障害者の参加にも配慮して
います。

第33回新潟ジャズストリート〜デューク・エリ
ントン・メモリアル〜

NPO法⼈新潟
ジャズスト

リート実⾏委
員会

2019/1/19 2019/1/19 新潟県
新潟市中

央区
市内27か所の会場でジャズと周辺⾳楽を演奏。フリーパスチケット1000円で全会
場で⼊り⾃由。飲⾷できる会場もあります。

第9回新潟クラシックストリート

NPO法⼈新潟
ジャズスト

リート実⾏委
員会

2019/5/5 2019/5/5 新潟県
新潟市中

央区
市内25か所の会場でクラシック⾳楽を演奏。フリーパスチケット1000円で全会場
で⼊り⾃由。無料会場、飲⾷できる会場もあります。

第34回新潟ジャズストリート〜デューク・エリ
ントン・メモリアル〜

NPO法⼈新潟
ジャズスト

リート実⾏委
員会

2019/7/14 2019/7/14 新潟県
新潟市中

央区
市内各⽇30か所の会場でジャズと周辺⾳楽を演奏。フリーパスチケット1000円で
全会場で⼊り⾃由。無料会場、飲⾷できる会場もあります。
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クァルテット・ベルリン・トウキョウ（QBT)岡
⼭公演

クァルテッ
ト・ベルリ

ン・トウキョ
ウ（QBT)

2019/2/1 2019/2/1 岡⼭県
岡⼭市北

区

QBTはオルランド国際コンクールで優勝した2014年より毎年⽇本ツアーを⾏って
おり、今回で6年⽬となります。2019年も地元岡⼭にて、ベルリン仕込みの本格的
なカルテットの魅⼒を皆様にお届けします。
曲⽬（予定）：バッハ フーガの技法より/バッハ マタイ受難曲よりコラール「我こ
ころの切なる願い」/ベートーヴェン弦楽四重奏曲 第10番 変ホ⻑調「ハープ」/
シューベルト 弦楽四重奏曲 第15番 ト⻑調 ほか

公開講座フェスタ2018 ⼤阪府 2018/11/1 2018/11/14 ⼤阪府
⼤阪市中

央区

⼤阪、兵庫、和歌⼭の⼤学・研究機関及び⼤阪府で構成する阪神奈⼤学・研究機関
⽣涯学習ネットでは、府県の枠を越えて、⾼度で良質な⽣涯学習機会の継続的な提
供のために、平成１０年度から毎年度「公開講座フェスタ」を実施しています。
 ２1回⽬を迎える今年は、特別講演として、ウォーキングトレーナーの池⽥ノリ
アキさんをお招きする他、阪神奈⼤学・研究機関⽣涯学習ネットの１９の⼤学・研
究機関による⽂学、歴史等をテーマにした講座を開催いたします。⽇本の魅⼒ある
⽂化を学べる機会ですので、皆様のご参加をお待ちしています。
 なお、本公開講座は、バリアフリー対応の会場で実施します。

侍パフォーマンスエクスペリエンス
⼀般社団法⼈
⽇本殺陣道協

会
2018/11/1 2019/10/31 ⼤阪府

⼤阪市⻄
区

⼤阪市中
央区

当協会では、「和の⼼」を楽しみながら⾝につけてもらえるようにと「殺陣（た
て）“⽴ち回り”」の体験教室を設⽴し、広く⽇本⽂化の理解を深める機会を提供し
ています。
具体的には、⼤阪市⻄区の四ツ橋と⼤阪城ミライザ内に道場を設け、⽇々、海外等
からのお客様を対象とした体験指導及び殺陣ショー等のイベントを開催しており、
⽇本⼈外国⼈を問わず好評を得ています。
これらの道場、イベント等では、英語対応の指導者及びスタッフを配置するほか、
案内状等には⽇本語、英語、中国語を併記しており、どなたでもわかりやすく体験
できる体制を整えています。
昨年は世界35ヵ国から2,000名以上の⽅が体験された実績やトリップアドバイザー
のエクセレンス認証も頂いており、今後さらに事業を発展させていきます。

井⼭杯 東⼤阪市新春囲碁フェスティバル 東⼤阪市 2019/1/6 2019/1/6 ⼤阪府 東⼤阪市

本市出⾝者で、初の７冠同時制覇の偉業をたたえ名誉市⺠称号を贈った井⼭裕太⽒
を招いて、囲碁フェスティバルを開催します。
囲碁の対局や体験のほか、囲碁に関するミニ講座などを開催し、古来より⽇本で広
く親しまれ、世界８０カ国を超える国で楽しまれている囲碁⽂化の魅⼒を発信し、
多くの⽅に囲碁の魅⼒に触れていただき、楽しんでいただきます。なお、会場はバ
リアフリー対応の東⼤阪市役所で開催するため、障がい者の⽅や⾼齢者の⽅等どな
たでもご参加いただけます。

東海⼋重⼭古典⺠謡保存会設⽴20周年記念公演
東海⼋重⼭古
典⺠謡保存会

2018/11/23 2018/11/23 愛知県
名古屋市

東区

 平成10年10⽉10⽇に設⽴して20周年を迎え、これまで⼋重⼭の唄⼼をいつの世
までも絶やす事なく、東海三県で保存、継承してきました。その間に師匠の東筋秀
盛先⽣が沖縄県指定無形⽂化財⼋重⼭古典⺠謡技能保持者に認定され、より⼀層の
発展を⽬的に⼋重⼭古典⺠謡を芸どころとして名⾼い東海地区に紹介しながら沖縄
の芸能・⽂化に対する理解と交流を深めております。
 設⽴20周年記念公演では、⼋重⼭諸島の美しい⾃然や⼈々の⽣活に根差した中か
ら⽣まれる唄で、今なお歌い継がれており、⼈々の⼼の中に郷愁や情感を呼び起こ
し、安らぎを与えてくれる⼋重⼭古典⺠謡や舞踊を披露します。
 会場は⾝障者、⾼齢者に配慮したバリアフリー対応の環境が整備されており、多
くの⽅々に楽しく鑑賞いただけるよう配慮します。

⾦澤志保バレエスタジオ20周年記念公演
⾦澤志保バレ
エスタジオ

2019/6/20 2019/6/20 愛知県
名古屋市

中区

⾦澤志保バレエスタジオ20周年を記念して⽇本特殊陶業市⺠会館でバレエ「ドン・
キホーテ」を公演します。また、ゲストに海外のオーストラリアバレエ団プリンシ
パルやサンフランシスコバレエ団で全⾝全霊を込めて活躍しているダンサーなども
出演します。
公演会場は、公共の施設であり、バリアフリー化しており、障害者、健常者を問わ
ずどなたでも気軽に素晴らしい舞台を⾳楽とともに伝わってくる物語的感動を楽し
んでいただけます。

〜薔薇に魅せられた王妃〜 現代能 マリー・ア
ントワネット 名古屋公演

名古屋伝統⽂
化を守る会

2019/1/19 2019/1/19 愛知県
名古屋市

中区

 名古屋伝統⽂化を守る会では、芸どころ名古屋において、能・狂⾔などを通じて
多くの⽅に⽇本が誇る伝統芸能に触れ親しんでいただくために企画、開催していま
す。
 今回の企画は、名古屋能楽堂において宝塚歌劇団史上、空前の⼤ヒット作『ベル
サイユのばら』を⽣み出した脚本・演出の植⽥紳爾と、能楽界の⼈間国宝である梅
宮実⽞祥がコラボして、能に仕⽴てた「マリー・アントワネット」を上演予定であ
ります。
 会場となる名古屋能楽堂には、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ます。



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30年度 下期 なごや⼦どものための巡回劇場 
「三枚のお札 」

公益社団法⼈ 
名古屋市⽂化
振興事業団

2019/1/12 2019/3/26 愛知県
名古屋市
千種区

 なごや⼦どものための巡回劇場は、⽇ごろ⽣の舞台に接する機会の少ないお⼦様
に、テレビなどでは味わえない感動を伝えたいと昭和５５年に始まった事業です。
 本公演では、⼈形劇団パンが、「むかしばなし」の楽しさと魅⼒が詰まった⼈形
劇「三枚のお礼」を上演します。「三枚のお礼」は、⼭に⼊った⼩坊主が⼭姥に追
いかけられてしまい、和尚さんにもらったお札を使って逃げる、というお話です。
⼦どもの想像⼒を育むむかしばなしを⼈形劇でお楽しみいただきます。
  各会場は、バリアフリー対応しており、障がい者、健常者問わず誰もが参加頂け
るよう配慮しています。
 ① 2019年1⽉12⽇(⼟)：千種⽂化⼩劇場、② 2019年1⽉14⽇(⽉・祝)：北⽂化
⼩劇場
 ③ 2019年3⽉16⽇(⼟)：中川⽂化⼩劇場、④ 2019年3⽉26⽇(⽕)：南⽂化⼩劇
場

平成30年度 下期 なごや⼦どものための巡回劇場 
「ヘンゼルとグレーテル」

公益社団法⼈ 
名古屋市⽂化
振興事業団

2019/3/23 2019/3/29 愛知県
名古屋市

港区

 なごや⼦どものための巡回劇場は、⽇ごろ⽣の舞台に接する機会の少ないお⼦様
に、テレビなどでは味わえない感動を伝えたいと昭和５５年に始まった事業です。
 本公演では、総合劇集団俳優館により、グリム童話に収録されている作品「ヘン
ゼルとグレーテル」をミュージカルで上演します。ヘンゼルとグレーテルは、幼い
男の⼦と⼥の⼦の兄弟です。ある⽇ふたりは⼤きな森に迷い込んでしまいますが、
そこには恐ろしい魔⼥が住んでいました。ヘンゼルとグレーテルの活躍にご期待く
ださい。
  各会場は、バリアフリー対応しており、障がい者、健常者問わず誰もが参加頂け
るよう配慮しています。
 ① 2019年3⽉23⽇(⼟)：港⽂化⼩劇場、② 2019年3⽉27⽇(⽔)：⻄⽂化⼩劇場
 ③ 2019年3⽉28⽇(⽊)：東⽂化⼩劇場、④ 2019年3⽉29⽇(⾦)：緑⽂化⼩劇場

平成30年度 下期 なごや⼦どものための巡回劇場 
「狂⾔がやってきた！ 」

公益社団法⼈ 
名古屋市⽂化
振興事業団

2019/3/27 2019/3/28 愛知県
名古屋市
昭和区

 なごや⼦どものための巡回劇場は、⽇ごろ⽣の舞台に接する機会の少ないお⼦様
に、テレビなどでは味わえない感動を伝えたいと昭和５５年に始まった事業です。
 本公演では、狂⾔共同社が狂⾔の特徴を実演を交えた解説で楽しくわかりやすく
紹介します。体験教室を通じて皆さんにも⼀緒に笑ったり、泣いたり、⼤きな声を
出して狂⾔を体感していただきます。
    各会場は、バリアフリー対応しており、障がい者、健常者問わず誰もが参加頂け
るよう配慮しています。
 ①2019年3⽉27⽇(⽔)：昭和⽂化⼩劇場、②2019年3⽉28⽇(⽊)：中村⽂化⼩
劇場

平成30年度 下期 なごや⼦どものための巡回劇場 
 「ハローオーケストラ」

公益社団法⼈ 
名古屋市⽂化
振興事業団

2019/3/28 2019/3/29 愛知県
名古屋市
瑞穂区

なごや⼦どものための巡回劇場は、⽇ごろ⽣の舞台に接する機会の少ないお⼦様
に、テレビなどでは味わえない感動を伝えたいと昭和５５年に始まった事業です。
 本公演では、セントラル愛知交響楽団が、親⼦そろって楽しめるコンサートを開
催します。コンサートのプログラムのジャンルは幅広く、クラシックの名曲をはじ
め童謡や唱歌などの⽇本の名曲をオーケストラの演奏で楽しんでいただきます。ま
た、オーケストラで使われている楽器の特徴や⾳⾊を解説する「楽器紹介」や、
オーケストラ演奏に合わせてみんなで歌ったり、⼀緒に演奏したりするコーナーも
あります。
    各会場は、バリアフリー対応しており、障がい者、健常者問わず誰もが参加頂け
るよう配慮しています。
 ①2019年3⽉28⽇(⽊)：瑞穂⽂化⼩劇場、②2019年3⽉29⽇(⾦)：中区役所
ホール

⽂化庁伝統⽂化親⼦教室事業合同発表会 ⽇本舞
踊瑞鳳流舞い初め会

⽇本舞踊瑞鳳
流

2019/1/27 2019/1/27 愛知県 ⽇進市

⽇本の伝統⽂化である⽇本舞踊をより多くの⽅に知っていただくため、地域の⽅に
無料にて⽇本舞踊を楽しんでいただく⽇本舞踊瑞鳳流舞い初め会を開催する。舞い
初め会では、⽇本舞踊瑞鳳流、⼀ノ瀬芳翆社中、鈴⽊琴和社中、正挙東会、正挙三
会、正挙旭会の皆さんが出演し、⽇本舞踊、舞踊殺陣、歌舞伎、書道、⼤正琴など
を披露し伝統⽂化を知らない⽅でも⾝近に親しめる演⽬となっています。また、⽂
化庁伝統⽂化親⼦教室事業の補助⾦を活⽤した⼦供向け短期無料⽇本舞踊講座で修
得した技芸等の成果を披露する発表会も併せて開催します。地域の障がい者施設、
外国・⾼齢者施設の⽅をご招待して伝統⽂化に触れてもらいます。⽇本⼈だけでな
く外国の⽅にも和⽂化の発信をするため、チラシに外国語での表記も⾏います。会
場は、⾞椅⼦席を有しており、バリアフリーとなっております。

こころの健康フェア2018 第40回ハートフル
アート展

静岡県精神保
健福祉協会

2018/11/2 2018/11/8 静岡県
静岡市葵

区

病院、施設等において、精神に障害のある⽅々が社会復帰活動の⼀環として、制作
した絵画・⼯作・陶芸・書道・⼿芸等の作品展です。
作品を通して、県⺠と触れ合うことにより、精神に障害がある⽅に対する偏⾒を取
り除き、地域社会における精神保健及び精神障害者の福祉に関する理解を深めて、
社会復帰及び⾃⽴の促進を図ることを⽬的としています。
今年度の出展：団体部⾨ 11団体、個⼈部⾨ 6個⼈
第20回静岡県障害者芸術祭参加事業

第４４回 静岡県障害者⽂化作品展
社会福祉法⼈ 
静岡県⾝体障
害者福祉会

2018/11/15 2018/11/20 静岡県
静岡市葵

区

 障害者⾃らが制作した作品を発表することによって、障害者の⾃⽴と社会参加促
進の⼀助とすること、また、併せて障害者に対する社会⼀般の関⼼と理解を深めて
もらうことを⽬的として開催しています。
 この作品展には、①絵画、②書道、③写真、⓸彫刻、⑤⼯芸、⑥⼿芸、⑦⽂芸書
画の７部⾨があり、障害を抱えながらも、時間をかけ、コツコツと⼀⽣懸命に作り
上げられたバラエティ豊かな作品が並びます。
 なお、本事業は第２０回静岡県障害者芸術祭参加事業です。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

Camerata Project ⼩劇場オペラ≪出雲阿国≫⻑野
公演

空間創造Oto 
Camerata 

Project
2019.3.30 2019.3.30 ⻑野県 下諏訪町

「オペラのさらなる可能性の追求」を⽬的に活動を⾏っているCamerata Project
による、新作⽇本語オペラの上演企画です。⻄洋⾳楽ジャンルであるオペラの伝統
的な様式を踏まえたうえで、⽇本語や出雲阿国という⽇本の題材、そして⻄洋楽器
と併せて和楽器（尺⼋）を⽤い、新たなオペラの形を提案するとともに、オペラを
通して⽇本の魅⼒を広く発信していくことを⽬的としています。現在、東京オリン
ピックに向けて⽇本⽂化を⾒直す動きが⾼まる中、能に着⽬した企画は多くみられ
るのに対して、歌舞伎については少ないように⾒受けられます。阿国が歌舞伎を創
始したのが1600年頃、そしてヨーロッパでフィレンツェ・カメラータがオペラを
創始したのがちょうど1600年頃。約400年の時を経て、東京オリンピックを⽬前に
控えたいま、歌舞伎とオペラが出会います。より広い層の⽅々に⾒ていただくため
に、⾞椅⼦優先席を設置、また英語版チラシ・HPを作成します。

富⼠⼭世界遺産センター 世界遺産富⼠⼭講座
⼭梨県⽴富⼠
⼭世界遺産セ

ンター
2018/11/17 2019/3/16 ⼭梨県

富⼠河⼝
湖町

富⼠⼭世界遺産センターでは、世界遺産富⼠⼭の歴史・⽂化・⾃然について調査・
研究を⾏い、その成果を新たな富⼠⼭の魅⼒をして紹介します。 
※各回１３：３０〜１５：３０を予定
11/17(⼟) ⼭中湖畔の虚⼦⼭荘をめぐる俳⼈たち：⾼室有⼦ ⽒（⼭梨県⽴⽂学
館学芸幹）
  1/19(⼟) 御中道の調査（仮）：伊藤昌光 ⽒（元富⼠宮市教育委員会学芸員）
  3/16(⼟) 富⼠⼭の信仰（仮）： 堀内 眞  ⽒（⼭梨県⽴富⼠⼭世界遺産セン
ター）
なお、館内施設は障害者、⾼齢者の利⽤に配慮したバリアフリー対応の環境を整え
ています。

富⼠⼭世界遺産センター 企画展 吉⽥⼝登⼭道
の騮ヶ⾺場と流鏑⾺

⼭梨県⽴富⼠
⼭世界遺産セ

ンター
2019/1/1 2019/2/25 ⼭梨県

富⼠河⼝
湖町

吉⽥⼝登⼭道には騮ヶ⾺場(りゅうがばば)と呼ばれる場所があります。古来、この
場所より⾼所では鳴物が禁⽌され、俗界と信仰世界との境界と認識されてきまし
た。また、現在、富⼠河⼝湖町勝⼭の御室浅間神社と富⼠吉⽥市下吉⽥の⼩室浅間
神社で執り⾏われている流鏑⾺の神事は、かつて騮ヶ⾺場で執り⾏われたといわれ
ています。
本展⽰では、勝⼭・下吉⽥の両浅間神社で執り⾏われている流鏑⾺をとおして、富
⼠⼭の信仰の場や神事について紹介します。
なお、館内施設は障害者、⾼齢者の利⽤に配慮したバリアフリー対応の環境を整え
ています。

富⼠⼭世界遺産センター 総合学術調査研究公開
発表会

⼭梨県⽴富⼠
⼭世界遺産セ

ンター
2019/3/2 2019/3/2 ⼭梨県

南都留郡
鳴沢村

⼭梨県が実施している富⼠⼭の調査研究の活動内容を報告
○平成３０年度富⼠⼭総合学術調査研究の活動報告、富⼠⼭世界遺産センターの紹
介
○基調講演、研究報告、パネルディスカッション
なお、障害者・⾼齢者の利⽤に関しては、お申し出に従い、その都度職員が対応い
たします。

第１8回やまなし県⺠⽂化祭 吟剣詩舞道⼤会 ⼭梨県 2018/12/2 2018/12/2 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、吟剣詩舞
道⼤会を開催します。この⼤会は、吟剣詩舞分野において、担い⼿育成や活動の活
性化を促すとともに、吟剣詩舞道の素晴らしさを共有する事業です。バリアフリー
の施設を利⽤しており、障害のある⽅も健常者も、誰もが楽しめるイベントを作り
ます。

⼭梨県⽴美術館  ⽂化の種まきプロジェクト・視
覚障がい者とつくる美術鑑賞ワークショップ

⼭梨県⽴美術
館

2018/12/16 2018/12/16 ⼭梨県 甲府市

 県⺠の⽂化向上をはかるため、⼤⼈・こども・障がい者まで参加を募るワーク
ショップです。特に視覚障害者と⼀緒に美術鑑賞を⾏います。参加者・⾒学者を事
前に募集し、応募者多数の場合は抽選で決め（参加者14名・⾒学者６名）2グルー
プで鑑賞を⾏います。視覚障がい者とつくる美術鑑賞ワークショップ（団体名）の
スタッフを招き実施します。
 申込⽅法は特別に配慮が必要な障害をお持ちの⽅や、当⽇同⾏する介助者・盲導
⽝等の有無・参加動機を把握するため事前に連絡が必要となります。
 なお、館内施設は障害者、⾼齢者の利⽤に配慮したバリアフリー対応の環境を整
えています。

⼭梨県⽴美術館  ⽂化の種まきプロジェクト・認
知症ケア美術鑑賞ワークショップ

⼭梨県⽴美術
館

2019/1/9 2019/1/9 ⼭梨県 甲府市

  県⺠の⽂化向上をはかるため、⼤⼈・こども・障がい者まで参加を募るワーク
ショップです。認知症の⽅とその家族はもちろん、どなたでも参加でき、⼀緒に美
術鑑賞を⾏います。参加者・⾒学者を事前に募集し、応募者多数の場合は抽選で決
め（参加者20名・⾒学者10名）2グループで鑑賞を⾏います。アートコンダクター
が質問するスタイルで対話型鑑賞をすすめます。申込⽅法は特別に配慮が必要な障
害をお持ちの⽅や、当⽇同⾏する介助者の有無・参加動機を把握するため事前に連
絡が必要となります。また、講師を招き講演会「アートの⼒で⼈々・社会をイキイ
キと」を⾏います。講演会は申込不要で、定員120名までです。
 なお、館内施設は障害者、⾼齢者の利⽤に配慮したバリアフリー対応の環境を整
えています。
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第１8回やまなし県⺠⽂化祭 洋舞公演・ダンス
フェスティバル

⼭梨県 2018/11/10 2018/11/10 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、洋舞公
演・ダンスフェスティバルを開催します。このフェスティバルは、洋舞分野におい
て、担い⼿育成や洋舞活動の活性化を促すとともに、洋舞の素晴らしさを共有する
事業です。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、誰でも楽
しめるイベントを作り上げます。

第１８回やまなし県⺠⽂化祭 太⿎部⾨公演会 ⼭梨県 2018/11/25 2018/11/25 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、太⿎部⾨
公演会を開催します。この部⾨公演会では太⿎の分野において、担い⼿育成や太⿎
活動の活性化を促すとともに、太⿎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。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、誰で
も楽しめるイベントを作り上げます。

栃⽊県⽴博物館テーマ展「ジョージ・ルイスと武
⽥久吉－明治⽇光の昆⾍・植物研究の先⼈－」

栃⽊県⽴博物
館

2018/10/20 2018/1/20 栃⽊県 宇都宮市

 明治初期の⽇光。旅⾏者は少しずつ増えてはいたものの、交通は発達の途上にあ
りました。奥⽇光の⾼⼭に⾄っては、妖怪変化がいるとまで⾔われた時代で、訪れ
る⼈はほとんどいませんでした。明治のなかば過ぎ、国内外の研究者が何⼈か⼊⼭
しましたが、今の登⼭ではごく当たり前に⽤いられている実測の地図などは⼀切な
く、⼭をよく知る案内⼈が必要な状況でした。
 ここでは、そんな時代、深⼭に分け⼊って昆⾍や植物を採集・研究していた
「ジョージ・ルイス」と「武⽥久吉」が、どのような⾍や草花に出会い、何を考
え、残したのかを紹介します。
 なお、当館では施設のバリアフリー化や、常設展⽰（企画展と同時に観覧可能）
の多⾔語化を実施しています。

平成30年度メディア芸術コンテスト表彰式・交
流会

栃⽊県 2018/12/16 2018/12/16 栃⽊県 宇都宮市

栃⽊県では、「とちぎ版⽂化プログラム」の取り組みの⼀環として、メディア芸術
等の新たな芸術分野について、次代の⽂化の担い⼿の育成と振興につなげることを
⽬的に「メディア芸術コンテスト」を開催しました。
 今年度のテーマは「『とちぎの夏』ショートフィルム」であり、映像作品を募集
し、優秀な作品への顕彰と発表の機会を設けます。12⽉に開催する表彰式にあわせ
て、映画監督の講話や意⾒交換等により、今後の芸術活動の糧になるような交流会
を⾏います。
 会場である県庁舎には、⾞いす使⽤者⽤駐⾞場や多⽬的トイレ、貸出⽤⾞いすの
⽤意もあります。

平成３０年度 ちょっと昔のあそび
茨城県⽴歴史

館
2018/11/13 2019/1/13 茨城県 ⽔⼾市 こま回しや折紙など，ちょっと昔のあそびを楽しみます。なお，本事業はバリアフ

リー対応の会場で開催します。

⾒て ふれて 楽しい考古学－茨城県教育財団調
査遺跡紹介展2018－

茨城県⽴歴史
館

2018/12/1 2019/1/27 茨城県 ⽔⼾市

毎年県内では多くの遺跡が調査され，その成果は現地説明会や発掘調査報告書の刊
⾏という形で公表されています。当館では，（公財）茨城県教育財団が主に平成29
年度に調査した遺跡の中から代表的な遺跡を選び，その性格や当時の⽣活の様⼦を
紹介します。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。

収蔵品展メノツケドコロ－⾒えない部分をのぞい
てみよう！－

茨城県⽴歴史
館

2019/2/9 2019/3/24 茨城県 ⽔⼾市

ガラスケースに並んだ資料は，普通こちらに「正⾯」を向けています。しかし，博
物館での調査・研究では，資料をいろいろな⾓度から⾒つめ，材質や細かな書き付
けなどにも注⽬します。本展では，ふだん⽬にすることの少ない資料の裏側をお⾒
せします。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。

歴史探訪講座「⿅島神宮と直⼑」
茨城県⽴歴史

館
2018/11/24 2018/11/24 茨城県 ⽔⼾市

⿅島神宮にまつられる国宝「直⼑  ⿊漆平⽂⼤⼑拵  附  ⼑唐櫃」や郷⼟に伝わる⼑
剣を取り上げながら、⼑剣の歴史や楽しみ⽅、信仰との関係性について解説しま
す。また、最終回には⽇本⼑の専⾨博物館に赴き、各地の名⼑を鑑賞します。な
お，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。

歴史探訪講座「⼑剣の歴史と⾒⽅」
茨城県⽴歴史

館
2018/12/1 2018/12/1 茨城県 ⽔⼾市

⿅島神宮にまつられる国宝「直⼑  ⿊漆平⽂⼤⼑拵  附  ⼑唐櫃」や郷⼟に伝わる⼑
剣を取り上げながら、⼑剣の歴史や楽しみ⽅、信仰との関係性について解説しま
す。また、最終回には⽇本⼑の専⾨博物館に赴き、各地の名⼑を鑑賞します。な
お，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。

展覧会担当学芸員によるギャラリートーク
茨城県天⼼記
念五浦美術館

2018/12/16 2018/12/16 茨城県 北茨城市  「追悼－⼩林恒岳展」に係る展覧会担当学芸員によるギャラリートークを実施し
ます。なお，本事業は，バリアフリー対応の会場で実施します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

展覧会担当学芸員によるギャラリートーク
茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/2/2 2019/2/2 茨城県 北茨城市  「追悼－⼩林恒岳展」に係る展覧会担当学芸員によるギャラリートークを実施し
ます。なお，本事業は，バリアフリー対応の会場で実施します。

初笑い！五浦寄席
茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/1/3 2019/1/3 茨城県 北茨城市  ⼆松亭ちゃん平，相模亭とげ蔵，2⼈の社会⼈落語家でお届けする初笑いです。
なお，本事業は，バリアフリー対応の会場で実施します。

新春邦楽コンサート
「五浦で聴く，和の響」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/1/5 2019/1/5 茨城県 北茨城市  邦楽演奏家横⽥鈴⻁さんの尺⼋でお届けする邦楽コンサートです。なお，本事業
は，バリアフリー対応の会場で実施します。

ふれあいコンサート
「茨城県警察⾳楽隊と北茨城市⽴常北中学校吹奏
楽部」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/1/19 2019/1/19 茨城県 北茨城市
 茨城県警察⾳楽隊によるふれあいコンサート。今回は北茨城市常北中学校吹奏楽
部をゲストに招いてお届けします。なお，本事業は，バリアフリー対応の会場で実
施します。

再興第103回院展 茨城五浦展
茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/2/23 2019/3/24 茨城県 北茨城市
 再興第103回院展の出品作品から，⽇本美術院同⼈の作品をはじめ，⽇本美術院
賞，奨励賞，天⼼記念茨城賞などの各賞受賞作品や茨城ゆかりの画家などの作品を
紹介します。なお，本事業は，バリアフリー対応の会場で実施します。

2018 ⼋千代の秋まつり
⼋千代町教育
委員会⽣涯学

習課
2018/11/16 2018/11/18 茨城県 ⼋千代町

 町内のクラブ団体や特別養護⽼⼈ホーム、幼稚園、保育園の園児、⼩中学校・⾼
等学校等⽣徒たちの発表の場として開催。総合体育館では、絵画、写真、書道、活
け花、盆栽などの作品展⽰のほか、中央公⺠館では煎茶、絵⼿紙、囲碁、カラオ
ケ、ピザ作り等の体験ができます。さらに中央公⺠館庭では、⿎笛、ブラスバン
ド、琴、お囃⼦などの演奏や踊りなどの発表、JAまつり、商⼯まつり、農畜産物
コーナー、チャリティーバザーなども開催します。本⽂化祭は，⼀部バリアフリー
対応の会場において実施します。＊16⽇（⾦）は作品展のみ開催。

明治１５０年関連シリーズ⾹川敬三と明治の⽔⼾
藩⼠－維新をめぐる勝者と敗者－

茨城県⽴歴史
館

2018/11/4 2018/11/4 茨城県 ⽔⼾市 当館職員が「⾹川敬三と明治の⽔⼾藩⼠－維新をめぐる勝者と敗者－」について，
歴史講座を実施します。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。

明治１５０年関連シリーズ⼤⽇本史と⽔⼾藩史料
－明治期における⽔⼾藩の顕彰－

茨城県⽴歴史
館

2018/12/2 2018/12/2 茨城県 ⽔⼾市 当館職員が「⼤⽇本史と⽔⼾藩史料－明治期における⽔⼾藩の顕彰－」について，
歴史講座を実施します。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。

常陸戦国期の争乱と佐⽵⽒－⼩⽥攻略を中⼼に－
茨城県⽴歴史

館
2019/1/6 2019/1/6 茨城県 ⽔⼾市 当館職員が「常陸戦国期の争乱と佐⽵⽒－⼩⽥攻略を中⼼に－」について，歴史講

座を実施します。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。

明治１５０年関連シリーズ

明治期の茨城県知事とその治績

茨城県⽴歴史
館

2019/2/3 2019/2/3 茨城県 ⽔⼾市
当館職員が「明治１５０年関連シリーズ 明治期の茨城県知事とその治績」につい
て，歴史講座を実施します。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催しま
す。

⼀橋家⼆世治済、その⼈と政治⼒
茨城県⽴歴史

館
2019/3/3 2019/3/3 茨城県 ⽔⼾市 当館職員が「⼀橋家⼆世治済、その⼈と政治⼒」について，歴史講座を実施しま

す。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。

茨城県⽴歴史館の学習⽀援事業
茨城県⽴歴史

館
2018/4/1 2019/3/31 茨城県

県内⼩・
中学校お
よび⾼等

学校

当館では⼩・中学校および⾼等学校を対象にした学習⽀援事業（出前講座）を実施
しています。 「勾⽟づくり体験 」や「ちょっと昔のくらし」など18のテーマで講
座を実施します。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

茨城県⽴歴史館の講師派遣事業
茨城県⽴歴史

館
2018/4/1 2019/3/31 茨城県

県内公⺠
館

当館では公⺠館を対象にした講師派遣事業（出前講座）を実施しています。 「古墳
の話  」や「考古資料からみた縄⽂
⼈の交流 」など16のテーマで講座を実施します。なお，本事業はバリアフリー対
応の会場で開催します。

平成３０年度 ⼗⼆単試着体験
茨城県⽴歴史

館
2018/11/3 2019/3/3 茨城県 ⽔⼾市 雅な⼗⼆単を試着し，平安時代に思いをはせます。なお，本事業はバリアフリー対

応の会場で開催します。

平成３０年度 よろい・かぶと体験
茨城県⽴歴史

館
2018/11/17 2018/11/17 茨城県 ⽔⼾市 戦国武将が⾝につけた甲冑を模した，体験⽤の甲冑で着⼼地や重さを体験できま

す。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催します。

平成３０年度 ちょっと昔のあそび
茨城県⽴歴史

館
2018/11/13 2019/1/13 茨城県 ⽔⼾市 こま回しや折紙など，ちょっと昔のあそびを楽しみます。なお，本事業はバリアフ

リー対応の会場で開催します。

平成30年度茨城県⽂化プログラム推進事業 
リボーン・アートボール ワークショップ

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2019/1/26 2019/1/26 茨城県 つくば市

 リボーン・アートボールとは，捨てられる運命にあるボールをアートの⼒で再⽣
させるというもの。今回は，主に児童・⽣徒が参加するアートボール制作のワーク
ショップを開催する。 なお，ワークショップは，バリアフリー対応の会場におい
て実施予定。

平成30年度茨城県⽂化プログラム推進事業 
リボーン・アートボール ワークショップ

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2019/1/27 2019/1/27 茨城県 つくば市

 リボーン・アートボールとは，捨てられる運命にあるボールをアートの⼒で再⽣
させるというもの。今回は，主に児童・⽣徒が参加するアートボール制作のワーク
ショップを開催する。 なお，ワークショップは，バリアフリー対応の会場におい
て実施予定。

平成30年度茨城県⽂化プログラム推進事業 
リボーン・アートボール ワークショップ

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/12/29 2018/12/29 茨城県 ⽔⼾市

 リボーン・アートボールとは，捨てられる運命にあるボールをアートの⼒で再⽣
させるというもの。今回は，主に児童・⽣徒が参加するアートボール制作のワーク
ショップを開催する。 なお，ワークショップは，バリアフリー対応の会場におい
て実施予定。

東海村⽂化祭2018
東海村教育委
員会⽣涯学習

課
2018/10/26 2018/11/4 茨城県 東海村

 東海村⽂化祭2018は,様々なステージ発表や作品展⽰をはじめ,バザーや野菜・飲
⾷販売など,盛りだくさんの内容で開催します！展⽰会場の総合体育館では,来場者
も気軽に参加できる体験コーナーや,実演も多数設けています。
 本⽂化祭は，バリアフリー対応の会場において実施します。
 ※英語版パンフレットも⽤意しております。

第13回つくばみらい市⽂化祭
つくばみらい
市⽣涯学習課

2018/11/3 2018/11/4 茨城県
つくばみ
らい市

本⽂化祭は，つくばみらい市内で⽂化芸術活動を⾏う各クラブ，サークル，個⼈の
⽅が⽇頃の活動の成果を発表する年⼀度の催しです。発表の部では，2⽇間にわた
り37の団体が華麗なダンスや舞踊，演奏などを披露します。展⽰の部では，書道・
⼿⼯芸・陶芸などが展⽰され，あわせて市内⼩中学⽣の作品326点を展⽰する児童
⽣徒絵画・書写展も開催します。
なお，本⽂化祭は，バリアフリー対応の会場において実施予定です。

第46回茨城町⺠祭
茨城町教育委
員会⽣涯学習

課
2018/11/3 2018/11/5 茨城県 茨城町

 町⺠祭では，⽇本画・洋画，彫塑・美術⼯芸，書道，写真，町内保幼⼩中学⽣の
作品を展⽰する⽂化展，⽂化財展，字⼿紙展などを開催します。
 なお，本町⺠祭は，バリアフリー対応の会場で⾏います。

⽣誕120年 児⽟希望展
茨城県天⼼記
念五浦美術館

2018/10/13 2018/11/25 茨城県 北茨城市

 ⽣誕120年を迎えた⽇本画家，児⽟希望の回顧展。明治31(1898)年，広島県に
⽣まれた児⽟希望は上京後，川合⽟堂に師事し，⼤正10(1921)年の第3回帝展で初
⼊選を果たします。以後，⼆度の特選を受賞して画壇での評価を確かなものとしな
がら，戦後は⽇展を舞台に⻄洋近代美術の研究にも意を注ぎ，昭和32(1957)年か
らはヨーロッパに約1年間滞在。⽔墨画への意欲を新たにした画家は，抽象表現や
斬新な解釈による仏画にも新境地を開き，昭和46年に没するまで旺盛な創作を続け
ました。⾵景，花⿃，歴史⼈物，抽象表現，さらには⽔墨画や油彩画など希望の作
品はバラエティに富んでいます。⽬まぐるしく作⾵が変遷した希望は，渡欧後，抽
象表現に⾄って描くことの楽しさ，⾯⽩さを⾒出します。本展では初期から晩年ま
での代表作，約100点により常に“新しい⼀歩”を追い求めた希望の多彩な画業を紹
介します。なお，本事業は，バリアフリー対応の会場で実施します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

講演会
「髙橋健三と岡倉天⼼」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2018/11/13 2018/11/13 茨城県 北茨城市  遠⼭記念館学芸課⻑の依⽥徹 ⽒による講演会を実施します。なお，本事業は，バ
リアフリー対応の会場で実施します。

展覧会担当学芸員によるギャラリートーク
茨城県天⼼記
念五浦美術館

2018/11/17 2018/11/17 茨城県 北茨城市  ⽣誕120年 児⽟希望展に係る展覧会担当学芸員によるギャラリートークを実施し
ます。なお，本事業は，バリアフリー対応の会場で実施します。

映画会（いばらき教育⽉間推進事業）
 「ベイビーブラザー」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2018/11/4 2018/11/4 茨城県 北茨城市

 当館所有のDVDタイトルから厳選した名画を200インチの⼤画⾯でお届けする五
浦名画座。１１⽉は，「ベイビーブラザー」（2010年/85分/カラー/イギリス）を
１⽇２回(10:00〜，14:00〜)上映します。なお，本事業は，バリアフリー対応の
会場で実施します。

映画会
「ジンジャーとフレッド」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2018/12/2 2018/12/2 茨城県 北茨城市

 当館所有のDVDタイトルから厳選した名画を200インチの⼤画⾯でお届けする五
浦名画座。１２⽉は，「ジンジャーとフレッド」（1985年/122分/カラー/イタリ
ア，フランス，⻄ドイツ）を１⽇２回(10:00〜，14:00〜)上映します。なお，本
事業は，バリアフリー対応の会場で実施します。

映画会
「百万⻑者と結婚する⽅法」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/1/6 2019/1/6 茨城県 北茨城市

 当館所有のDVDタイトルから厳選した名画を200インチの⼤画⾯でお届けする五
浦名画座。１⽉は，「百万⻑者と結婚する⽅法」（1953年/96分/カラー/アメリ
カ）を1⽇2回(10:00〜，14:00〜)上映します。なお，本事業は，バリアフリー対
応の会場で実施します。

映画会
「断崖」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/2/3 2019/2/3 茨城県 北茨城市

 当館所有のDVDタイトルから厳選した名画を200インチの⼤画⾯でお届けする五
浦名画座。２⽉は，「断崖」（1941年/99分/モノクロ/アメリカ）を1⽇2回
(10:00〜，14:00〜)上映します。なお，本事業は，バリアフリー対応の会場で実
施します。

映画会
「ガスパール君と過ごした季節」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/3/3 2019/3/3 茨城県 北茨城市

 当館所有のDVDタイトルから厳選した名画を200インチの⼤画⾯でお届けする五
浦名画座。３⽉は，「ガスパール君と過ごした季節」（1996年/93分/カラー/フラ
ンス）を１⽇２回(10:00〜，14:00〜)上映します。なお，本事業は，バリアフ
リー対応の会場で実施します。

追悼－⼩林恒岳展
茨城県天⼼記
念五浦美術館

2018/12/13 2019/2/11 茨城県 北茨城市

 霞ヶ浦や筑波⼭をはじめ茨城の⾃然とそこに⽣きる⿃たちを温かな眼差しで描き
続けた⽇本画家，⼩林恒岳(1927-2017)。初期の抽象画から環境破壊に警鐘を鳴ら
した1970年代の作品，さらに素直な⾃然観照に基づく作品まで，代表作によりそ
の⽣涯と画業を紹介します。の会場で実施します。なお，本事業は，バリアフリー
対応の会場で実施します。

⽇本画ワークショップ
「にじみを⽣かして描こう」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/1/20 2019/1/20 茨城県 北茨城市
 ⼩林恒岳⽒から⽇本画の⼿ほどきを受けた⽇本画家 鎌⽥理絵⽒を講師に迎え，⽇
本画技法のひとつである「たらしこみ」を⽤いて静物を描きます。本事業は，バリ
アフリー対応の会場で実施します。

講演会
「⼩林恒岳－ふるさとの⾃然を描く」

茨城県天⼼記
念五浦美術館

2019/1/14 2019/1/14 茨城県 北茨城市  当館⾸席学芸員の中⽥智則による講演会を実施します。なお，本事業は，バリア
フリー対応の会場で実施します。

平成30年度茨城県⽂化プログラム推進事業 
リボーン・アートボール ワークショップ

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/11 2018/11/11 茨城県 ⽔⼾市

 リボーン・アートボールとは，捨てられる運命にあるボールをアートの⼒で再⽣
させるというもの。今回は，主に児童・⽣徒が参加するアートボール制作のワーク
ショップを開催する。 なお，ワークショップは，バリアフリー対応の会場におい
て実施予定。

第31回⿅嶋市芸能祭（邦楽の部）

公益財団法⼈
⿅嶋市⽂化ス
ポーツ振興事

業団

2018/11/3 2018/11/3 茨城県 ⿅嶋市

⿅嶋勤労⽂化会館主催による第31回⿅嶋市芸能祭（邦楽の部）が、同会館ホールに
て開催されます。
この芸能祭では、⺠謡・三味線・詩吟・剣舞・舞踊・⼤正琴・芸座・筝曲などを、
多数の団体が⽇頃の練習の成果を、ご来場された皆様にご披露いたします。
また2020東京オリンピック開催を記念し、各団体合同で東京五輪⾳頭-2020-を踊
る企画も予定しております。
 なお，本事業は，バリアフリー対応の会場において実施予定。
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第31回⿅嶋市⺠⾳楽祭

公益財団法⼈
⿅嶋市⽂化ス
ポーツ振興事

業団

2018/10/28 2018/10/28 茨城県 ⿅嶋市

⿅嶋勤労⽂化会館主催による第31回⿅嶋市⺠⾳楽祭が開催されます。「⾳楽で元気
創⽣67,000⼈の⾳楽フェスティバル」のテーマの下、少年少⼥から⾼齢のグルー
プまで21団体、約400⼈が出演し合唱やクラシック演奏から、邦楽まで⽇頃の練習
の成果を披露いたします。
毎年会場には⾃分の好きなジャンルの⾳楽や知り合いの演奏を聴こうと多くの観客
が詰めかけ、⼀緒に歌い⾳楽を楽しんでおります。
 なお，本事業は，バリアフリー対応の会場において実施予定。

平成３０年度 茨城県⼩中学校芸術祭
茨城県教育庁
総務企画部⽂

化課
2018/11/27 2018/12/16 茨城県 ⽔⼾市

 ⼩中学校児童⽣徒の創造性を⾼めるとともに，情操の涵養に資するため学校教育
との有機的な連携を図りながら実施するもので，⼩中学校美術展覧会，⼩学校合唱
合奏⼤会，中学校合唱合奏⼤会を開催する。
 開催場所については，スロープ等が整備され，障害者にとって利⽤しやすい茨城
県⽴県⺠⽂化センター等で開催する。

平成３０年度 茨城県⾼等学校総合⽂化祭
茨城県教育庁
総務企画部⽂

化課
2018/10/30 2018/11/13 茨城県

⽔⼾市，
つくば

市，⼩美
⽟市

 ⾼等学校⽣徒の創造性を⾼めるとともに，豊かな情操を培い，あわせて本県の⽂
化振興を図るために実施するもので，総合開会式，⾼等学校美術展覧会，⾼等学校
⾳楽会，⾼等学校演劇祭を開催する。
 開催場所については，スロープ等が整備され，障害者にとって利⽤しやすい茨城
県⽴県⺠⽂化センター等で開催する。

第4回笠間歴史フォーラム「維新の時代を⽣きた
⼈々と笠間」

笠間市教育委
員会⽣涯学習

課
2018/11/11 2018/11/11 茨城県 笠間市

 笠間市では，市の歴史や⽂化財について理解を深めるために，毎年歴史フォーラ
ムを実施しております。
第４回では，明治１５０年事業として，幕末，維新期をテーマとした歴史講演会を
実施します。
 なお，本事業は，バリアフリー対応の会場において実施予定。

欲しいがみつかる・うつわ展 -笠間と益⼦-
茨城県陶芸美

術館
2018/9/22 2018/12/9 茨城県 笠間市

本展では，笠間と益⼦を活動の拠点とする55名の作家と，全国の産地で活躍する７
名の作家の作品により、作家の個性や現代の感覚が取り⼊れられた新しいタイプの
うつわの魅⼒と共に，⾃由な作陶活動を育む陶芸産地，笠間と益⼦の魅⼒を紹介し
ます。「使ってみたい」「飾ってみたい」など，欲しいうつわがみつかる展覧会で
す。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で実施します。

呈茶会「茶の湯とくらす」おいしいお茶をどうぞ
茨城県陶芸美

術館
2018/10/8 2018/11/3 茨城県 笠間市 マリメッコ茶室にて、裏千家、海⽼澤宗⾹⽒にお茶会を開いていただきます。な

お，本事業はバリアフリー対応の会場で実施します。

出品作家によるアーティストトーク
茨城県陶芸美

術館
2018/11/4 2018/11/18 茨城県 笠間市

11⽉４⽇(⽇)阿部慎太朗⽒、⽥代倫章⽒、広瀬⼀郎⽒，11⽉18⽇(⽇)鯨井円美
⽒、中園晋作⽒によるアーティストトークを開催します。なお，本事業はバリアフ
リー対応の会場で実施します。

愛のヴィクトリアン・ジュエリー
茨城県陶芸美

術館
2019/1/2 2019/3/10 茨城県 笠間市

本展は，英国王室にまつわる宝飾品や著名なコレクションをはじめとする，ヴィク
トリア時代を中⼼とした技巧を凝らした華やかなジュエリーの数々を紹介します。
なお，本事業はバリアフリー対応の会場で実施します。

近現代⽇本陶芸の展開（コレクション展２）
茨城県陶芸美

術館
2018/10/10 2019/2/11 茨城県 笠間市

「近現代⽇本陶芸の展開」をテーマとして、明治期から現在までの⽇本陶芸史を概
観できるよう、近現代⽇本陶芸の歩みを語る上で⽋かせない作家とその作品を当館
の所蔵品を中⼼に紹介しています。板⾕波⼭と松井康成については、特集展⽰コー
ナーを設け、紹介しています。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で実施しま
す。

近現代⽇本陶芸の展開（コレクション展３）
茨城県陶芸美

術館
2019/2/13 2019/6/2 茨城県 笠間市

「近現代⽇本陶芸の展開」をテーマとして、明治期から現在までの⽇本陶芸史を概
観できるよう、近現代⽇本陶芸の歩みを語る上で⽋かせない作家とその作品を当館
の所蔵品を中⼼に紹介しています。板⾕波⼭と松井康成については、特集展⽰コー
ナーを設け、紹介しています。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で実施しま
す。
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ゾクッとするリアリズム -ゾウムシVSシーラカン
ス

茨城県陶芸美
術館

2018/12/12 2019/6/2 茨城県 笠間市

現代陶芸の表現が多様化する中で，⼈や動物などの⽣き物を題材にする作家の活躍
には，⽬を⾒張るものがあります。本展では，海洋⽣物をモティーフに関⻄で活動
する作家と，昆⾍をモティーフに関東で活躍する作家の作品により，リアリティー
とオリジナリティーを融合した表現の魅⼒を紹介します。なお，本事業はバリアフ
リー対応の会場で実施します。

芸術⽂化フェスティバルTheあきた
秋⽥の地域⽂
化を咲かせる

会
2019/5/12 2019/5/12 秋⽥県 秋⽥市

平成２３年２⽉に国⺠⽂化祭が秋⽥県で開催されることが内定されたのを契機に、
伝統⽂化、芸能、芸術等の団体が集い設⽴し、今年で８年⽬を迎えます。第１回は
「県⺠コンサート」とし、東⽇本⼤震災の復興⽀援として、チャリティーコンサー
トを兼ねて開催しました。以後、毎年の活動を通じて社会に対する芸術⽂化の波及
効果とアマチュア・⻘少年育成により地域⽂化振興の普及を図り活動して参りまし
た。この度は、秋⽥県障害者社会参加推進センターの協⼒により、障害者専⽤の招
待席を設置して観覧していただきます。演⽬は、⽇本舞踊で秋⽥の伝統芸能「竿
燈」を新曲⻑唄で（公社）⽇本舞踊協会秋⽥⽀部の皆さんが演じ、他に邦楽、合
唱、舞踊、⼤正琴等の分野を総勢２００⼈により公演します。

新国⽴劇場バレエ団 ⽩⿃の湖
公益財団法⼈
札幌市芸術⽂

化財団
2018/11/23 2018/11/24 北海道

札幌市中
央区

国内最⾼⽔準のバレエ団である新国⽴劇場バレエ団の出演による、バレエの演⽬の
中で最も⼈気と知名度の⾼い「⽩⿃の湖」の公演を実施し、これまで札幌市及び北
海道では鑑賞することができなかった、多⾯舞台を⽤いた本格的な舞台芸術に多く
の市⺠および道⺠が接する機会を創出するほか、管弦楽に道内唯⼀のプロ楽団であ
る札幌交響楽団を起⽤し、地元の優れた⽂化芸術団体が活躍する機会を創出しま
す。
そのほか、事前に新国⽴劇場バレエ団のダンサーと⼀緒に楽しくバレエを体験する
｢ワークショップ｣を実施することにより、理解を深め、興味を持ってもらう機会を
創出します。
会場には案内係を配置し、⾞いすの⽅など、どなたでもアクセスのしやすい環境を
整えます。

和敬ニューイヤーコンサート ２０１９

和敬ニューイ
ヤーコンサー
ト 実⾏委員

会

2019/1/12 2019/1/12 東京都 港区

公益財団法⼈和敬塾のＯＢ会組織である、和敬塾塾友会の⾸都圏⽀部の事業とし
て、コンサートを通して情報の発信を⾏い且つ、⽇本の若⼿⾳楽演奏家に対して演
奏の機会を提供し、⽂化を担う演奏家の育成に努めています。2014年から毎年1⽉
に⾳楽会を開催し、今回6回⽬を迎えます。コンサートは3部構成で、第1部は、フ
ルートとピアノの調べ。第2部は布村幸彦東京オリンピック・パラリンピック競技
⼤会組織委員会副事務総⻑を招き、「あなたも出来る 東京2020参画プログラム 
－世界に向けて⽇本⽂化を発信しよう－」（仮題）として対談。第3部は、ドイツ
⼈と⽇本⼈を両親に持つピアニストによる演奏。国際⾊豊かな顔ぶれで毎年開催し
ている。なお、会場のコンサートホールはバリアフリー対応となっており、⾞いす
のままご鑑賞いただけるスペースが設けられている。

障がい者アート展（第2回） ⼭形市 2018/12/3 2018/12/7 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1階の市⺠サロンに展⽰する。障がい者
の⽅々の感性あふれる作品を⽬にすることで、障がいに対する誤解や偏⾒を取り除
き、理解と関⼼を⾼める。
障がい者アート展はH29年度からbeyond2020の認証を受け 、今年度2回⽬の開催
となる。今回は障がい者団体（就労継続⽀援B型施設）に通所する⽅々の絵画や書
道などの作品展⽰を予定している。前回の7⽉出展作品では⽇本の⾵景画や書道、
紙ひこうきの作品など、⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組で好評を得たところです。
アート展を継続して開催することで、障がいのある⽅々への理解と障がいを考える
きっかけとしてもらい、また、障がいのある⽅には、制作した作品の展⽰という機
会を通じて、達成感や障がい者のやりがいづくりへとつなげていく。なお、会場と
なる市役所1階市⺠サロンはバリアフリー対応（⼊⼝誘導鈴・点字ブロック設置
済、段差なし）です。

松岡伶⼦バレエ団公演「Triple Bill」
松岡伶⼦バレ

エ団
2019/2/9 2019/2/10 愛知県

名古屋市
中区

今年度の松岡伶⼦バレエ団本公演は、古典作品とコンテンポラリー作品を3部構成
にし「Triple Bill」として2⽇間上演いたします。プログラムは、「ショピニアー
ナ」「PICK」（振付：中弥智博 東京シティ・バレエ団）「コッペリア」第3幕よ
り の3作品です。古典作品の名場⾯から現代的な創作作品まで⼀度に楽しむことが
でき、両⽇とも主要キャストが違うため⾒応えがあります。これを機に多くの⽅に
バレエに親しんでいただき、地域⽂化の振興とバレエの発展の⼒になれれば幸いで
す。会場は、多⽬的トイレや⾞いすの⽅のためのスロープ、鑑賞スペース等が整備
されており、障害者の⽅も楽しんでいただけます。

こだいらの遺跡をあるく ⼩平市 2018/10/27 2018/10/27 東京都 ⼩平市

約１〜３万年前の旧⽯器時代の遺物が展⽰されている鈴⽊遺跡資料館をはじめ、都
指定史跡鈴⽊遺跡、市指定史跡⼋⼩遺跡を徒歩などでめぐるツアーを開催。ウォー
キングマップを活⽤しつつ、遺跡の⽴地や景観を観察し、学芸員の解説を聞くこと
によって、市⺠の⽅々に地域の歴史や⽂化財に対する関⼼と郷⼟への愛着を深めて
いただくイベントです。なお、ツアーコースは、⾞いす使⽤者等を配慮したバリア
フリーの設定で、職員による補助体制も⽤意しております。
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⽇本舞踊公演第11回「湖舞の会」 滋賀邦舞連盟 2018/11/25 2018/11/25 滋賀県 ⼤津市

⽇本古典⽂化である、⽇本舞踊を広く⼀般に紹介するとともに、その継承を図るた
め、時代に合わせた新しい試みを織り交ぜて、毎年定例会をおこなっています。特
に今回の企画演⽬として、舞台に施されている演出の種明かし（⾐装の早変わり）
を観客の皆さんにご覧いただくと共に体験していただきます。国際親善協会ともタ
イアップし、和楽器の曲や、⽇本の扮装での舞台を視聴覚的にも楽しんでいただけ
るよう、楽屋等の⾒学も取り⼊れた⼯夫をしています。

フィールドアートMedia Mix 2019
滋賀県⽴⽂化
産業交流会館

2019/1/27 2019/1/27 滋賀県 ⽶原市

多⽬的に利⽤できる当館イベントホールの特性を活かしたマーチングバンドの競演
に演出を加えたエンターテイメントによる賑わいの創造と、県内外の団体が⼀堂に
会することで交流を図り、加えて地域の⾳楽活動の活性化を促進するとともに、新
たなメディア芸術として広く県⺠に紹介する。
上演会場はバリアフリーとなっており、障がい者の⽅にもご鑑賞いただきやすい
ホールとなっている。
【出演】
 Legend of Angels/JOKERS Drum&Bugle Corps
滋賀学園中学校・⾼等学校(チアリーディング)
近江⾼等学校/京都光華中学校・⾼等学校/京都橘⾼等学校/京都明徳⾼等学校

東京・春・⾳楽祭2019
東京・春・⾳
楽祭実⾏委員

会
2019/3/15 2019/4/14 東京都 台東区

江⼾時代から現代に⾄るまで、⽂化の中⼼地であり続けている上野から、⽇本国内
外の⼀流奏者によるクラシック⾳楽を中⼼としたコンサートを通して、世界に誇れ
る上野の⽂化的魅⼒を発信する。東京⽂化会館や、国の重要⽂化財である国⽴科学
博物館⽇本館講堂、重要⽂化財を数多く収蔵している東京国⽴博物館といった、歴
史的に価値のある⽂化施設の協⼒を得ながら、オペラや在京オーケストラ公演、⽇
本の中堅・若⼿声楽家から成る”東京オペラシンガーズ”が⽇本の童謡・唱歌を演奏
する公演、⾳楽と美術を融合したミュージアム・コンサート等、約150公演を⾏
う。各種配布物に欧⽂対応があり、会場はバリアフリー対応またはレセプショニス
トによる個別対応を⾏っている。⼀部の公演の模様は、⾳楽祭終了後に期間限定で
オンデマンドによる世界配信を予定。

 成井 豊のドラマリーディング教室
⾜⽴区シア

ター1010指定
管理者 松嶌

2019/1/12 2019/3/3 東京都
⾜⽴区千
住３９

２

⽇本・世界の名作⽂学を教材として発声・発⾳・アクセント・複式呼吸・滑⾆と
いった演技の基礎から、役作り・感情表現まで⾔葉の演技表現を学べるワーク

 ショップ。
1⽉12⽇から2⽉23⽇までの毎週⼟曜⽇に７回のレッスンの後、3⽉3⽇（⽇）お客
様（無料）を招いての発表会開催。発表会では⾞椅⼦スペースの設置、スペースま
でのスタッフによるご案内。

明治期における官⽴⾼等教育施設の群像
⽂化庁国⽴近
現代建築資料

館
2018/10/23 2019/2/11 東京都 ⽂京区

明治期における＜⽂明開化＞とそれに続く⽇本社会の近代化を中核で担い、具体的
に形作っていった官⽴の＜⾼等教育施設＞の形成と展開を、全国から集めた図⾯や
古写真などの建築資料を⽤いて紹介する。展⽰に当たっては４か国語（⽇本語、英
語、中国語、韓国語）のキャプションと２か国語（⽇本語、英語）併記の図録を作
成し、配布を⾏う。

ノース・ティータイム・コンサート vol.15 島
⽥彩乃 ピアノ・リサイタル

プラザノース
マネジメント

株式会社
2019/1/18 2019/1/18 埼⽟県

さいたま
市北区

ピアニスト、島⽥彩乃によるクラシックコンサートを開催します。プラザノースで
は⽂化芸術を気軽に楽しんで頂くため、落語や狂⾔、クラシックといったホール公
演、またギャラリーでは若⼿アーティストによる展覧会を開催。造形・ＣＧ・絵
画・陶芸などの各種アトリエや和室では茶道・茶会、着付け、⽣け花、和裁など各
種サークル活動も盛んで、年間を通し芸術および⽇本⽂化の魅⼒を伝える事業に取
り組んでいます。施設全体がユニバーサルデザインによって設計され、年齢や障害
の有無にかかわらずさまざまな⼈にとって利⽤しやすい施設となっています。介護
ベッド、オストメイト対応のトイレも完備。ホール内に⾞いす席があり、⾞いすの
⽅も安⼼して公演を楽しめます。

ノース・ぶらっとコンサート 〜ほりほりオーケ
ストラ〜

プラザノース
マネジメント

株式会社
2019/3/9 2019/3/9 埼⽟県

さいたま
市北区

地域で活躍する楽団、ほりほりオーケストラによるクラシックコンサートを開催し
ます。プラザノースでは⽂化芸術を気軽に楽しんで頂くため、落語や狂⾔、クラ
シックといったホール公演、またギャラリーでは若⼿アーティストによる展覧会を
開催。造形・ＣＧ・絵画・陶芸などの各種アトリエや和室では茶道・茶会、着付
け、⽣け花、和裁など各種サークル活動も盛んで、年間を通し芸術および⽇本⽂化
の魅⼒を伝える事業に取り組んでいます。施設全体がユニバーサルデザインによっ
て設計され、年齢や障害の有無にかかわらずさまざまな⼈にとって利⽤しやすい施
設となっています。介護ベッド、オストメイト対応のトイレも完備。ホール内に⾞
いす席があり、⾞いすの⽅も安⼼して公演を楽しめます。

いけばなの根源池坊展 What's IKEBANA？「い
けばな⼤作戦！」

⼀般財団法⼈
池坊華道会

2019/3/13 2019/3/18 ⼤阪府 ⼤阪市

⽇本の伝統的な⽣活⽂化である「いけばな」に関する展⽰会です。いけばなをご存
じない⽅に、その魅⼒などをお伝えできるように鑑賞ポイントなどのレクチャー映

 像を制作し、会場内にてご覧いただけるように企画しております。
また百貨店での催事のため、⾞いすなどをお使いになられる⽅であってもご来場い
ただきやすい環境にあり、オストメイト⽤・⾝障者⽤のお⼿洗いの準備もございま

 す。
また上に挙げた動画には英語・中国語の字幕を付しているため、⽇本語がネイティ
ブで無い⽅でもご覧いただくことができ、視聴をしていただくことで⽬の前にある
いけばなの魅⼒を感じていただくことができるものと考えております。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

世界⽂化⾃由都市宣⾔４０周年シンポジウム 京都市 2018/12/16 2018/12/16 京都府 京都市

 世界⽂化⾃由都市宣⾔４０周年事業及び⽂化庁京都移転の機運醸成の取組の⼀環
として，宣⾔の今⽇的意義や，千年を超えて国内外から⼈々が集い世界と交流しな
がら発展してきた京都の歩み，さらには宣⾔や⽂化庁京都移転を踏まえたこれから
の京都の役割について，市⺠の⽅々と共に考え，次代に継承していくためのシンポ
ジウムを開催する。

シンポジウム「⽂化芸術による新しい価値の創出
と地⽅創⽣」

京都府 2018/12/23 2018/12/23 京都府  京都市

◆オープニング
ratio（レシオ）〔複合パフォーマンスユニット〕
出演：岡村渉、橋本昌也、深川あきら
◆アイデアコンテスト受賞者発表会
 ⽂化庁京都移転「新しい⽂化政策」アイデアコンテスト受賞者による受賞作品の発
表会
◆パネルディスカッション
⽂化芸術による新しい価値の創出と地⽅創⽣
〜⽂化庁京都移転がもたらす新たな可能性〜
コーディネーター：中村伊知哉
パネリスト：落合陽⼀、⼩⼭薫堂、⽵宮惠⼦、村⽥善則

冬休み芸術体験教室〜写真を撮って，絵にしてみ
よう〜

京都市，公益
財団法⼈京都
市芸術⽂化協

会

2019/1/5 2019/1/6 京都府  京都市

本教室では，１つの事象について，異なった表現⽅法を⽤い，芸術の捉え⽅や，楽
しさ，おもしろさを知る機会とします。教室に参加した⼦どもたちの成果は，京都
芸術センターで発表する予定です。皆様の御応募をお待ちしております。
 ＜内容＞芸術センター内で写真を撮り，その写真を鉛筆で描いてみる教室
 ＜講師（写真）＞⽊村充宏，⼩林達也
 ＜講師助⼿（鉛筆画）＞神⾺啓佑
 ＜対象者＞京都市内に在住⼜は京都市内の学校に通学する⼩学１年⽣〜⼩学６年⽣
 ・５⽇：⼩学１〜３年⽣・６⽇：⼩学４〜６年⽣

第７３回⾏動展 京都作家展
⾏動美術協会
京都事務所

2019/1/8 2019/1/13 京都府  京都市
昨年に続き、京都府⽴⽂化芸術会館で絵画、彫刻、約50点を展⽰する。
 東京、⼤阪の巡回展を引き継ぎ、京都作家のみの展⽰である。
 会員、会友、⼀般⼊選者の作品を展⽰

Let's CHOCO×CHA 〜チョコレートを使った和
菓⼦と抹茶で楽しむ紅葉茶会体験〜

旧齋藤家別邸 2018/11/11 2018/11/11 新潟県 新潟市中央区

⼤正時代・新潟の豪商である旧齋藤家別邸で⾏う新スタイルの茶会。「茶道」と
「チョコレート」という斬新な組み合わせで、外国⼈と若者に向けて⽇本⽂化の魅
⼒を発信します。服装も⾃由で、抹茶とカカオの健康効果を知ることができる点も
魅⼒。特別公開の茶室で紅葉とともに上質な秋のひと時をお楽しみください。

ニュージーランドとの⽂化交流イベント 佐賀県 2018/11/10 2018/11/10 佐賀県 佐賀市

佐賀県がホストタウンに登録されているニュージーランドの出⾝で「葉隠」の英訳
者でもあるアレキサンダーベネット⽒によるトークショーや伝統芸能の公演、
ニュージーランドフード等、佐賀とニュージーランドの⽂化を体感できるイベン
ト。スロープや多⽬的トイレのある佐賀城本丸歴史館での開催。

秋の特別公演「傾城阿波の鳴⾨ 順礼歌の段〜⼗
郎兵衛内の段」

徳島県⽴阿波
⼗郎兵衛屋敷

2018/11/4 2018/12/2 徳島県 徳島市

阿波⼈形浄瑠璃の定番「傾城阿波の鳴⾨」。この度、みなさまのご要望にお応え
し、続きの「⼗郎兵衛内の段」を秋の特別公演として開催します。秋の⾏楽シーズ
ンを迎え、より多くの⽅にご覧いただけるよう、計6⽇の開催⽇を設けました。
「順礼歌の段」は、両親に会いたさゆえ、順礼旅をする娘おつると⺟お⼸の2⼈の
出会いと別れ、そして後半の「⼗郎兵衛内の段」では、⽗親の⼗郎兵衛が登場し、
コミカルな要素も含んだチャンバラシーン、涙をさそう親と⼦の悲しい別れといっ
た⾒所・聴き所が満載の1時間。  普段なかなかご覧いただけない前半と後半を続け
ての上演となります。会場は多⽬的トイレを備えるなどバリアフリー対応してお
り、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となっています。【秋の特別公演】実施⽇／１
１⽉４⽇（⽇）１０⽇（⼟）１１⽇（⽇）１７⽇（⼟）２３⽇（⾦祝）１２⽉２⽇
（⽇）

ドイツ館のクリスマスマーケット2018
⼀般社団法⼈ 
鳴⾨市うずし
お観光協会

2018/12/8 2018/12/9 徳島県 鳴⾨市

ドイツの冬の⾵物詩とも⾔われている「クリスマスマーケット」。町の中⼼や広場
にはいたるところにマーケットが出現し、⼤きなクリスマスツリーや飾り、キャン
ドル、⼈形やおもちゃやおいしい屋台が⽴ち並びます。クリスマスの到来を⼼待ち
にする待降節（アドヴェント）の期間、ドイツの⼈々は１年でいちばん楽しい瞬間
を待ち望んでいるそうです。そんな楽しいクリスマスをドイツ館⾵にアレンジし、
ドイツを⾝近に感じられるイベントを開催いたします。会場は多⽬的トイレを備え
るなどバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となっていま
す。

阿波⼈形浄瑠璃平成座 創⽴30周年記念誌発刊
式典・記念公演

平成座 2018/11/18 2018/11/18 徳島県 徳島市

平成元年に三業⼀体を旨として結成された「阿波⼈形浄瑠璃平成座」は、おかげさ
まで３０周年を迎え、１１⽉１８⽇（⽇）に記念公演を開催します。記念公演で
は、三⼤名作のひとつ、「仮名⼿本忠⾂蔵・七段⽬ 祇園⼀⼒茶の段」を全員で演じ
ます。太夫・三味線は、（故)⼈間国宝鶴澤友路師匠のご指導を、⼈形遣いは「阿
波⼈形座」の吉⽥史興先⽣にご指導いただき、練習を重ねてまりました。徳島県内
からは、「阿波⼗郎兵衛座」の皆様、⾹川県からは、「讃岐源之丞保存会」の皆様
が応援にかけつけてくださいます。平成座の後継者団体として、「平成座ジュニア
クラブ」・「川内北⼩学校⼈形浄瑠璃クラブ」の⼦どもたちも元気に公園を盛り上
げてくれます。30年間のご⽀援の感謝を込めて精⼀杯演じます。会場は多⽬的トイ
レを備えるなどバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となっ
ています。
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とくしまミニコンサート 徳島県 2018/11/18 2018/11/18 徳島県 三好市

とくしまミニコンサートは、「地域とともにみんなで奏でる」をテーマに、県内で
活躍するアマチュア・オーケストラ「阿波オーケストラ」の皆さんと、地元の池⽥
中学校吹奏楽部のメンバーが、廃校になった旧⻄⼭⼩学校で⼀緒に演奏をする⼩さ
なコンサートです。当⽇は、クラシック⾳楽だけでなく、アニメやラテン調の⾳楽
など、多くの⽅が⽿にしたことのある楽曲の演奏もございます。会場は多⽬的トイ
レを備えるなどバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となっ
ています。

⽂書館の逸品展「⼭の産業」
徳島県⽴⽂書

館
2018/10/30 2019/1/27 徳島県 徳島市

阿波は、四国⼭地を中⼼に広⼤で深い⼭々をもつ国であった。⼭は古来より多くの
産業を育んできた。紙・茶・椎茸・薪炭材などから⽔⼒発電に⾄るまで、県下に残
る歴史的な⽂書資料や絵図、写真資料などを活⽤して、徳島の⼭の産業の成り⽴ち
に迫る。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ます。

ほう楽★ガールズconcertⅡ 徳島県 2018/10/28 2018/10/28 徳島県 徳島市

「あわ三⼤⾳楽」の⼀つである“邦楽”の裾野拡⼤及び次世代育成による⽂化振興を
⽬的に結成された、徳島県内の若⼿邦楽演奏者による「ほう★ガールズ徳島」のコ
ンサートです。ゲストとして、福富弥⽣さん、篠笛奏者の⽟置ひかりさんが参加。
新メンバーも加⼊し、総勢12名となった彼⼥たちのコンサートを是⾮お楽しみ下さ
い。会場は多⽬的トイレを備えるなどバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽し
んで頂ける会場となっています。

エスパス管弦楽団New Year Concert 2019
公益財団法⼈
真庭エスパス
⽂化振興財団

2019/1/27 2019/1/27 岡⼭県 真庭市

財団が運営するエスパス管弦楽団の華やかなニューイヤーコンサート。地域の皆様
に気軽にクラシック⾳楽を楽しんでいただける新春にふさわしいコンサートです。
また、オーケストラをバックにソリストを務めていただく⼦ども達を募集し、共演
していただくことで⼀つの⾳楽を作り上げるプロセスを経て、⾳楽の素晴らしさや
楽しさなどの感動体験をしていただくことも⽬的の⼀つとしています。

朝鮮通信使世界記憶遺産登録記念 特別講演会並
びに特別解説会と⽜窓を訪ねる現地研修会

公益財団法⼈ 
岡⼭県郷⼟⽂

化財団
2018/11/6 2018/11/6 岡⼭県

岡⼭市北
区

2017年10⽉に「朝鮮通信使に関する記録」が世界記憶遺産に登録されたことを記
念した岡⼭⼤学特命教授倉地克直先⽣の講演会「ユネスコ記憶遺産に登録された朝
鮮通信使」並びに登録された書軸（原物）の拝観と寄港地であった⽜窓を訪ねる現
地研修会と岡⼭県⽴博物館特別展「岡⼭ゆかりの肖像」の特別解説会を開催しま
す。

公開講座フェスタ2018 ⼤阪府 2018/11/1 2018/11/14 ⼤阪府
⼤阪市中

央区

⼤阪、兵庫、和歌⼭の⼤学・研究機関及び⼤阪府で構成する阪神奈⼤学・研究機関
⽣涯学習ネットでは、府県の枠を越えて、⾼度で良質な⽣涯学習機会の継続的な提
供のために、平成１０年度から毎年度「公開講座フェスタ」を実施しています。
 ２1回⽬を迎える今年は、特別講演として、ウォーキングトレーナーの池⽥ノリ
アキさんをお招きする他、阪神奈⼤学・研究機関⽣涯学習ネットの１９の⼤学・研
究機関による⽂学、歴史等をテーマにした講座を開催いたします。⽇本の魅⼒ある
⽂化を学べる機会ですので、皆様のご参加をお待ちしています。
 なお、本公開講座は、バリアフリー対応の会場で実施します。

侍パフォーマンスエクスペリエンス
⼀般社団法⼈
⽇本殺陣道協

会
2018/11/1 2019/10/31 ⼤阪府

⼤阪市⻄
区

⼤阪市中
央区

当協会では、「和の⼼」を楽しみながら⾝につけてもらえるようにと「殺陣（た
て）“⽴ち回り”」の体験教室を設⽴し、広く⽇本⽂化の理解を深める機会を提供し
ています。
具体的には、⼤阪市⻄区の四ツ橋と⼤阪城ミライザ内に道場を設け、⽇々、海外等
からのお客様を対象とした体験指導及び殺陣ショー等のイベントを開催しており、
⽇本⼈外国⼈を問わず好評を得ています。
これらの道場、イベント等では、英語対応の指導者及びスタッフを配置するほか、
案内状等には⽇本語、英語、中国語を併記しており、どなたでもわかりやすく体験
できる体制を整えています。
昨年は世界35ヵ国から2,000名以上の⽅が体験された実績やトリップアドバイザー
のエクセレンス認証も頂いており、今後さらに事業を発展させていきます。

連携公開講座「斎宮跡と猿投窯」
斎宮活性化実

⾏委員会
2018/12/2 2018/12/2 愛知県 瀬⼾市

昭和４５年から継続する発掘調査により、解明が進められ、その価値をがさらに⾼
められた史跡斎宮跡のすがたを、広く全国的に発信するため⼤都市圏で３回の公開
講座を実施し、斎宮跡への関⼼を⾼め、斎宮への来訪を促し、交流⼈⼝の増⼤にも
つなげる。今回は中京圏を対象に、斎宮にも⼤量の須恵器・灰釉陶器・緑釉陶器を
搬⼊した⼀⼤窯業地・猿投窯と斎宮との関係から、古代の⽣産地と消費都市の様相
を明らかにする。

連携公開講座「斎宮跡と古代官衙」
斎宮活性化実

⾏委員会
2019/2/24 2019/2/24 神奈川県

横浜市都
筑区

昭和４５年から継続する発掘調査により、解明が進められ、その価値をがさらに⾼
められた史跡斎宮跡のすがたを、広く全国的に発信するため⼤都市圏で３回の公開
講座を実施し、斎宮跡への関⼼を⾼め、斎宮への来訪を促し、交流⼈⼝の増⼤にも
つなげる。今回は⾸都圏を対象に、同時代の関東の古代官衙と⽐較することによ
り、斎宮の特徴と歴史的意義を明らかにする。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

国際公募2018年 ⽇本・釜⼭友好協会展
⽇本釜⼭友好

協会展
2018/10/21 2018/10/27 愛知県 江南市

本展は、⽇本と韓国釜⼭の絵画による友好展を毎年開催しています。本展では、国
内から⽇本画、洋画、彫塑、⼯芸、書、写真の６部⾨の作品を公募・展⽰するとと
もに、釜⼭の絵画、書、陶芸、染⾊・⼯芸等の芸術家の作品を⼀堂に集めて展⽰す
る⽇本・釜⼭友好協会展によって交流を深めています。
なお、会場は⾝障者専⽤の駐⾞スペースがあり、スロープが整備されているなど、
⾞椅⼦利⽤者など障害をもつ⽅が展⽰ギャラリーに楽に⼊れるようになっていま
す。また、本会員には、外国⼈もいて⽇本語と英語が話せるため、作品鑑賞する外
国語⼈に対して御案内もできるようにしています。

みどり⾳楽祭／第5回なごや⻘少年ピアノコン
クール

特定⾮営利活
動法⼈みどり

⾳楽祭
2018/12/8 2018/12/9 愛知県

名古屋市
緑区

なごや⻘少年ピアノコンクールは、⾳楽を学ぶ⼈々のすそ野を広げ、地域で⽇本で
世界に⽻ばたく優れた⼈材を⾒出し、未来の演奏家として育成、成⻑を⾒守り、⼈
と⼈との絆を⼤切に⾳楽と⼈づくり、まちづくりが響きあうことを願って毎年開催
している。ピアノコンクールは、⼩学⽣から⼀般の応募者を７区分に分けて審査を
⾏い、優秀な演奏者には表彰を⾏っている。演奏曲⽬は予選、本選ともに⾃由曲、
2曲までとしている。
会場は障害者専⽤駐⾞場、展⽰ブロック、スロープが完備されており、劇場内には
⾞椅⼦席や⾝障者⽤トイレを備えており、障害のお持ちの⽅にも安⼼してピアノ演
奏を鑑賞していただける体制を整えている。

国際公募2018年 国際親善美術交流展
国際親善美術

交流展
2018/12/23 2018/12/29 愛知県 江南市

本展は、韓国の普洲（チンジュ）との絵画等による⽇韓⽂化交流展を毎年開催して
いる。本展では、⽇本画、洋画、彫塑、⼯芸、書、写真の６部⾨の作品を公募・展
⽰するとともに、⾹港からは⼤極美学書画展、韓国釜⼭市からは海雲台国際美術デ
ザイン展に展⽰された招待作家の作品を展⽰する個性あふれる美術交流展です。
なお、会場は⾝障者専⽤の駐⾞スペースがあり、スロープが整備されているなど、
⾞椅⼦利⽤者など障害をもつ⽅が展⽰ギャラリーに楽に⼊れるようになっていま
す。また、本会員には、外国⼈もいて⽇本語と英語が話せるため、作品鑑賞する外
国語⼈に対して御案内もできるようにしています。

第９５回⽩⽇会展名古屋展
⽩⽇会中部⽀

部
2019/4/9 2019/4/14 愛知県

名古屋市
東区

 ⽩⽇会は絵画・彫刻の美術団体で⽇本の古書に⾒える三本⾜の⼋咫烏（ヤタガラ
ス）をシンボルマークとしている。本展は、全国公募優秀作品・会選抜作品、地元
出品者の作品、絵画、彫刻作品を約１７０点を展⽰し、⽇頃の活動の成果を披露す
るとともに各⽅⾯からの批評を仰ぎ、当地での市⺠・県⺠⽂化の向上に寄与するこ
とを⽬的とするものである。
 展⽰会場は、愛知芸術⽂化センター８階にありエレベーター、多⽬的トイレ等が
整備されてバリアフリー対応となっている。また、センターの案内表⽰は英語で併
記されていることから、障害者、⾼齢者、外国⼈など多くの来場者が迷うことなく
展⽰会場で展覧会を鑑賞できる会場となっている。

劇団en塾 桜前線プロジェクト 2019年愛知公
演

劇団en塾 愛
知公演実⾏委

員会
2019/4/5 2019/4/5 愛知県 刈⾕市

 インドネシアの⾸都ジャカルタで⽇本と⽇本⽂化に親しむ⼤学⽣達で構成された
⽇本語ミュージカル劇団『劇団en塾』による愛知公演を刈⾕市総合⽂化センター
（バリアフリー施設）で開催します。en塾の団員たちは演劇という⼿段を⽤いて⽇
本⼈になり、⽇本⼈として⽇本語を発します。彼らは⽇本の事を演劇活動を通じて
実際に⾒て聞いて感じ、それを世界に伝えていきます。⽇本が⼤好きで⽇本語で
ミュージカルを⾏うインドネシアの若者達の純粋な熱意が舞台を駆け巡ります。愛
知公演の題材は神楽です。専⾨家をお招きして⽇本独⾃の伝統芸能のご指導を頂い
てます。当公演がインドネシアと愛知の架橋として、また多くの県⺠にインドネシ
アや⽇本語学習者の学⽣を知って頂き、演劇を通した⽂化振興を⽬的として公演し
ております。
 会場は、⾞椅⼦スペース、多⽬的トイレ等を設けてバリアフリーに対応してお
り、スタッフには外国語の通訳できる体制を整えております。

平成３０年度 こども・アートふれあい事業
⼀般財団法⼈
ちりゅう芸術

創造協会
2018/10/4 2019/2/28 愛知県 知⽴市

本事業は、知⽴市内の⼩中・幼保育園をくまなく芸術作品を提供し、⼦ども達に等
しく鑑賞機会を提供する機会としている。他国籍の⼦ども達が多数在籍する学校
や、各学校の⽀援クラスの⼦ども達も参加するとともに、⼩中派遣公演では、その
外国籍を持つご家庭には英語、ポルトガル語に対応した事業概要のお知らせ及びア
ンケートを作成・配布する。平成30年度の⼩中派遣公演は「伝統芸能・伝統⾳楽」
をテーマに、井上松次郎による室町時代から続く伝統芸能「狂⾔」、三遊亭楽⽣、
翁家勝丸による⽇本の和芸「落語や演芸」など様々な芸術分野を鑑賞できるような
プログラムを企画している。さらに市内在住の⼦ども達が通う、隣市の特別⽀援学
校とも連携し芸術鑑賞を提供する。

おやこDEパティオ
⼀般財団法⼈
ちりゅう芸術

創造協会
2018/10/10 2019/3/6 愛知県 知⽴市

少⼦化が進む昨今の情勢を受け、劇場による⼦育て⽀援事業としての取組を開催す
る。孤⽴しがちな育児中の親⼦が集い社会参加への第⼀歩や新たなコミュニティ形
成の機会と場の提供とともに、⽂化・芸術を通してゆとりある⼦育ての⼿助けをす
る。本年度は、和室開放、⾃由遊び・わらべうた遊び、読み聞かせなどの“おや
こ・あかちゃんひろば”、これからママになる⼈がアーティストの演奏を聴いてリ
フレッシュする“マタニティーコンサート”、親⼦で芸術に親しむワークショプ、お
んがく・リズムあそび等の“おやこワークショプ”、アマチュア劇団の⼈形劇を親⼦
で鑑賞する“⼈形劇鑑賞”などのプログラムを計画し、⽂化・芸術に対する感性を養
い、将来の⽂化⼈を育てる取り組みである。参加においては障がいのあるなしや保
護者の年齢に制限をせず、また、会場のパティオ池鯉鮒は、障害者専⽤駐⾞場や多
⽬的トイレ等を設置し、障害者・⾼齢者に配慮した環境を整えている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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アートDEコミュニケーション
⼀般財団法⼈
ちりゅう芸術

創造協会
2019/1/19 2019/2/16 愛知県 知⽴市

触覚、⾳楽、演劇のワークショプを16歳以上の⻘少年を含め幅広い世代に向け開催
する。①触覚ワークショプでは、｢⾒えない、⾒えにくい世界を知ろう！！」を
テーマに相⽻⼤輔（障害科学博⼠、愛知教育⼤学･特別⽀援教育講座・講師）⽒の
講師で⾏う。②⾳楽ワークショプでは、講師にロビン・ロイド（⾳楽セラピスト）
⽒を招き、「ロビン・ロイドのカリンバワークショップ」を⾏う。③演劇ワーク
ショプでは、「体を動かして戯曲を読んでみよう」をテーマに和⽥喜夫（演出家、
⽇本演出者協会・理事・事務局⻑）⽒が講師を⾏う。ワークショプへの参加サポー
トが必要な障害者などに対し、適宜スタッフがサポートをすることで、障がいの有
無に関わらず参加できる講座である。また、実演家のテクニカルな講座ではなく、
参加者⾃⾝が答えや納得できる解を得られるワークショップである。また、パティ
オ池鯉鮒は、障害者専⽤駐⾞場や多⽬的トイレを設置している。

名古屋市⽂化振興事業団２０１９年企画公演   
ミュージカル「ボーイフレンド」

公益社団法⼈ 
名古屋市⽂化
振興事業団

2019/2/22 2019/2/24 愛知県 名古屋市中区

 公益財団法⼈名古屋市⽂化振興事業団では、１９８５年の『三⽂オペラ』を⽪切
りに、地元で活躍する⾳楽・演劇・舞踊関係者の総⼒を結集し、ミュージカル、オ
ペレッタ、オペラなどの企画公演を毎年上演してまいりました。３５回⽬を迎える
今回は、⼤⼥優ジュリー・アンドリュースを世に送り出したミュージカル⻩⾦時代
の名作『ボーイフレンド』を上演いたします。『ボーイフレンド』は、南フラン
ス・ニース郊外を舞台に繰り広げられる、お洒落でチャーミングなラヴ・コメディ
で、本公演が名古屋初演であります。
 会場は、スロープ、エレベーターなどが完備されバリアフリー対応に加え、チ
ケット料⾦に障がい者割引を設定しているため、障がいをお持ちの⽅でも気軽に鑑
賞できる公演であります。

平成３０年度愛知県⽂化協会連合会⻄尾張部芸能
⼤会

愛知県⽂化協
会連合会

2018/11/25 2018/11/25 愛知県 江南市

 愛知県⽂化協会連合会（県内48市町村等の⽂化協会が加盟）の⻄尾張部に所属す
る10市町村の⽂化協会による芸能発表会です。芸能発表会では、⽇本舞踊、⺠踊、
詩吟等、⽇本⽂化の魅⼒を伝える舞台公演をご鑑賞していただけます。また、会場
は、スロープ、障害者⾞椅⼦スペースを完備しており、障害者⽤駐⾞スペースも⽤
意しております。

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り⼈
形」スペシャル全幕

パブロワ・ニ
ジンスキー記
念 越智イン
ターナショナ

ルバレエ

2018/12/24 2018/12/24 愛知県 名古屋市中区

⽇本特殊陶業市⺠会館において、世界中で⼈々を魅了し続けているバレエ「くるみ
割り⼈形」全幕を公演します。本公演の「くるみ割り⼈形」は、明るく弾むような
メロディーと華やかで優雅な踊りはこの地域の冬の⾵物詩として定着しており、
1988年の初演から今年で31回⽬を迎えます。また、⼦どもから⼤⼈まで家族で楽
しめる名作で、クリスマスシーズンのひとときをより華やかに彩る舞台芸術を展開
します。
 会場のビレッジホール内は、スロープや⾞椅⼦専⽤スペースを設けており、バリ
アフリー化に対応しており障害者の⽅でも気軽に⾒に来ていただける取り組みに
なっております。

ナゴヤブラスワールド2018「栄・まちじゅう⾳
楽広場」

栄・まちじゅ
う⾳楽広場実

⾏委員会
2018/11/3 2018/11/3 愛知県

①名古屋
市東区

②名古屋
市中区

ナゴヤブラスワールド2018「栄・まちじゅう⾳楽広場」のコンセプトを“まちじゅ
うを⾳楽空間に”、“都⼼の秋空に響けマーチ”、“集まれ吹奏楽仲間”と題して開催す
る。開催内容は、セントラルパーク園路において、団独パレード、合同バーレドを
⾏い、オアシス21銀河の広場やもちの⽊広場では、マーチングパフォーマンス、吹
奏楽団演奏などを⾏います。
会場となっているオアシス、もちの⽊広場、セントラルパークの園内は、どこにで
も移動しやすいようスロープが設置されバリアフリー対応が整っています。また、
訪れる外国⼈にも対応できる多⾔語通訳のできるスタッフを配置します。

愛知県⽴芸術⼤学 アーティスト・イン・レジデ
ンス事業 2018 「Future Made “2038”」

愛知県⽴芸術
⼤学

2018/11/26 2018/12/16 愛知県 ⻑久⼿市

本事業では、瀬⼾物が持つ300年余りの歴史から、未来を想像する作業を通じて、
⽇本⼈と外国⼈アーティストによる協働制作により、⽇本⽂化がもつポテンシャル
の可変的可能性を発信する事業です。
オランダよりアーティストを招聘し、⽇本⼈のアーティストとの協働制作や愛知県
⽴芸術⼤学の学⽣や地域住⺠とのコミュニケーションを通じて、問題を共有し、家
に関するアンケートの作品を制作します。互いの⾔葉の壁を承知しながらも、互い
の答えを尊重し⽿を傾ける時間を作り出し、美術を通じてネガティブな⾔葉の壁を
塗り替える発展的な事業です。

オルケスタ・フェニックス 第14回定期演奏会
オルケスタ・
フェニックス

2019/3/17 2019/3/17 ⼭梨県 甲府市

 団体創設理念「⼼に響く演奏活動の実践による社会貢献」に基き、地域住⺠の⽂
化活動への参加と交流の機会を創出するため、第１４回定期演奏会を開催します。
このコンサートはアマチュアおよびプロの交流演奏などを通じて、⾳楽を愛好する
⽅々の繋がりを深め、⾳楽の素晴らしさを共有し、楽器演奏の担い⼿育成を図ると
共に、地域住⺠に⾳楽に親しむ機会を提供する、地域の⼒で⽇本⽂化の魅⼒を発信
する事業です。コンサートの出演者は２０代から７０代の幅広い世代であり、また
会場はバリアフリーで、障碍者、健常者を問わず、誰もが楽しめるコンサートを作
り上げます。

第43回墨の県展 千葉県⽔墨会 2019/5/14 2019/5/19 千葉県
千葉市中

央区

千葉県⽔墨会は⽇本の伝統芸術である⽔墨画の普及推進を図るため、実践活動とし
て「墨の県展」を開催し、会員の技量の向上と⼈格の形成に努めるとともに郷⼟⽂
化の発展に寄与するため、⽔墨画200点余を展⽰公開している。また、⽇本伝統⼯
芸品である郷⼟の「房総うちわ」に描いた⽔墨画200点余の他に社会福祉法⼈つつ
じ園の皆さんが漉いた⼿作りの和紙「つつじ園和紙」に描いた作品70点余を展⽰し
ている。
会場は、スロープの設置などバリアフリー対応しており、外国語（英語、中国語）
対応可能なスタッフを配置している。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ダイヤモンドアフタヌーンコンサート ⼋潮市 2018/11/17 2018/11/17 埼⽟県 ⼋潮市

スタジオジブリ「猫の恩返し」でミニパイプオルガンを演奏した望⽉末樹さん出
演。カワイミニピアノやパイプオルガンの演奏による、カジュアルなクラシックコ
ンサートを開催します。演奏曲⽬は「⾒上げてごらん夜の星を」「星に願いを」ほ
か。また、お客様を交えての演奏も予定しています。会場はバリアフリー対応で、
⾞いすの⽅も観覧いただけます。

⻑瀞町⽂化展
⻑瀞町⽂化団

体連合会
2018/11/2 2018/11/4 埼⽟県 ⻑瀞町

児童⽣徒から町内在住・在勤者が作成した盆栽、陶芸、絵画、俳句、書道、写真、
切り絵、⼿芸、七宝焼、絵⼿紙などの多岐にわたる作品を展⽰します。会場には出
品者の保護者や家族、地域住⺠や⼀般の⽅々が訪れ、芸術作品を鑑賞します。会場
はバリアフリー(⼀部不可）対応で⾞いすでの鑑賞にも対応しています。

リラックスパフォーマンス「⽩⿃の湖」(全１
幕）＆「迷⼦の⻘⾍さん」

公益財団法⼈
スターダン

サーズ・バレ
エ団

2019/1/12 2019/1/12 埼⽟県
さいたま
市中央区

障害のある⼈もない⼈も⼀緒に公演鑑賞を楽しめる「リラックスパフォーマンス」
形態でのバレエ公演を開催します。リラックスパフォーマンスは、⾃閉症やコミュ
ニケーション障害、学習障害等により通常の劇場環境になじむことが難しい⼈々や
その家族が、よりリラックスした環境で舞台鑑賞を楽しめるようにする公演形態で
す。これまでなかなか⽣の公演を鑑賞できなかった⼈々に芸術鑑賞機会を提供する
ことを⽬的としています。⾞いす席のご⽤意します。

⼆〇⼀⼋年度さいたま市浦和俳句連盟⽂化祭俳句
⼤会

さいたま市浦
和俳句連盟

2018/11/18 2018/11/18 埼⽟県
さいたま
市浦和区

俳句⼤会は兼題と席題の２部⾨で⾏います。兼題は⼤会当⽇前に３句の出句を募
り、さいたま市浦和俳句連盟の会員の⼀部の⼈および俳句に熟練した外部の⼈（外
部選者）により⼊選者を決め、その結果を基に兼題作品集を作成します。また、席
題は⼤会当⽇に決めた季語で２句、出席者に出句してもらい、出席者の互選にて⼊
選者を決めます。⼤会当⽇最後に兼題、席題それぞれの⼊選者の表彰を⾏います。
さらに、⼤会当⽇に優秀な作品の選評および俳句に関する講演を⾏います。会場は
⾞いすでも参加できます。

津軽三味線⼭中信⼈対○○奏者
⼭中信⼈コン
サート事務局

2018/12/24 2018/12/24 埼⽟県 鴻巣市

津軽三味線世界⼤会最上級Ａ級優勝三連覇して殿堂⼊りした埼⽟親善⼤使の⼭中信
⼈⽒が、和太⿎、篠笛、⼆⼗五絃筝、語り部のそれぞれのプロと織りなす可能性を
追求した６つの世界を堪能していただき、⽇本⼈でよかったと再認識していただく
1⽇にします。会場はバリアフリー対応で事前申し出により⾞いす観覧席も確保。

劇団キンダースペーストライアルシアターVol.4
「平和の礎」より
「⽣き地獄から戻った私！」「運命の奇跡」―引
揚げと抑留の物語―

⼀般社団法⼈
劇団キンダー

スペース
2019/3/9 2019/3/10 埼⽟県 川⼝市

劇団キンダースペース 瀬⽥ひろ美・森下⾼志・⼩林もと果は、2013年より平和
祈念展⽰資料館（総務省委託 新宿住友ビル33階）にて、同館に所蔵されている
「平和の礎」から⼀般の戦争体験者の⼿記を拾い上げ、ひとり芝居として上演を続
けています。今回は、レパートリーの中から満州から引揚げ体験を描いた「⽣き地
獄から戻った私！」と、シベリア抑留体験を綴った「運命の奇跡」を上演。戦争体
験者の⽣の⾔葉を聞く機会が減ってきた今こそ、⼿記として⽂字になっているもの
を役者の⾁体を通して体現し、若い⼈たちに戦争の現状を知ってもらい機会にした
いと強く望みます。⾞いすの⽅、視覚障害をお持ちの⽅のご予約を先⾏してお取り
します。

Artsessions in さいほく2018
社会福祉法⼈ 

昴
2018/11/12 2019/3/20 埼⽟県 嵐⼭町

「美術＋⽂化財＋障害者」をコンセプトに、嵐⼭町、本庄市、横瀬町で、明治時代
に建築され、⻄洋⽂化の影響を受けた⽂化財を活⽤し、アール・ブリュット巡回展
⽰会を⾏います。
各会場では、展⽰会、ワークショップ、ライブ、アニメ上映、トーク、ハンドメイ
ドマーケットを組み合わせて⾏います。アール・ブリュットの作品の魅⼒により、
障害のある⼈もない⼈も、⼦どもから⾼齢者まで、そして国籍やジェンダーを超え
た多くの⼈たちが、⼼地よい時間を過ごすことがきます。会場では、介助等が必要
な場合は、介護技術のある係員が対応します。

川越ぞうれっしゃ LaLa La くりすますコンサー
ト

特定⾮営利活
動法⼈Peaceや

まぶき
2018/12/20 2018/12/20 埼⽟県 川越市

第1部は、3⽉から公募で集まった市⺠を中⼼に練習を重ね、8⽉にウェスタ川越で
おこなった合唱構成「ぞうれっしやがやってきた」の合唱団員やスタッフとして参
加した親⼦によるパフォーマンスを発表します。地域で様々な活動をされている⽅
の紹介の含め⽇ごろの成果を披露していただきます。出演はマリオネット・室⽥収
⼆さん。井上ファミリーによる親⼦三代のコーラス。佐々⽊さん親⼦によるピアノ
の連弾。永野さん親⼦3 名に よる合奏を予定しています。
休憩時には軽⾷を⽤意して⼀⾜早いクリスマス気分を味わっていただこうと企画し
ています。
第2部は、合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」の公演に向けて合唱練習の指
導・伴奏・演出に携わっていただいた、テノール歌⼿として活躍している東海林尚
⽂さんの歌とお話。様々なジャンルを楽しく弾きこなす堀家徳⼦さんのピアノ演奏
を楽しみます。⼦連れでも楽しめるコンサートを⽬指します。会場はバリアフリー
です。障害のある⽅、外国の⽅も積極的にお迎えしたいと準備をしています。

⼩江⼾「川越」を彩る障がい者アート展開催事業
特定⾮営利活
動法⼈あいア

イ
2019/2/2 2019/2/3 埼⽟県 川越市

「⼩江⼾」と呼ばれ観光地として名⾼い埼⽟県指定⽂化財「川越本丸御殿」を描い
た作品など、障害者が描いた絵画を展⽰するアート展を開催する。⽂化財の背景や
由来などがわかる配布物を作成。バリアフリー対応の会場では⾞椅⼦での来場も可
能。無料にすることで、気軽に⽴ち寄ってもらえるようにする。また、ポストカー
ドを制作するなど、アート展の終了後も形に残り、広がっていく⼯夫を盛り込むこ
とで、定期開催や⾃主運営していける⽀援を集めていく取り組みにつなげる。会場
では多⾔語（英語、中国語、⼿話通訳が可能なスタッフやポランティアを各1名ず
つ）での案内が可能。⾞椅⼦での参観も可能。
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所沢 春のウクレレ体験教室
特定⾮営利活
動法⼈ ⾳楽

と演劇
2019/3/30 2019/3/30 埼⽟県 所沢市

ミュージシャンかつ“ウクレレ⼤使”である「ハンサム判治」をイベントに招き、①
所沢市中央公⺠館 ②所沢市⼭⼝公⺠館 ③所沢市⼩⼿指公⺠館のいずれかのホール
で40⼈から50⼈の親⼦ウクレレ体験のワークショップを⾏う。本事業は過去にも
所沢で実施しており応募が多かったため抽選となった事業である。前回不参加者を
中⼼に多くの⽅に楽しんでいただけるイベントを⽬指す。会場はバリアフリーで
す。

（仮称）松本蘭ヴァイオリンリサイタル
公益財団法⼈
川越市施設管

理公社
2019/5/31 2019/5/31 埼⽟県 川越市

市⺠に良質の⾳楽を提供するため、ウェスタ川越でヴァイオリンリサイタルを開催
し、⽂化の振興を図ることを⽬的とする。ウェスタ川越は、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。

第４９回墨光書展 墨光書道院 2018/10/17 2018/10/21 埼⽟県 春⽇部市 書道の研鑽と啓蒙を⽬的とし、第４９回墨光書展を開催。会場の春⽇部市⺠⽂化会
館はバリアフリー対応。

第25回⽑呂⼭町産業まつり
⽑呂⼭町産業
まつり実⾏委

員会
2018/11/17 2018/11/18 埼⽟県 ⽑呂⼭町

町内の商⼯業者や農業団体等が集まり、お得な商品がたくさん並ぶ秋のお祭りで
す。ステージ発表等も⾏われ、⼤勢の⼈でにぎわいます。平成30年度は、ゆず娘コ
ンテストやもろやま町観光⼤使などが⾏われます。会場の⽑呂⼭総合公園は⾞イス
スロープもあり、⾞イスの⽅も参加いただけます。

第7回KING OF JMK〜おとな達の上⽑かるた⽇本
⼀決定戦〜

⼀般社団法⼈ 
KING OF JMK

2019/3/2 2019/3/2 東京都 板橋区

KING OF JMKは、⼤⼈を対象とした上⽑かるたの⽇本⼀決定戦です。選⼿には⽇
本⼀の座をかけて腕を競っていただくのはもちろん、都内で開催することにより県
内外問わずたくさんの⽅に群⾺の魅⼒を上⽑かるたを通じて理解してもらうことを
⽬的としています。

うしくのひなまつり開催事業
うしくのひな
まつり実⾏委

員会
2019/2/16 2019/3/3 茨城県 ⽜久市

「うしくのひなまつり」は、⼦どもたちの健やかな成⻑と幸せを願う⽇本の伝統⾏
事の継承を⽬的に平成27年度から開催しています。4年⽬の今回は、期間中につる
し雛などの創作ひな⼈形の展⽰をするほか、お茶会や⼿作り品の販売、⼤正琴やオ
カリナの演奏会などのイベントを実施し、広い世代の⼈々に楽しんでいただける内
容となっています。会場にはエレベーターがあり、⾞いすの⽅も１Ｆ／２Ｆの展⽰
をご覧いただけるだけでなく、実⾏委員会委員が常駐し、様々な⽅の対応及びご案
内できる体制をとっています。

詩吟⼤会
⼀誠流吟研舎
吟詠第⼀クラ

ブ
2018/12/2 2018/12/2 茨城県 結城市

芸術⽂化の振興発展と各流，各会の親睦交流を期し，詩吟の価値を⾼め市内の会員
を中⼼に詩吟の⼤会を実施する。この会は⼀覚に所属しています。活動範囲，ゆう
き市⽂化祭，⼀誠流本部初吟会，⼀覚会各教場，県⻄⽣涯学習センター，三和公⺠
館，ふれあい公⺠館，結城公⺠館等の時習会，⼩⼭地区温習会において発表会を実
施している。なお，本⼤会は，バリアフリー対応の会場で実施する。

HAFアンサンブルコンサート（第1回）
公益財団法⼈
北海道⽂化財

団
2019/2/23 2019/2/23 北海道 札幌市

 道内において⾳楽分野で活動している若⼿アーティストを対象に「HAFアンサン
ブル」を組織し、アーティストの育成を図るとともに、道内の若⼿演奏家を道⺠の
皆さんに広く紹介する。
 第１回は、南加奈⼦（Fl）と野⼝咲妃（Pf）による、クラシックコンサートを⾏
う。
 また、会場の案内について、英語表記を⾏う。

HAFアンサンブルコンサート（第2回）
公益財団法⼈
北海道⽂化財

団
2018/10/28 2018/10/28 北海道 札幌市

 道内において⾳楽分野で活動している若⼿アーティストを対象に「HAFアンサン
ブル」を組織し、アーティストの育成を図るとともに、道内の若⼿演奏家を道⺠の
皆さんに広く紹介する。
 第２回は、按⽥佳央理（Fl）、林ひかる（Vn）、今井佑佳（Vla）、⼭⽥慶⼀
（Vc） による、クラシックコンサートを⾏う。
 また、会場の案内について、英語表記を⾏う。

⾚い⽻根まんが祭り2018〜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
2018/10/28 2018/10/28 北海道 札幌市

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。
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第１４回福島産直市
東京地下鉄株

式会社
2018/12/21 2018/12/22 東京都 中央区

この取組みは、福島県の⼀⽇も早い復旧・復興を願い、東京都が展開している「ふ
くしま⇔東京キャンペーン」の趣旨に賛同し、福島県を応援するために実施してい
るもので、今回で１４回⽬を迎える。当⽇は、福島県産品の販売と観光ＰＲを通じ
て、福島県の魅⼒を発信する。
なお、当⽇は福島県の英語パンフレットや商品の英語ポップなどを⽤意し、海外か
らのお客様にもお楽しみいただけるように取り組む。

劇団⺠藝公演「新・正午浅草ー荷⾵⼩伝」
株式会社 劇

団⺠藝
2019/4/17 2019/4/28 東京都 渋⾕区

明治・⼤正・昭和三代にわたって⽂豪として名を馳せ、1952年に⽂化勲章を受章
した永井荷⾵。江⼾⽂学の研究家、⽂明批評家でもあった荷⾵の半⽣を描く現代舞
台芸術を創造する。障がい者の観劇バリアを取り除くための取り組みとして以下を
実施。①バリアフリー割引料⾦を設定（付添い1名無料）。②⾞イス席の確保。③
視覚障がい者のために点字チラシ・点字パンフレットの作製。点字DMの送付。盲
導⽝の⼊場可。劇団⺠藝発刊の情報紙「⽉刊⺠藝の仲間」⾳読CDの作製。舞台装置
の模型も併⽤する事前舞台説明会。④聴覚障がい者のために事前台本貸出。当⽇受
付での筆談ボード対応。聴導⽝の⼊場可。⑤視覚障がい者、聴覚障がい者とも舞台
に近い最前列を確保。

劇団⺠藝公演「正造の⽯」
株式会社 劇

団⺠藝
2019/2/14 2019/2/25 東京都 渋⾕区

多様な選択肢と可能性とをはらんでいた明治期。政治と貧困に翻弄されながらも強
く⽣きる若い⽇本⼥性の姿を描く現代舞台芸術を創造する。障がい者の観劇バリア
を取り除くための取り組みとして以下を実施。①バリアフリー割引料⾦を設定（付
添い1名無料）。②⾞イス席の確保。③視覚障がい者のために点字チラシ・点字パ
ンフレットの作製。点字DMの送付。盲導⽝の⼊場可。劇団⺠藝発刊の情報紙「⽉
刊⺠藝の仲間」⾳読CDの作製。舞台装置の模型も併⽤する事前舞台説明会。④聴覚
障がい者のために事前台本貸出。当⽇受付での筆談ボード対応。聴導⽝の⼊場可。
⑤視覚障がい者、聴覚障がい者とも舞台に近い最前列を確保。

⼦ども夢まつり ひむかのをどり
⽇本舞踊 絹

彩の会
2019/1/6 2019/1/6 宮崎県 ⽇向市

⽇本の伝統⽂化のひとつ、⽇本舞踊を継続的に体験、修得することで次の世代に継
承していく取り組みです。⽇本舞踊を通して、⼦どもたちの豊かな⼈間性を育み、
親や、地域住⺠とともに、伝統⽂化に関⼼を深めてもらうイベントです。出演者は
未就学児童から⾼校⽣を主体にしています。伝統⽂化親⼦教室事業の成果発表をは
じめ、太⿎や三味線の⽇本⾳楽、⼦ども落語、⽇本⽂化ならではの体験、イベント
を通じて参加者の交流、伝統⽂化の交流を図り観賞を楽しめる参加がたイベントで
す。司会は、⼿話通訳者と２者を起⽤しています。会場客席には、⾞いす専⽤席
と、補助⽝とともに観賞するスペースが有ります。プログラムには、視覚障害に関
する主なマークの紹介を載せています。当⽇受付には、点字のプログラムの⽤意が
有ります。

acosta!@池袋サンシャインシティ
株式会社ハコ

スタ
2018/12/1 2018/1/2 東京都 豊島区

弊社では、豊島区にご協⼒頂き、2014年3⽉からコスプレイベントacosta!（アコ
スタ）を毎⽉開催している。
アニメ好きの⼥性の聖地「⼄⼥ロード」を中⼼とし、実際の池袋の街並みを背景に
してコスプレの写真撮影や街中を回遊できる事が⼤きな特徴となっている。
2020年に向けて、イベントを通じ、池袋の活性化を図る他、⽇本のポップカル
チャーであるコスプレの魅⼒を広めていく。イベント参加者に配布しているMAPは
英語にも対応し、外国⼈の参加者も増えている。

東京ミチテラス2018
東京ミチテラ
ス2018実⾏委

員会
2018/12/24 2018/12/28 東京都 千代⽥区

「歴史」と「未来」と「⽂化」が共存し、⽇本と東京を繋ぐ結節点として、また、
世界と⽇本を繋ぐ結節点として、今⽇も進化を続けている東京・丸の内エリアにお
いて、光の祝祭「東京ミチテラス」は毎年恒例の冬の⾵物詩となっています。本事
業は、東京駅丸の内駅舎、丸の内駅前広場、⾏幸通りという、東京が世界に誇るロ
ケーションにおいて、最先端の映像演出や照明演出を展開し、歴史と未来を併せ持
つ「都市⽂化の中⼼地東京」の魅⼒を広く国内外に発信するものです。なお、本事
業は例年、多くの外国⼈観光客にお越しいただいていることから、英語表記での会
場案内を会場周辺で配布し、公式ホームページにも英⽂での案内を掲載するなどの
対応を⾏なっています。また、お体の不⾃由なお客さまについては、会場スタッフ
がサポートさせていただいています。

平成３０年度 第２回 松⼾市⺠⽣委員児童委員
協議会 全体研修会

松⼾市⺠⽣委
員児童委員協

議会
2019/1/23 2019/1/23 千葉県 松⼾市

⺠⽣委員制度は、世界でも数少ない⽇本独⾃の助け合い制度であり、平成29年には
創設100周年を迎えました。
松⼾市⺠⽣委員児童委員協議会も創設から70年を超え、現在市内では520名余の
⽅々が⽇々地域福祉の向上に尽⼒しており、識⾒向上の⼀環として年2回の全体研
修会を開催し、平成30年度第2回のテーマを「障害者への理解」といたしました。
この研修会を通じて、永い歴史のある⺠⽣委員制度の更なる普及に繋げるととも
に、障害者を取り巻く環境や、⾏政を始め、関係機関が推進する政策並びに取り組
み等の知識を習得することで、障害者への理解を更に深め、⼼のバリアフリーを醸
成したいと考えております。
また、誰もが安⼼して暮らせる地域共⽣社会の実現に向けた⼀役を担う⽴場とし
て、パラリンピックへの理解にも努めます。会場はバリアフリー対応である。
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博物館に初もうで
東京国⽴博物

館
2019/1/2 2019/1/27 東京都 台東区

2019年は「亥（いのしし）」年。イノシシをテーマにした作品の特集や、2年ぶり
に本館で展⽰する国宝「松林図屛⾵」をはじめお正⽉ならではの名品も展⽰しま
す。1⽉2⽇・3⽇には、獅⼦舞や和太⿎などお正⽉のイベントも盛りだくさんで
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。

ライトアップNIKKO2018×⽇光世界遺産Night 
Wedding

クローバーズ
ウエディング

サロン
2018/11/9 2018/11/11 栃⽊県 ⽇光市

⽇光市で3⽇間に渡って⾏われる「ライトアップNIKKO」の開催に合わせて、1⽇1
組限定計3組のナイトウエディングを執り⾏う。紅葉シーズンを迎えた、⽇光の観
光トップシーズンに、より多くの観光客に⽇光へ⾜を運んでもらうことを⽬的の1
つとしているこのイベント。観光客の約半数がインバウンドであることもあり「ラ
イトアップNIKKO×⽇光世界遺産NightWedding」は⽇光に訪れた訪⽇外国⼈に⽇
本の伝統的な結婚式である「神前式」を⾒てもらい、⽇本の伝統⽂化を国内のみな
らず海外にも発信する。また、「⽇光」という地域の魅⼒をより深く知っていただ
くことで⽇光の地域活性化を図る。また、神前式の意味を訪⽇外国⼈にもきちんと
伝えることができるよう、当⽇は外国語表記されている式次第を配布する。

篠原聖⼀バレエ・リサイタル DANCE for Life 
2018『ʻ Á  (アナンケ) 宿命』〜ノートル
ダム・ド・パリより〜 全2幕

DANCE for 
Life 実⾏委員

会
2018/11/11 2018/11/11 東京都 港区

『ʻ Á (アナンケ)宿命』〜ノートルダム・ド・パリより〜全2幕
演出・振付：篠原聖⼀
原作：ヴィクトル・ユゴー
出演：下村由理恵、佐々⽊⼤、⼭本隆之、⻘⽊崇、浅⽥良和、芳賀望ほか
⽇本バレエ界を代表するダンスール・ノーブルとして活躍後、古典バレエの再演
出・振付をはじめ、オリジナル作品においても登場⼈物の⼼情や⼈間関係を浮き彫
りにしたリアルな⼈間ドラマを演出する篠原聖⼀によるオリジナル作品。
⽇本を代表するプリンシパルダンサーをはじめ、レベルの⾼いテクニックと⾳楽
性・表現⼒を併せ持つダンサーによる既存のバレエ団では成しえないキャスティン
グも特徴のひとつであり、回を追う毎にその芸術性はもとより、作品スケールの⼤
きさについても評価を頂いて参りました。
バレエという⼼体表現を通して現代にも起こりうる⼈間関係を描き、⾔語を超え
て、<⼈の⽣>を考え直すきっかけとなるような公演を⽬指します。
【バリアフリー対応】⾞椅⼦席あり

特集展⽰ 新たに修理された⽂化財
奈良国⽴博物

館
2018/12/26 2019/1/20 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。

特別陳列 お⽔取り
奈良国⽴博物

館
2019/2/8 2019/3/14 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。

特別陳列 覚盛上⼈７７０年御忌 鎌倉時代の唐
招提寺と戒律復興

奈良国⽴博物
館

2019/2/8 2019/3/14 奈良県 奈良市

唐招提寺中興の祖と仰がれる覚盛上⼈は、鎌倉時代に⻄⼤寺の叡尊等とともに戒律
復興運動の中⼼となった僧侶です。唐招提寺の⻑⽼としての在任期間はわずか5年
でしたが、その後の寺勢興隆の礎を築き、建⻑元年（1249）5⽉19⽇に寿齢57で
⽣涯を閉じました。後に後醍醐天皇より⼤悲菩薩の号を与えられています。本展
は、覚盛上⼈の⼊滅した建⻑元年から、2019年でちょうど770年となるのを機に、
上⼈の事績を顕彰するとともに、鎌倉時代の唐招提寺の様相に改めて光を当てる展
覧会です。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。

抹茶及び和スイーツ(和チョコと和⾵ティラミス)
の提供

ヨコハマ グラ
ンド インター
コンチネンタ

ル ホテル

2018/11/1 2018/12/31 神奈川県
横浜市⻄

区

ホテルから⽇本⽂化を発信するアクションとして、また今後さらに増加する外国⼈
ゲストへの「和」のもてなしの⼀環として提供いたします。⽇本語と英語のメ
ニューを⽤意いたします。

⼭響ホリデーコンサート

公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、
朝⽇町教育委
員会、⼭形県

2019/1/26 2019/1/26 ⼭形県
⻄村⼭郡
朝⽇町

⼭形県を拠点に４６年に亘り地域の⾳楽⽂化を牽引してきたプロオーケストラ・⼭
形交響楽団によるクラシック初⼼者向けのコンサートを実施する。曲や楽器に関す
る解説を織り交ぜながら、誰もが聞いたことがある曲を中⼼に演奏し、クラシック
初⼼者でも楽しんで聴くことができる演奏会とする。また、本県の⾳楽⽂化の振興
に中⼼的役割を果たしている⼭形交響楽団と地元の⾳楽団体との共演の企画もあ
り、本県の⾳楽⽂化の素晴らしさを国内外に発信する。
会場の朝⽇町エコミュージアムコアセンター創遊館には、障がい者⽤の駐⾞場やト
イレが整備されており、障がい者の⽅も楽しめる企画である。
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平成30年度 第5回 国⾒町太⿎祭 福島県国⾒町 2019/3/9 2019/3/9 福島県 国⾒町

⽇本太⿎は⽇本の伝統⾳楽として、⼦どもから⾼齢者までの年齢層に関係なく、ま
た国内外において⾼い注⽬を集めている魅⼒ある⽇本⽂化の⼀つであることから、
福島県内の伝統太⿎や創作太⿎の演奏団体によるパフォーマンスを鑑賞し、その連
帯感を体感することを⽬的とします。なお、⾞いす観覧⽤のスペースを確保する。

若者たちの⾳楽祭４
愛川町教育委

員会
2018/12/16 2018/12/16 神奈川県 愛川町

若者たちの⾳楽祭は、ロックやポップスなどの軽⾳楽に励む若者たちの⾳楽活動発
表の場として、参加者主体の⾳楽祭を開催することにより、若者同⼠の交流や世代
間の理解を深め、新たな若者⽂化の創造と定着に貢献します。
また、会場である愛川町⽂化会館は、バリアフリー施設となっており、障がい者の
⽅にとっても参加しやすい⾳楽イベントです。

第65回⽇本伝統⼯芸展
広島県⽴美術

館
2019/2/21 2019/3/10 広島県

広島市中
区

⼈間国宝から新進気鋭の若⼿まで，現代⽇本の卓越した技と美を⼀堂に⾒られる展
覧会です。
現代に⽣きる「伝統」約300点をご覧頂けます。
施設内は多機能トイレ等バリアフリーに対応しています。

ベビーカーにやさしいまちづくり HAPPY 
BABYCAR LIFE 2018 in YOKOHAMA イベン
ト

⼀般社団法⼈
ベビーカーの
利⽤環境づく
り推進協議会

2018/11/10 2018/11/10 神奈川県
横浜市⻄

区

⼀般社団法⼈ベビーカーの利⽤環境づくり推進協議会が制定した、⽇本における
「ベビーカーにやさしいまちづくりの⽇」記念⽇(11⽉12⽇)に合わせて、ベビー
カーを使う⼈にも、⾒守る⼈にも「ベビーカーにやさしいまちづくり」の呼びかけ
と⼦育てファミリーの応援イベントを横浜で開催。
ベビーカー問題を、誰もが公平に幸せに暮らしていくにあたって、社会全体で解決
しなければならない問題と捉え、神奈川県で地域に密着した私⽴幼稚園・保育園、
企業が率先して取り組み、全国に広げていく。会場はバリアフリー対応で、⾞椅⼦
のお⼦さんがいらっしゃる⽅も楽しむことができる。今回のイベントをベビーカー
や⾞椅⼦にもやさしいバリアフリーのまちづくりを考えるきっかけとする。

モネ、それからの100年
横浜美術館、
東京新聞、テ

レビ朝⽇
2018/7/14 2018/9/24 神奈川県 横浜市⻄区

フランスの印象派を代表するクロード・モネの初期から晩年までの絵画と、その絵
画に認められる諸特徴を引き継ぐ現代のアーティストたちの作品群とを⼀堂に展
覧。モネの芸術の先駆性、⾰新性を明らかにするとともに、以降のアートに及ぼし
た広範な影響を検証します。
本展の特設サイトにアップされる「ジュニアガイド」や、展⽰会場に付される⼦ど
も向けの作品解説パネルなど、⼦どもたちをはじめ幅広い層の⽅々に美術鑑賞を楽
しんでいただくためのツールを⽤意しています。
障がい者⼿帳をお持ちの⽅と介護の⽅1名は、展覧会観覧料⾦が無料。障がい者⼿
帳をお持ちの⽅が横浜美術館駐⾞場を利⽤された際は、最初の90分につき無料。多
⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサ―ビスがあります。

駒井哲郎―煌めく紙上の宇宙展
横浜美術館、
⽇本経済新聞

社
2018/10/13 2018/12/16 神奈川県 横浜市⻄区

駒井哲郎は⽇本における銅版画の先駆者であり、その作品には精神の内奥を表す⽂
学性の⾼い世界が刻み込まれています。本展では、詩⼈や同時代作家との関わりに
焦点を当てながら、駒井の深淵な詩的世界の魅⼒を紹介します。
障がい者⼿帳をお持ちの⽅と介護の⽅1名は、展覧会観覧料⾦が無料。障がい者⼿
帳をお持ちの⽅が横浜美術館駐⾞場を利⽤された際は、最初の90分につき無料。多
⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサ―ビスがあります。

コレクション展 第2期 横浜美術館 2018/7/14 2018/12/16 神奈川県 横浜市⻄区

会期の重なる2つの企画展に関連させて、「モネそれからの100年展に寄せて」と
「幻想へのいざない駒井哲郎展をきっかけに」の2つのテーマで構成します。モネ
と同時代の⽇本の美術や、筆触に着⽬した作品、古典を引⽤して新たな表現とした
作品、幻想性豊かな近現代の⽇本画などをご覧いただきます。写真展⽰室は、モネ
と同時代のフランス写真を特集し、パリの景観や当時の⾵俗を捉えた写真をお楽し
みいただきます。
障がい者⼿帳をお持ちの⽅と介護の⽅1名は、展覧会観覧料⾦が無料。障がい者⼿
帳をお持ちの⽅が横浜美術館駐⾞場を利⽤された際は、最初の90分につき無料。多
⽬的トイレ、⾞いす無料貸し出しサービスがあります。

コレクション展 第3期 横浜美術館 2019/1/4 2019/3/24 神奈川県 横浜市⻄区

横浜美術館の所蔵作品を紹介する展覧会です。同時期に開催される企画展「イサ
ム・ノグチと⻑⾕川三郎展―変わるものと変わらざるもの」と連動して開催しま
す。障がい者⼿帳をお持ちの⽅と介護の⽅1名は、展覧会観覧料⾦が無料。障がい
者⼿帳をお持ちの⽅が横浜美術館駐⾞場を利⽤された際は、最初の90分につき無
料。多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービスがあります。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

あざみ野こどもぎゃらりぃ2018
「みんなでモンスター！」

横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/7/27 2018/8/5 神奈川県 横浜市⻘葉区

夏休み時期に、様々なかたちでアーティストや表現と出会える、⼦どものための展
覧会。
展⽰室1「みんなでモンスター！」
・ふわふわ☆モフモフの部屋
・モンスターに変⾝！の部屋
・「リトルモンスターをつくろう！の部屋」（いつでも体験できるフリーワーク
ショップスペース。指導はアートサポーター）
展⽰室2
展⽰「⾃分の思いと写真」監修/三ツ⼭⼀志
アウトリーチワークショップ（横浜市⽴⼭内⼩学校を予定）で撮影された写真を、
⼦どもの⾔葉と共に展⽰。
【会期中ワークショップ】
8/3（⾦）13：30-16：30親⼦ワークショップ「モンスターに変⾝してパーティー
に出よう！」講師/伊東純⼦（事前申込）
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

横浜アーツ・フェスティバル関連事業
あざみ野ナイト「みんなでモンスターパー
ティ！」

横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/8/5 2018/8/5 神奈川県 横浜市⻘葉区

真夏の⼣暮れ時に繰り広げられる、⼀⽇限りのアートなお祭り。展覧会「あざみ野
こどもぎゃらりぃ2018」の最終⽇に合わせて開催します。サーカスパフォーマン
スや⾳
楽ライブ、プチ縁⽇などもあり、⼦どもから⼤⼈まで楽しく過ごしていただけるイ
ベントです。
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

あざみ野コンテンポラリーVol.9
「今もゆれている」

横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/9/29 2018/10/21 神奈川県 横浜市⻘葉区

さまざまなジャンルの表現活動に⽬を向けた、現在進⾏形のアートを紹介するシ
リーズ展第9回は、「⾵景」をテーマとしたグループ展を開催します。出品作家
は、⽯垣克⼦、今井智⼰、露⼝啓⼆、⻄村有、⼭城知佳⼦の5名。本展は、アー
ティストがそれぞれの視点で現実＝⾵景に向き合いながら制作した作品を中⼼に構
成されます。
会期中、開催する関連イベントとしてトークのほか、「アートなピクニック―視覚
に障害のある⼈とない⼈が共に楽しむ展覧会」と題して、スタッフや参加者同⼠の
会話を通して展⽰作品を楽しみながらの鑑賞ツアーを実施。
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

あざみ野フォトアニュアル
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2019/1/26 2019/2/24 神奈川県 横浜市⻘葉区

当館で収蔵する約10,000件に上るコレクションの活⽤事業として、写真やカメラ
の歴史や⽂化、⾵俗などを様々な視点で公開するコレクション展と、写真の「現
在」を紹介する企画展を同時開催。コレクション展、企画展とも注⽬を集める写真
家・映像作家によるキュレーション、個展での実施。
会期中、開催する関連イベントとしてトークのほか、「アートなピクニック―視覚
に障害のある⼈とない⼈が共に楽しむ展覧会」と題して、スタッフや参加者同⼠の
会話を通して展⽰作品を楽しみながらの鑑賞ツアーを実施。
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

あざみ野サロン
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/9/23 2019/3/31 神奈川県 横浜市⻘葉区

映画、コンサート、落語会や講演など多彩なジャンルのアートを紹介します。
9/23あざみ野サロンvol.61「南の島バリガムラン⾳楽と舞踊」
2019/1/13あざみ野サロンvol.63「新春あざみ野寄席⾦原亭⾺⽟独演会」ほか、映
画や⾳楽ｲﾍﾞﾝﾄを開催。
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

あざみ野クリスマスジュニアコーラス2018
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/11/3 2018/12/23 神奈川県 横浜市⻘葉区

近隣の⼩学⽣の参加者約30名が、11⽉から2ヶ⽉間10回の歌を練習してクリスマス
時期のロビーコンサートに出演、⼀緒に歌うことの楽しさを体験します。
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

ロビーコンサート
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/4/7 2019/3/24 神奈川県 横浜市⻘葉区

毎⽉第2・第4⽇曜⽇のお昼に、地元のアーティスト等によるクラシックを中⼼とし
た多彩なプログラムのコンサートを⾏います。予約不要、⼊場無料で気軽に楽しめ
ます。
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

あざみ野カレッジ
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/4/7 2019/3/31 神奈川県 横浜市⻘葉区

美術や現代社会の中で⽣活するアーティストが活動するための知識を学ぶ場を提供
するとともに、美術に限らず「⼈のすること＝アート」と捉えることでアートの領
域をひろげ、また館近隣や横浜という地域の話題も盛り込みながら⽣活の中にある
もっといろいろ知りたいことを学ぶための学び舎として、⼤⼈の知的好奇⼼を刺激
する授業を実施しています。
シリーズ講座〈故キヲ温メテ現在ヲ知ル〉
第1回「芸術？サブカルチャー？浮世絵への視線をめぐって」6/23（⼟）
第2回「洞窟壁画からたどる“美術”のはじまり」7/14（⼟）
第3回「江⼾思想から考えるコミュニケーション」8/11（⼟・祝）
〈現代美術探求ラボ〉10/8ほか、順次情報公開。
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

親⼦のフリーゾーン
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/4/11 2019/3/24 神奈川県 横浜市⻘葉区

⼦どもたちが、“描いたりつくったり”することを楽しみながら、「⾃分でする」「⾃分がす
る」という気持ちを引き出し、やってみたいという意欲を育むことを⽬的としたプログラム
です。ねんど、えのぐ、かみを素材に3つの場所で⾃由にあそべます。予約不要、無料。
2018
 4⽉ 11⽇(⽔)・25⽇(⽔)・30⽇(⽉・振替休⽇)
 5⽉  9⽇(⽔)・23⽇(⽔)・27⽇(⽇)
 6⽉  6⽇(⽔)・10⽇(⽇)・20⽇(⽔)
 7⽉  4⽇(⽔)・8⽇(⽇)・18⽇(⽔)・29⽇(⽇)
 8⽉  1⽇(⽔)・22⽇(⽔)
 9⽉  5⽇(⽔)・19⽇(⽔)・23⽇(⽇・祝)
10⽉  3⽇(⽔)・17⽇(⽔)・21⽇(⽇)
11⽉  7⽇(⽔)・11⽇(⽇)・21⽇(⽔)
12⽉  5⽇(⽔)・9⽇(⽇)・19⽇(⽔)
2019
 1⽉  9⽇(⽔)・14⽇(⽉・祝)・23⽇(⽔)
 2⽉  6⽇(⽔)・11⽇(⽉・祝)・20⽇(⽔)
 3⽉  6⽇(⽔)・20⽇(⽔)・24⽇(⽇)
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。盲導⽝･聴
導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただけます。

親⼦で造形ピクニック
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/4/21 2019/3/16 神奈川県 横浜市⻘葉区

個別⽀援学級、特別⽀援学校等に通うお⼦さんとその保護者、きょうだい、お友達
のためのプログラムです。ねんど、絵の具、紙などで遊べます。それぞれのペース
でゆったり過ごしてみませんか？
4/21 5/19 6/16 7/14 8/18 9/22 10/27 11/17 12/15
2019年
1/19 2/16 3/16（毎⽉開催すべて⼟曜）
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

⼦どものためのプログラム
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/4/30 2019/3/24 神奈川県 横浜市⻘葉区

⼦どものためのプログラムでは、⾃分の⼿や⽬、からだ全体をつかって伸びやかに
活動することを通して、⼦どもたちの⾃⽴⼼と⼼⾝の健やかな成⻑を育むことを⽬
的としています。⼦どもにとって、素材で遊ぶ活動も描きつくる活動も、まずは
ゆったりとした時間の中で⾃分と向き合い、「こんなことをしてみたい」と⾃⼰表
現をしたくなる気持ちに出会うことが⼤切と考えています。また、このプログラム
では、初めて会うお友だちや楽しく教えてくれる先⽣たちといっしょに活動するこ
とも楽しみの⼀つです。
つくってみよう！4/30、7/8、2019/2/11
やってみよう！5/27、9/23、12/9
へんしん！どうぶつお⾯5/6
みんなであそぼう！6/10、11/11、2019/1/14
油絵を描こう8/18、8/25、9/8、9/22
アトリエのメガネ屋さん10/21
ガラスアートに挑戦！2019/3/24
みんなでつくるあったかクリスマス12/1、12/2
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

フェローアートギャラリー
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/4/21 2019/3/23 神奈川県 横浜市⻘葉区

誰もが障がいのあるなしで区別されることなく、同じ地平で認め合える豊かな関係
性が築かれることを願って設置された、常設のアート作品展⽰コーナーです。障が
いをもちながらも作品制作に取り組むアーティストを紹介しています。
Vol.30浅井治江展（4/28-7/12）
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

あざみ野アートワゴン＆マルシェ
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/5/6 2019/3/31 神奈川県 横浜市⻘葉区

アーティストや障がいのある⽅々のアート作品やグッズを販売するone-dayショッ
プ「アートワゴン」と障がいのある⽅々が育てた野菜や⼿作り菓⼦などの販売する
「マルシェ」です。
アートワゴン：5/6、7/29、8/1（以後のスケジュールはWebで発表）
マルシェ：5/19、8/1（以後のスケジュールはWebで発表）
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

市⺠のためのプログラム
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/4/11 2019/3/23 神奈川県 横浜市⻘葉区

3階アトリエでは、中学⽣以上の市⺠を対象に、技法や材料、道具や機材の扱いに
ついて、はじめての⽅でも楽しく制作を体験できる美術・⼯芸の講座やレク
チャー、アーティストによるワークショップなど、様々なプログラムを実施してい
ます。
○やさしく、たのしいデジタル⼀眼カメラ4/12･26、5/10･24、6/7
○蕎⻨の陶芸と蕎⻨打ち5/18、6/1･15、7/6
○はじめての透明⽔彩9/3･10、10/1･15･29
○おぼえてる？－思い出を陶に焼き残そう。
2019年3/9、3/23
○あざみ野オープンスタジオヌード・クロッキー
Aコース4/11･25、5/9･23、
Bコース6/6･20、7/4･18、
Cコース9/5･19、10/3･17
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ショーケースギャラリー
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/4/28 2019/3/24 神奈川県 横浜市⻘葉区

現代のアーティストの作品を年4回、エントランスロビーで展⽰します。「中村潤
展」4⽉28⽇（⼟）〜7⽉8⽇（⽇）「染⾕聡展」7⽉14⽇（⼟）〜9⽉17⽇（⽇）
「松⽥直樹展」9⽉23⽇（⼟）〜12⽉17⽇（⽇）「保科晶⼦展」2019年1⽉6⽇
（⼟）〜3⽉25⽇（⽇）を予定。
多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービス、⾞いす対応エレベーターがございます。
盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただ
けます。

Gallery in the Lobby
横浜市⺠ギャ
ラリーあざみ

野
2018/4/28 2019/3/24 神奈川県 横浜市⻘葉区

当館が所蔵する横浜市所蔵カメラ・写真コレクションを年4回、毎回テーマを設け
てエントランスロビーで紹介している展⽰です。多⽬的トイレ、⾞いす貸し出し
サービス、⾞いす対応エレベーターがございます。盲導⽝･聴導⽝･介助⽝は、お連
れになったお客様とともに通常どおりご⼊館いただけます。

ひよこ♪コンサート
磯⼦区⺠⽂化

センター
2018/8/7 2018/12/19 神奈川県 横浜市磯⼦区

杉⽥劇場が贈る、未就学児とそのご家族向けのコンサート。会場内はいつもにぎや
か。コンサート中に、お⼦さまが泣いたりぐずってしまっても、周りを気にするこ
とはありません！幼稚園や⼩学校で歌う曲、テレビでかかっているあの曲、童謡な
どの優しい⾳楽と、⼦どもが⼀緒に動いて参加できる楽しいアイデアが溢れていま
す。
会場には授乳スペースのほか、ミルク⽤のお湯、ぬいぐるみや絵本がたくさんある
遊び場、おむつ替えのスペースをご⽤意しています。開催30回を超えて、更に進化
する「ひよこ」をお楽しみに♪
2018年8⽉7⽇【ひよこ♪コンサート番外編〜せんきょにいこう！コンサート】
2018年12⽉19⽇【ひよこ♪コンサート】
施設には、⾞いす対応エレベーター、多⽬的トイレ、ホール客席には⾞いすスペー
スがございます。

杉劇リコーダーず特別演奏会
磯⼦区⺠⽂化

センター
2018/8/11 2018/8/11 神奈川県 横浜市磯⼦区

平成18年に区⺠の企画アイディアから⽣まれた、こども（⼩・中学⽣）、⼤⼈（団
塊世代以上）空なる異世代交流のリコーダーアンサンブル。平成29年度からは「世
界中のこどもとおとなのためのリコーダーアンサンブル」として活動を続けていま
す。
定期演奏会、地域のお祭り、学校のイベントに参加し、北海道から沖縄まで⽇本中
に出向き、⽂化交流を⾏っています。
施設には、⾞いす対応エレベーター、多⽬的トイレ、ホール客席には⾞いすスペー
スがございます。

第6回磯⼦⾳楽祭
磯⼦区⺠⽂化

センター
2018/12/9 2018/12/9 神奈川県 横浜市磯⼦区

平成25年から始まり、今では杉⽥劇場、冬の恒例⾏事。地域で活動している磯⼦出
⾝や在住のアーティストや区⺠の皆さまと共に、磯⼦にまつわるコンサートをお届
けします。年により、内容はさまざま♪その年ならではの⾳楽祭を楽しめるのも
「磯⼦⾳楽祭」の魅⼒です。
施設には、⾞いす対応エレベーター、多⽬的トイレ、ホール客席には⾞いすスペー
スがございます。

杉劇ちょこっとカフェ
磯⼦区⺠⽂化

センター
2018/7/11 2018/7/11 神奈川県 横浜市磯⼦区

放課後のちょこっとした時間を杉⽥劇場で過ごしませんか？まちの先⽣を呼んで、
⾊々なワークショップを⾏います。地域の⼦どもから⼤⼈まで気軽にご参加いただ
き、地域内でのコミュニティづくりを提供します。
今回は、レコードを聴きながら、⽇本茶葉の冷茶or温茶の飲み⽐べ。お茶うけ和菓
⼦もご⽤意しております！⽢いものなどのお持ち込みもOKです！
また、お好きなレコードも是⾮お持ちください。
杉⽥劇場でゆっくりとした時間を過ごしませんか？

杉⽥劇場夏まつり2018
磯⼦区⺠⽂化

センター
2018/8/24 2018/8/24 神奈川県 横浜市磯⼦区

毎年開催の恒例⾏事！杉⽥劇場の施設を全館開放し、普段ご来館されないお客様に
も杉⽥劇場の魅⼒を知っていただくための、施設オープンデー。ロビーには飲⾷の
屋台が⽴ち並び、練習室や会議室では無料の楽器体験や、作って遊ぶ⼯作系ワーク
ショップ、ギャラリーやホールのステージでは⾳楽を中⼼にたくさんのパフォーマ
ンスが繰り広げられます。
【ホール】⼦ども向けコンサート（出演：ジェイコブ・コーラー／ピアノ）
【ロビー】屋台、縁⽇コーナー、くじ引き他
【リハーサル室】地域企業の参加型ブース（JR・警察・消防、区役所等）
【ギャラリー】特設ステージ
【会議室】休憩室、喫茶スペース
【練習室】その他体験型ブース他
施設には、⾞いす対応エレベーター、多⽬的トイレ、ホール客席には⾞いすスペー
スがございます。

ロビーパフォーマンス
磯⼦区⺠⽂化

センター
2018/4/19 2019/3/31 神奈川県 横浜市磯⼦区

当劇場の館⻑（通称：まきりん）が弾く、楽しいピアノの⾳⾊に合わせて、隣接す
る保育園の園児さんたちや、地元の就学前のお⼦さま、ご家族の⽅などが集まり⾳
楽と遊ぶ楽しいひととき。歌ったり踊ったり元気いっぱい⾛り回ります.。⽉替わり
で⼤⼈も楽しめる紙芝居や新聞紙遊びなども。♪予約も参加料も要りません。どな
たでもお気軽にご参加いただけます！
開催⽇：毎⽉第3⽊曜⽇※3⽉のみ4週⽬
施設には、⾞いす対応エレベーター、多⽬的トイレ、ホール客席には⾞いすスペー
スがございます。

アート体験塾VOL.10 横浜夢座
磯⼦区⺠⽂化

センター
2018/6/22 2018/6/22 神奈川県 横浜市磯⼦区

「地元の学校を劇場に招待しよう」「本物が⽣まれる瞬間を体感しよう」
地域には、劇場に⾏ったことのないこどもたちがまだたくさんいます。
そこで、劇場の持つ⽂化の⼒をこどもたちにつなげていく事業として、杉劇アート
体験塾を⽴ち上げました。横浜夢座朗読「真昼の⼣焼け」

横浜出⾝の⼥優、五⼤路⼦さんを座⻑に横浜を舞台としたオリジナル芝居を発信し
続けている横浜夢座。五⼤路⼦さんが、「横浜のこどもたちに横浜の歴史を知って
もらいたい」、「横浜⼤空襲があったことを知っていてほしい」との強い思いで、
平成28年度から実話に基づいた朗読劇「真昼の⼣焼け」を磯⼦区内の⼩学⽣に向け
て上演します。施設には、⾞いす対応エレベーター、多⽬的トイレ、ホール客席に
は⾞いすスペースがございます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

アート体験塾VOL.11
（古典芸能体験塾） 雅楽

磯⼦区⺠⽂化
センター

2018/11/26 2019/11/26 神奈川県 横浜市磯⼦区

管絃と舞楽を堪能しよう

磯⼦区在住の笙奏者・真鍋尚之とその仲間達による雅楽と舞楽を、本格的な雅楽の
舞台を設営し、解説を交えながら上演しました。⼩学6年⽣の⾳楽の授業でも取り
上げる「越天楽」を演奏、楽器の解説、舞楽の着替えやお⾯をつける場⾯も鑑賞し
てもらい、こどもたちが⽇本の伝統芸能に触れる機会を創出します。施設には、⾞
いす対応エレベーター、多⽬的トイレ、ホール客席には⾞いすスペースがございま
す。

舞台芸術公演シリーズ①
⽯⽥泰尚ヴァイオリンリサイタル2018

磯⼦区⺠⽂化
センター

2018/6/2 2018/6/2 神奈川県 横浜市磯⼦区
ヴァイオリン奏者で神奈川フィルのメンバーでもある⽯⽥泰尚⽒によるコンサート
を開催します。施設には、⾞いす対応エレベーター、多⽬的トイレ、ホール客席に
は⾞いすスペースがございます。

舞台芸術公演シリーズ②
前⽥憲男の3つの扉

磯⼦区⺠⽂化
センター

2018/8/8 2018/8/8 神奈川県 横浜市磯⼦区

ジャズピアニストであり、指揮者であり、アレンジャーでもある前⽥憲男⽒による
スペシャルコンサート。ジャズ、シャンソン、ポップスという3つのジャンルのラ
イブコンサートを気仙沼⾳楽復興⽀援ジャズライブと位置付け、チャリティーコン
サートとして実施します。施設には、⾞いす対応エレベーター、多⽬的トイレ、
ホール客席には⾞いすスペースがございます。

舞台芸術公演シリーズ③
⽔野佐知⾹ヴァイオリンリサイタル2018

磯⼦区⺠⽂化
センター

2018/10/20 2018/10/20 神奈川県 横浜市磯⼦区
横浜⾳楽⽂化協会会⻑で、弦楽合奏団ヴィルトゥオーゾ横浜代表でもある⽔野佐知
⾹⽒によるヴァイオリンコンサートを開催します。施設には、⾞いす対応エレベー
ター、多⽬的トイレ、ホール客席には⾞いすスペースがございます。

[Dance Dance Dance @ YOKOHAMA  2018 共
催]
⾳楽と舞踊の⼩品集 ⽔・空気・光 横浜美術館
企画展「モネ それからの100年」によせて

横浜みなとみ
らいホール

2018/8/30 2018/8/30 神奈川県 横浜市⻄区

今年の7⽉、横浜美術館で印象派を代表する画家、クロード・モネの普遍的な魅⼒
に迫った展覧会が開催されます。この展覧会に寄せて、男性4⼈の若き精鋭がピア
ノ、ヴァイオリン、チェロの⼩品をプログラムに据え、中村恩恵に委嘱する舞踊作
品と共演します。⾳楽家、舞踊家が集い、卓越した⾳楽性、精神性、⾝体性が織り
成す世界をお楽しみいただきます。会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席
もございます。

[横浜芸術アクション事業]
おやこオペラ教室2018 〜オペラ「不思議の国
のアリス」〜

横浜みなとみ
らいホール

2018/8/11 2018/8/11 神奈川県 横浜市⻄区

⽬の前で歌う！オペラをとても近くで⾒てみよう！⼤ホールの客席ではなく、ス
テージ上に客席を作るので、とても近くでオペラを体験できます。今年度は⽊下牧
⼦作曲：オペラ「不思議の国のアリス」の練習にとりくみます。第1部（35分）で
は「オペラ」について学んだり、歌を練習します。15分間の休憩をはさんで第2部
（30分）では、オペラ鑑賞をするとともに、第1部のワークショップで練習した歌
を、オペラの中で歌ってみます。会場には多⽬的トイレがございます。また、⾞い
すのままご観覧いただけます。

ハマのJACK2018 おんがくファミリーランド
「おおきなかぶ＆100万回⽣きたねこ」「野⽑⼭
動物園の謝⾁祭」

横浜みなとみ
らいホール

2018/8/11 2018/8/11 神奈川県 横浜市⻄区

＜おおきなかぶ＆100万回⽣きたねこ＞
『おおきなかぶ』『100万回⽣きたねこ』を⾳楽・映像・お話でお楽しみいただけ
ます。みんなで⼀緒に「うんとこ・どっこいしょ！」さてさてかぶは抜けるので
しょうか！？名作絵本『100万回⽣きたねこ』の⼼に染み⼊る朗読と共にお楽しみ
ください。
＜野⽑⼭動物園の謝⾁祭＞
サン＝サーンスの名曲「動物の謝⾁祭」からインスピレーションを得て横浜っ⼦お
なじみの野⽑⼭動物園を題材にした「野⽑⼭動物園の謝⾁祭」です。⽊村裕⽒の美
しいメロディーと動物たちの映像を親⼦でお楽しみくださいね♪
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

[Dance Dance Dance @ YOKOHAMA  2018 共
催]
ピアノ・ サロン・コンサート 《ノスタルジー
巴⾥》

横浜みなとみ
らいホール

2018/9/7 2018/9/7 神奈川県 横浜市⻄区

サロンに⾒⽴てた横浜みなとみらいホールと横浜美術館で、チャップリンやド
ビュッシー、サティ、ラヴェル、ガーシュイン、モネなど、芸術家たちとの出逢い
が始まります。
親密な芸術空間で軽快に、アンニュイに、スタイリッシュにと変化する極上のピア
ノ演奏に酔いしれながら、マイムやダンス、シャンソンなどが、このサロンを豪華
に彩ります。
横浜みなとみらいホールの開館当初から数々のコンサートで観客を魅了してきたピ
アニスト三舩優⼦と、シルク・ドゥ・ソレイユで芸術的なパフォーマンスを演じて
きたフィリップ・エマール。⼆⼈の世界観が漂うノスタルジックなサロンの扉を、
どなたもどうぞ開けてみてください。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

サー・サイモン・ラトル指揮 ロンドン交響楽団
横浜みなとみ
らいホール

2018/9/28 2018/9/28 神奈川県 横浜市⻄区

ベルリンフィルを退任しロンドン響の⾳楽監督へ就任するサー・サイモン・ラト
ル。クラシック⾳楽演奏史の新たな時代を予感させるラトル＆ロンドン響が横浜に
初登場。演⽬はマーラーの交響曲第9番と、ラトル＆ロンドン響のために書かれ、
今回が⽇本初演となるヘレン・グライムの「織りなされた空間」。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

[横浜芸術アクション事業]
 ⼼の教育ふれあいコンサート

横浜みなとみ
らいホール

2018/9/11 2018/10/5 神奈川県 横浜市⻄区

横浜市教育委員会が市⽴⼩学校・特別⽀援学校等の4〜6年⽣を対象に、平成10年
より⾏っているコンサート。プロのオーケストラによる本格的な演奏を⼦供たちに
体験してもらうために毎年横浜みなとみらいホールで開催しています。
今年も保護者・関係者だけでなく市⺠の皆様にもお席を開放します。クラシックの
名曲の数々を、分かりやすい解説をを交えてお⼿ごろな料⾦でお楽しみいただけま
す。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

0歳からのオルガン・コンサート
横浜みなとみ
らいホール

2018/9/5 2018/9/5 神奈川県 横浜市⻄区

「0歳からのオルガン・コンサート」には、歌のおねえさんや愉快な打楽器奏者、
そして横浜みなとみらいホールのマスコットʻみなトラくんʼも出演。賑やかな演出
とおなじみの童謡や⼿遊び歌で、0歳の⾚ちゃんから⼤⼈まで⼀緒にお楽しみいた
だけます。普段は⼩さなお⼦さまと⼀緒に横浜みなとみらいホールにご来場いただ
けないご家族をお招きするために、⼦どもたちの安全に配慮した会場づくりも⾃慢
です。ベビーカー置き場完備！オムツ替えコーナーや授乳コーナーもございますの
で、安⼼してご来場いただけます。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

硬派弦楽アンサンブル「⽯⽥組」
横浜みなとみ
らいホール

2018/10/6 2018/10/6 神奈川県 横浜市⻄区

⽯⽥泰尚プロデュース・硬派弦楽アンサンブル「⽯⽥組」。男たちのスーパー・ス
トリングス・ユニット！
多くのファンを魅了するヴァイオリニスト⽯⽥泰尚がプロデュースする、硬派弦楽
アンサンブル「⽯⽥組」がふたたび横浜みなとみらいホールへ。その特徴はすべて
のメンバーが男性であること。クラシック⾳楽の新境地に挑む精鋭の男たちが⽣み
出す、極上のサウンドが響き渡る！
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

[横浜芸術アクション事業]
フォーレ四重奏団 モーツァルト ピアノ四重奏
曲演奏会

横浜みなとみ
らいホール

2018/10/4 2018/10/4 神奈川県 横浜市⻄区

横浜⾳祭り2016の名演が記憶に新しいフォーレ四重奏団が横浜みなとみらいホー
ルにふたたび登場。
洗練された演奏に期待が⾼まるモーツァルトのピアノ四重奏曲全２曲、そして彼ら
ならではの粋な⾳楽性を味わえる"Popsongs"アルバムから珠⽟の作品を加えたプ
ログラムをお届けします。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

エフゲニー・キーシン ピアノ・リサイタル
横浜みなとみ
らいホール

2018/11/2 2018/11/2 神奈川県 横浜市⻄区

かつて「神童」として衝撃的なデビューを飾ったキーシンの魅⼒を、来⽇のたびに
紹介してきた横浜みなとみらいホール。今や名実ともに世界のトップアーティスト
として活躍しながら常に進化を続けるキーシンの今を聴く。会場には多⽬的トイ
レ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

アンドレア・バッティストーニ指揮 東京フィル
ハーモニー交響楽団
魅惑のオペラ・アリア・コンサート

横浜みなとみ
らいホール

2018/11/20 2018/11/20 神奈川県 横浜市⻄区

24歳でスカラ座にデビューした俊英バッティストーニ。⽇本では2016年10⽉に東
京フィルの⾸席指揮者に就任し、昨秋の「オテロ」など数々の名演を披露。
あるときは⼤胆に、またあるときは繊細に、歌やオーケストラに命を吹き込み聴衆
を魅了するバッティストーニが、信頼する4⼈の歌⼿とともに、名作オペラ・アリ
アに新たな感動を巻き起こす。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

第37回横浜市招待国際ピアノ演奏会
横浜みなとみ
らいホール

2018/11/17 2018/11/17 神奈川県 横浜市⻄区

横浜市招待国際ピアノ演奏会は、世界の国際ピアノコンクール⼊賞者の中から将来
を嘱望される才能を発掘し横浜から広く紹介することを⽬的として、毎年秋に開催
しています。これまでに紹介してきた延べ190⼈を超える新進気鋭のピアニスト達
は、今や世界でもトップクラスのアーティストとして活躍する錚々たる顔ぶれであ
り、この演奏会が果たしてきた役割の⼤きさを実証すると同時に、演奏会に出演す
ることが、世界の若きピアニスト達にとっての⽬標のひとつともなっています。今
年も世界から選ばれた4名のピアニストたちの若く、エネルギーに満ちあふれた演
奏に期待が⾼まります。
【出演】ジョージ・ハリオノ、藤⽥真央、ケニー・ブロバーグ、實川⾵
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

パーヴォ・ヤルヴィ指揮 ドイツ・カンマーフィ
ルハーモニー管弦楽団 シューベルトの新時代

横浜みなとみ
らいホール

2018/12/8 2018/12/8 神奈川県 横浜市⻄区

2006年、横浜みなとみらいホールにおけるベートーヴェン交響曲全曲演奏会から
スタートしたパーヴォ・ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団
による交響曲シリーズ。
当時のインタビューで「交響曲の最⾼峰であるベートーヴェン、シューマン、ブ
ラームスに取り組む。」と語ったヤルヴィは、ドイツ・カンマーフィルとともに交
響曲演奏史の新たな扉を次々に開きました。そしてシューベルト・シリーズがいよ
いよ2018年3⽉、ブレーメンとウィーンでスタート！名交響曲の新たな魅⼒にス
ポットを当てながら未来へ受け渡していく本コンサート。今年開館20周年を迎える
横浜みなとみらいホールで「シューベルトの新時代」をぜひ体験してください。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

ジルヴェスターコンサート2018-2019
横浜みなとみ
らいホール

2018/12/31 2019/1/1 神奈川県 横浜市⻄区

⾏く年、来る年がアニバーサリーイヤーにあたる作曲家の作品を中⼼に選曲するの
が「横浜みなとみらいホールジルヴェスターコンサート」の特⾊です。2018年、
2019年はどんな作曲家が登場するかご期待ください。
オーケストラは、それぞれがソリストとしても活躍する⼀流演奏家たちがこの⽇の
ために集まる"横浜みなとみらいホールジルヴェスターオーケストラ"です。ソリス
ト陣をはじめ豪華な顔ぶれによる、ここでしか聴けない豊潤なサウンドをお楽しみ
ください。みなさんで新年を迎える喜びを祝いましょう！
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

横浜みなとみらいホール開館20周年 クリスマ
ス・パイプオルガンコンサート 冨⽥⼀樹

横浜みなとみ
らいホール

2018/12/20 2018/12/20 神奈川県 横浜市⻄区

パイプオルガン"ルーシー"と過ごすクリスマスコンサート！今年も横浜みなとみら
いホールのクリスマス・パイプオルガンコンサートがやってきます！今年のクリス
マスはバッハ国際コンクールのオルガン部⾨で⽇本で初めて優勝した冨⽥⼀樹さん
が登場。パイプオルガンならではの華麗な⾳⾊と共に、⼤切な⽅と素敵なクリスマ
スの時間をお過ごしください。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

トゥガン・ソヒエフ指揮 NHK交響楽団 2019 横
浜定期演奏会

横浜みなとみ
らいホール

2019/1/19 2019/1/19 神奈川県 横浜市⻄区

ＮＨＫ交響楽団横浜定期演奏会にソヒエフが再登場します。2016年にオールロシ
アプログラムでタクトを振り、今回はフォーレの組曲「ペレアスとメリザンド」か
らリムスキー＝コルサコフの「シェエラザード」までオーケストラの醍醐味が存分
に味わえるプログラムです。
ぜひご期待ください。会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございま
す。

アリーナ・イブラギモヴァ＆セドリック・ティベ
ルギアン デュオ・コンサート ブラームス ヴァイ
オリン・ソナタ全３曲演奏会

横浜みなとみ
らいホール

2019/2/19 2019/2/19 神奈川県 横浜市⻄区

欧⽶やアジアで⼈気急上昇の若⼿実⼒派ヴァイオリニスト、イブラギモヴァが、盟
友ティベルギアンとともにブラームスのヴァイオリン・ソナタ全曲を演奏。来⽇公
演でも⽇本の聴衆を魅了する⼆⼈が、名作中の名作に新たな息吹を吹き込む。ティ
ベルギアンは、第20回横浜市招待国際ピアノ演奏会の出演者でもある。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

Just Composed 2019 in Yokohama 〜現代作
曲家シリーズ〜

横浜みなとみ
らいホール

2019/3/23 2019/3/23 神奈川県 横浜市⻄区

1999年から続く現代⾳楽公演。気鋭の作曲家への委嘱と再演を軸に、毎回意欲的
なプログラムをお届けしています。当シリーズの作曲家の選定と公演の企画を⾏う
選定委員は、横浜みなとみらいホール館⻑池辺晋⼀郎、⾳楽学者の⽩⽯美雪。さら
に今回のみの選定委員として、サクソフォーン奏者の新星、上野耕平が参画し、演
奏も担います。どうぞご期待ください。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

デーモン閣下の邦楽維新 Collaboration
横浜みなとみ
らいホール

2019/3/9 2019/3/10 神奈川県 横浜市⻄区

ロックミュージックのアーティスト、デーモン閣下と邦楽アーティストによるコラ
ボレーションプロジェクト。古典や⼩説などの⽂学作品を軸とした朗読・歌唱・邦
楽のオリジナル作品を展開します。会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席
もございます。

オルガン1ドル・コンサート
横浜みなとみ
らいホール

2018/4/26 2019/3/20 神奈川県 横浜市⻄区

1ドルまたは100円で、本格的なオルガン⾳楽が聴ける、⼤⼈気のオルガンコン
サートです！
輝くような明るい⾳⾊が特徴の横浜みなとみらいホールのパイプオルガンは"ルー
シー"の愛称で多くの⽅に親しまれています。
4⽉26⽇(⽊)第215回＆夜1ドル松原晴美
5⽉30⽇(⽔)第216回澤菜摘【インターンシップ第16期修了記念演奏会】
8⽉9⽇(⽊)第217回【横浜銀⾏Presentsこども未来ミュージック・プログラム】⼩
清⽔桃⼦（⼀⽇2回公演）
10⽉10⽇(⽔)第218回＆夜1ドルバリント・カロシ
11⽉28⽇(⽔)第219回原⽥靖⼦
2019年
1⽉23⽇(⽔)第220回志賀菜穂美
2⽉27⽇(⽔)第221回エリック・スーター
3⽉20⽇(⽔)第222回川越聡⼦
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

みなとみらいクラシック・マチネ〜名⼿と楽しむ
ヨコハマの午後〜

横浜みなとみ
らいホール

2018/8/8 2019/3/18 神奈川県 横浜市⻄区

2016年からスタートした「みなとみらいクラシック・マチネ」。今回も声楽・弦
楽器・管楽器・ピアノと様々なジャンルが揃い、さらにソロ・デュオのほかトリオ
の公演も取り⼊れ、奏者の息遣いまで感じる緊張感や⾳楽の対話など、室内楽の魅
⼒をより間近に感じる多彩なラインナップとなりました。このシリーズの設定（第
1部12:10~13:00／第2部14:30~15:20）を活かしたプログラムが並び、1⽇を通
して聴くと演奏者のこだわりや⾳楽の深さが⾊濃く伝わります。そして1部と2部の
間の約90分は、⾷事やショッピング、散歩など"みなとみらい"をぜひお楽しみくだ
さい。
・8/8（⽔）⼤ホール／⼤⼭⼤輔（バリトン）、野々村彩乃（ソプラノ）、中桐望
（ピアノ）
・11/13（⽕）⼩ホール／⽩井圭（ヴァイオリン）、⾨脇⼤樹（チェロ）、津⽥裕
也（ピアノ）
・12/7（⾦）⼩ホール／上野由恵（フルート）、曽根⿇⽮⼦（チェンバロ）
・2019年1/25（⾦）⼩ホール／⻑原幸太（ヴァイオリン）、福川伸陽（ホル
ン）、三浦友理枝（ピアノ）
・2019年2/20（⽔）⼩ホール／宮⽥⼤（チェロ）、ジュリアン・ジェルネ（ピア
ノ）
・2019年3/18（⽉）⼤ホール／セドリック・ティベルギアン（ピアノ）
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

[横浜芸術アクション事業]
わくわくブラス！inみなとみらい

横浜みなとみ
らいホール

2018/11/25 2018/11/25 神奈川県 横浜市⻄区

吹奏楽が⼤好きな⽅注⽬！若⼿プロ奏者により編成されるぱんだウインドオーケス
トラと公募市⺠40名が⼀定回数の練習の後、⼀緒にステージに乗るコンサート。公
募参加者は、上級者と初中級者に分けて募集し、上級者はオーディション、初中級
者は抽選（応募多数の場合）で参加者を決定します。演奏曲⽬は横浜⾳祭りファン
ファーレ、スターウォーズ、展覧会の絵、アフリカンシンフォニー、宝島など。技
術レベルや年齢を超えて、みんなで⼀緒に演奏する楽しいコンサートです。
会場には多⽬的トイレ、⾞いす利⽤者の観覧席もございます。

森⼭未來公演「SONAR」【Dance Dance 
Dance @ YOKOHAMA 2018関連】

横浜⾚レンガ
倉庫1号館

2018/9/25 2018/9/29 神奈川県 横浜市中区

5歳でジャズダンス、6歳でタップダンス、8歳でクラシックバレエとヒップホップ
を始め、平成25年度⽂化庁⽂化交流⼤使としてイスラエルに渡って以降、世界を舞
台に精⼒的にダンス活動を続ける森⼭未來の新作。ノルウェーの振付家、ダンサー
のヨン・フィリップ・ファウストロム、作曲家・⾳響空間作家の及川潤耶ととも
に、⾳や物質の持つ「振動」を軸に、空間、⾳、⾝体を融合する表現を繰り広げ
る。ノルウェー、横浜でのクリエーションを経て、横浜⾚レンガ倉庫1号館で待望
の世界初演。会場には多⽬的トイレ、エレベーターがございます。障がい者⼿帳を
お持ちの⽅の割引がございます。
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場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

s**t kingz『The Library』
横浜⾚レンガ

倉庫1号館
2018/9/12 2018/9/20 神奈川県 横浜市中区

結成10周年になる4⼈組ダンスパフォーマンスチーム。⽶・カリフォルニアにて開
催されたダンスコンテスト『BODYROCK』にて、2010年、11年と⼆年連続優勝の
快挙を果たし、国内ではダンスとアクティングで魅せる新しいノンバーバル公演が
話題を呼ぶなど、常に新しいフィールドに挑戦するダンス界のパイオニア的集団。
会場には多⽬的トイレ、エレベーターがございます。

アクラム･カーン カンパニー『Chotto Desh』 
【Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018関
連】

横浜⾚レンガ
倉庫1号館

2018/8/22 2018/8/25 神奈川県 横浜市中区

イギリスを代表する世界的振付家・アクラム・カーン率いるカンパニーによる、世
界各地でヒットを重ねる名作。ダンスと巧みなセリフや演技、照明、⾳楽、アニ
メーションが繊細に重なる独⾃の世界観は、英国のバングラデシュ系移⺠として⽣
きるカーン⾃⾝の多⽂化社会への考察から⽣まれた。詩的で美しく、苦いほどリア
ルで深い、絵本のような⼤⼈も⼦どもも必⾒のダンス。⽇本語吹替上演⼩学⽣以上
対象

トリプルビル【Dance Dance Dance @ 
YOKOHAMA 2018関連】

横浜⾚レンガ
倉庫1号館

2018/9/2 2018/9/5 神奈川県 横浜市中区

東京ゲゲゲイも登場！世界初演作も注⽬の⽇仏コラボ。今回のフェスティバルのた
めに企画された、⽇仏コラボレーション。そのキーワードは、「ストリートダンス
と芸術ダンスの融合」。その先駆者カデル・アトゥと、若⼿注⽬株ジャンヌ・ガロ
ワの⼆⼈のフランス⼈振付家が、⽇本⼈ダンサーと横浜で創作する新作を発表。⽇
本からはキレのあるダンスと独⾃の世界観で熱狂的な⼈気を誇る東京ゲゲゲイが登
場する。ストリートで誕⽣したダンスが、あらゆるボーダーを超え新たな美学を⽣
みだす瞬間を⾒逃すな！横浜で世界初演後、ジャポニスム2018公式企画としてフ
ランスツアーも決定。会場には多⽬的トイレ、エレベーターがございます。障がい
者⼿帳をお持ちの⽅の割引がございます。

DAZZLE舞台『ピノキオの嘘』【Dance Dance 
Dance @ YOKOHAMA 2018関連】

横浜⾚レンガ
倉庫1号館

2018/9/6 2018/9/9 神奈川県 横浜市中区

DAZZLEと若⼿ダンサーによる共演プログラムを発表。シビウ国際演劇祭、ファジ
ル国際演劇祭など国内外のフェスティバルに招かれ、坂東⽟三郎ほか数多くのアー
ティストから多⼤な評価を得ている振付家・⻑⾕川達也率いるダンスカンパニー
「DAZZLE」。今回は、DanceDanceDance＠YOKOHAMA2018のために、若⼿ダ
ンサーの発掘と育成、DAZZLEイズム（独⾃の美意識とテクニック）の継承を⽬的
とするプロジェクトを展開する。「命はどこから始まり、愛はどこにたどり着くの
か？」をテーマに、公募で選ばれたダンサーが、クリエーションを経てDAZZLEと
の共演を実現。
会場には多⽬的トイレ、エレベーターがございます。障がい者⼿帳をお持ちの⽅の
割引がございます。

アートリンク in 横浜⾚レンガ倉庫
横浜⾚レンガ

倉庫1号館
2018/12/1 2019/2/17 神奈川県 横浜市中区

『アートリンクin横浜⾚レンガ倉庫』は、横浜の冬を彩るイベントとして2005年か
ら始まりました。横浜の観光地として親しまれている⾚レンガ倉庫イベント広場が
スケートリンクに⼤変⾝！また、アートの名の通り、毎年多彩なアーティストが繰
り広げるアートとアイススケートのコラボレーションが⾒所です。

横浜ダンスコレクション2019
横浜⾚レンガ

倉庫1号館
2019/1/31 2019/2/17 神奈川県 横浜市中区

24回⽬を迎える2019年開催は、世界的に活躍するアーティスト達のクリエーショ
ンよる世界初演作や、国内外のコンテンポラリーダンスシーンをリードする振付家
による新作、近年の受賞振付家による意欲作を上演します。
さらに、時代を共有して⾝体と表現に新たな視線を向ける「振付」のオリジナリ
ティーに価値を置くコンペティションや、ダンスワークショップ、屋外パフォーマ
ンス、展覧会などの多彩なプログラムを、横浜⾚レンガ倉庫1号館、横浜にぎわい
座のげシャーレで繰り広げる3週間です。

HOTPOT東アジア・ダンスプラットフォーム
横浜⾚レンガ

倉庫1号館
2018/10/7 2018/10/12 神奈川県 横浜市中区

中国、韓国、⽇本3カ国において、若⼿振付家の育成と発信を⽬的に実施している
ダンスフェスティバル、CityDanceFestival（中国・⾹港）、SIDance（韓国・ソ
ウル）、横浜ダンスコレクション（⽇本・横浜）により、東アジア・ダンスプラッ
トフォーム「HotPot」を創設し、各ダンスフェスティバルに内在する形で、このダ
ンスプラットフォームをスタートしました。中国、韓国、⽇本を拠点に活動し、各
国で選ばれた振付家の作品上演にあたり、3つのフェスティバルのダンスネット
ワークを活かし、世界各国から80名程のプレゼンター（劇場、フェスティバル等プ
ロデューサー）を招聘することによって、海外で作品上演や共同製作などに取り組
む機会を⾶躍的に拡⼤する効果が期待されます。

横浜こども狂⾔会 横浜能楽堂 2019/3/31 2019/3/31 神奈川県 横浜市⻄区

 平成30年度「こども狂⾔ワークショップ〜卒業編〜」参加者と、こども狂⾔ワー
クショップ過去の参加者が⾃主的に活動を続けている「いろはの会」による狂⾔の
発表会。⼩・中学⽣を対象に、約3か⽉間にわたり狂⾔１曲を稽古した成果を140
年の歴史がある横浜能楽堂本舞台で本格的な装束を着けて、発表する。
 施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）を有する。外国語で対応できるスタッフ
が12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応対。場内に⾞いすのまま鑑賞
できるスペースを5席分⽤意。

横浜能楽堂・伝統組踊保存会提携公演「能の五番 
朝薫の五番」第5回

横浜能楽堂 2019/2/9 2019/2/9 神奈川県 横浜市⻄区

共にユネスコの「世界無形遺産」に指定されている能と組踊。組踊は、18世紀初め
の琉球王国の時代、芸能を差配していた躍奉⾏の⽟城朝薫によって作られました。
能の嗜みがあった朝薫は、能の物語を取り⼊れながら、「朝薫の五番」と呼ばれる
新たな作品群を⽣み出しました。この「朝薫の五番」と関係性が⾒られる「能の五
番」を、５年にわたり併せて上演します。本公演は第5回⽬の最終回。
施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）を有する。外国語で対応できるスタッフが
12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応対。場内に⾞いすのまま鑑賞で
きるスペースを5席分⽤意。

普及公演「バリアフリー能」 横浜能楽堂 2019/3/17 2019/3/17 神奈川県 横浜市⻄区

より幅広い層に能・狂⾔に親しんでいただくため、解説付きの普及公演を実施す
る。
障がいがある⽅にも、気軽に能楽を楽しんでいただけるよう「バリアフリー能」と
銘打ち、介助者⼀名無料、点字チラシ、副⾳声、⼿話通訳、パソコン通訳などのサ
ポート態勢を整える。常設の客席内⾞いす鑑賞スペース5席分に加え、2階席エリア
にも特別に⾞いす鑑賞スペースを設置。
外国語で対応できるスタッフ12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応
対。また狂⾔と能の英⽂解説を⽤意。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

企画公演「⾵雅と無常－修羅能の世界」 第1回
〜第5回

横浜能楽堂 2018/10/7 2018/10/7 神奈川県 横浜市⻄区

9/22第１回「⻘葉の笛」
10/7第２回「修羅能と狂⾔」
11/10第３回「名器・⻘⼭」
12/22第４回「⽣⽥の梅」
1/20第５回「無常」
2019/2/16第６回「和歌の徳」
2019/3/23特別講座「修羅能の世界を語り合う」
各回ごとに「⻘葉の笛」「和歌の徳」などテーマを設け、能の上演だけでなく演⽬
に関連のある雅楽の演奏、和歌の披講、法要の場などを交えることで、多岐にわ
たってアプローチ。初⼼者から愛好家まで、「修羅能」の世界をより楽しめる内容
です。
施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）を有する。外国語で対応できるスタッフが
12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応対。場内に⾞いすのまま鑑賞で
きるスペースを5席分⽤意。また能と狂⾔については、英⽂解説を⽤意。

第35回かもんやま能 横浜能楽堂 2018/11/24 2018/11/24 神奈川県 横浜市⻄区

横浜開港に貢献した⼤⽼井伊掃部頭直弼（いいかもんのかみなおすけ）公をしの
び、井伊家ゆかりの流派が出演します。能や狂⾔の鑑賞経験がない⼈でもわかりや
すい解説付きです。施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）を有する。外国語で対
応できるスタッフが12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応対。場内に
⾞いすのまま鑑賞できるスペースを7席分⽤意。

こども狂⾔ワークショップ〜卒業編〜 横浜能楽堂 2019/1/4 2019/3/31 神奈川県 横浜市⻄区
夏に開催した「こども狂⾔ワークショップ〜⼊⾨編〜」の続編。⼊⾨編で学んだ歩
く、座る等の狂⾔の基本的な所作を発展させ、狂⾔⼀曲を学び、その成果を「横浜
こども狂⾔会」で発表する。【講師】⼭本則俊（狂⾔⽅⼤蔵流）ほか

横浜能楽堂特別企画展⽰ 横浜能楽堂 2019/1/19 2019/3/24 神奈川県 横浜市⻄区
「企画公演『⾵雅と無常－修羅能の世界』第５回『無常』」の美術制作を⾏う、⼭
⼝晃（画家）による作品を横浜能楽堂２階の展⽰廊に展⽰。⼊場無料。

横浜市こどもの美術展2018
横浜市⺠ギャ

ラリー
2018/7/20 2018/7/29 神奈川県 横浜市⻄区

この展覧会は横浜市⺠ギャラリーが開館した翌年の1965年から始まった、歴史あ
る展覧会です。⼦どもの⾃由な発想と豊かな表現をはぐくみ、健やかな成⻑を応援
することを⼤切に、50年以上にわたって継続しています。
この展覧会に展⽰するため、今年も⼀⽣懸命に描いた⼦どもたちの絵画を⼤募集！
応募された作品はすべて展⽰します。今年のテーマは「動物」。会期中にはアー
ティストのミロコマチコさんの作品展⽰や、誰でも⾃由に参加できる紙⼯作のワー
クショップなど、各種イベントもおこないます。みなさんの作品応募、ご来場をお
待ちしています！
エレベーターや多⽬的トイレがございます。最寄りのJR桜⽊町駅と横浜市⺠ギャラ
リーを無料で巡回する、お体の不⾃由な⽅・⾼齢者の⽅に配慮した送迎⾞サービス
があります。

横浜市⺠ギャラリーコレクション展2019
横浜市⺠ギャ

ラリー
2019/3/1 2019/3/17 神奈川県 横浜市⻄区

横浜市⺠ギャラリーは、油彩や⽇本画、版画や写真など1,300点におよぶ作品を所
蔵しています。年に⼀度開催する「横浜市⺠ギャラリーコレクション展」では毎回
テーマを設け、所蔵作品を選りすぐって公開しています。
エレベーターや多⽬的トイレがございます。最寄りのJR桜⽊町駅と横浜市⺠ギャラ
リーを無料で巡回する、お体の不⾃由な⽅・⾼齢者の⽅に配慮した送迎⾞サービス
があります。

美しきリュート〜バロック・ダンスとの邂逅
横浜市⺠ギャ

ラリー
2018/8/24 2018/8/24 神奈川県 横浜市⻄区

アラビアが起源のリュートは、ルネサンス期からバロック期にかけてヨーロッパ中
の⼈々に愛された、語りかけるような優しい⾳⾊の楽器。そして、バロック・ダン
スは17世紀から18世紀にフランス宮廷を中⼼に流⾏した、バレエのルーツともい
われる華やかな舞踏です。リュートの名⼿、⾦⼦浩が紡ぐ美しい旋律に乗せて、バ
ロックダンスの第⼀⼈者、市瀬陽⼦が舞います。
エレベーターや多⽬的トイレがございます。

テーマ展⽰Ⅲ
「天皇の世紀」

⼤佛次郎記念
館

2018/11/17 2019/3/10 神奈川県 横浜市中区

明治100年を機に連載が始まった「天皇の世紀」。天皇の世紀執筆から50年を記念
し、⼤佛次郎が訪れた取材旅⾏での⾜取りを辿ることで⼤佛次郎の歴史の⾒⽅、紡
ぎ⽅に迫ります。展⽰に際しては、⼀部多⾔語化に取り組むほか、⾳声ガイドを導
⼊します。⾞いすの貸出サービスがあります。障害者⼿帳を持ちの⽅と付添１名、
また市内在住65歳以上は観覧料無料。

⼤佛次郎×ねこ写真展 2019
⼤佛次郎記念

館
2019/2/26 2019/4/14 神奈川県 横浜市中区

⽣涯で優に500匹は飼ったという⼤の愛猫家だった⼤佛次郎にちなんで開催するね
こいっぱいの写真展。今年で３年⽬の開催となります。7⽉〜12⽉に作品を募集
し、2⽉〜4⽉に展⽰を⾏います。例年通り⼤佛次郎の⽂章とのコラボレーション
コーナーを設けるほか、ねこ写真をさらに楽しんでいただけるよう⼀般応募作品に
コメントを添えられるようにします。展⽰に際しては、⼀部多⾔語化に取り組むほ
か、⾳声ガイドを導⼊します。⾞いすの貸出サービスがあります。障害者⼿帳を持
ちの⽅と付添１名、また市内在住65歳以上は観覧料無料。
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在外公館⽂化事業
〜「パスポートDC」における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/5/5 2018/5/5 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「パスポートDC」において，
・⽂化紹介
・広報資料配付，展⽰
・展⽰(⽣け花，鯉のぼり)
・演舞(ソーラン節，沖縄エイサー)
・⽂化体験(書道，折り紙等)

在外公館⽂化事業
〜ウェールズ国⽴博物館特別展覧会「KIZUNA: 
Japan｜Wales｜Design」プレイベント〜

外務省 2018/5/14 8⽉下旬 海外 英国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰(「KIZUNA:Japan｜Wales｜Design」展概要，⽇本ウェールズの関係史)

在外公館⽂化事業
〜学校・⼤学等における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/5/21 2018/5/21 海外 英国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本⾷レクチャーデモンストレーション，ワークショップ
・⾷関連フレーズ紹介
・ビデオ上映

在外公館⽂化事業
〜マンチェスター・ジャパン・デイ〜

外務省 2018/6/3 2018/6/3 海外 英国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス(和太⿎，津軽三味線，阿波踊り)
・デモンストレーション(⼸道，着物の着付け)
・武道ステージ
・展⽰（盆栽，⽇本⼈形，鉄道模型），⽇本庭園紹介
・体験(織物，浴⾐着付け，囲碁・将棋対戦)

在外公館⽂化事業
〜欧州アジア短編映画祭〜

外務省 2018/6/6 2018/6/8 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「短編映画祭」において，
・映画上映
・映画パネルディスカッション

在外公館⽂化事業
〜第７回全国⾼校⽣⽇本語スピーチ⼤会〜

外務省 2018/6/23 2018/6/23 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチ⼤会

在外公館⽂化事業
〜能楽レクチャーデモンストレーション〜

外務省 2018/6/28 2018/6/28 海外 イタリア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・能楽公演，作品解説
・展⽰(能⾯，能装束)

在外公館⽂化事業
〜JAPAN EXPOにおける⽇本⽂化（ジャポニスム
2018等）紹介事業〜

外務省 2018/7/5 2018/7/5 海外 フランス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンサート(津軽三味線，和太⿎)

在外公館⽂化事業
〜JETAA浴⾐ワークショップ〜

外務省 2018/7/7 2018/7/7 海外
シンガ
ポール

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・浴⾐レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜和⾷とプラナカン料理のコラボレーションイベ
ント〜

外務省 2018/7/13 2018/7/13 海外
シンガ
ポール

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・デモンストレーション(プラナカン料理，和⾷)
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在外公館⽂化事業
〜「⾹港ブックフェア」における⽇本⽂化発信〜

外務省 2018/7/18 2018/7/24 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「⾹港ブックフェア」において，
・⽇本関連書籍の展⽰
・展⽰(「⽇本国際漫画賞」，⽇本⽂化関連)
・講演会(⽂化交流プロジェクト)

在外公館⽂化事業
〜「世界をつなぐマンガデザイン展」における講
演会〜

外務省 2018/7/20 2018/7/20 海外
シンガ
ポール

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演

在外公館⽂化事業
〜サンパウロ⽇本祭りにおける折り鶴ワーク
ショップとデモンストレーション〜

外務省 2018/7/20 2018/7/22 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「サンパウロ⽇本祭り」において，
・折り紙レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜盆踊り2018〜

外務省 2018/7/21 2018/7/21 海外
マレーシ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス（盆踊り，太⿎演奏）
・⽇⾺の伝統舞踊紹介

在外公館⽂化事業
〜リオデジャネイロ州⽴⼤学における⽇本⽂化紹
介〜

外務省 2018/7/24 2018/7/25 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演(和⾷)
・和太⿎公演

在外公館⽂化事業
〜2018夏の⽇本⽂化紹介展〜

外務省 2018/7/25 2018/8/7 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰，体験(玩具，遊び⽂化)
・⼤道芸公演
・飴細⼯実演
・コンサート，ワークショップ(箏，三味線)

在外公館⽂化事業
〜ダナン市⽇越⽂化交流フェスティバル〜

外務省 2018/7/26 2018/7/29 海外 ベトナム

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・剣道パフォーマンス
・書道レクチャーデモンストレーション
・⼥⼦⾼⽣シンガーソングライターによる公演
・⽇本の地⽅⾃治体による各種パフォーマンス，⽂化体験

在外公館⽂化事業
〜フロリアノポリス市における七⼣祭り〜

外務省 2018/7/27 2018/7/28 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・仙台七⼣祭りの飾り付け
・展⽰，公演，ワークショップ（⽣け花，三味線，太⿎）

在外公館⽂化事業
〜第19回⾼校⽣⽇本語スピーチ⼤会〜

外務省 2018/7/28 2018/7/28 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチ⼤会

在外公館⽂化事業
〜⽇本⼤使杯柔術トーナメント⼤会〜

外務省 2018/7/28 2018/7/29 海外
モーリ
シャス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・柔道⼤会



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜シャルトゥーンにおけるジャパン・ウィークエ
ンド〜

外務省 2018/7/28 2018/7/29 海外 レバノン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・篠笛コンサート
・レクチャーデモンストレーション，ワークショップ(和⾷，空⼿，折り紙)
・浴⾐着付け

在外公館⽂化事業
〜第11回ヴァレンサ⽇本祭り〜

外務省 2018/7/28 2018/7/28 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・デモンストレーション(空⼿，和太⿎)
・講演
・盆踊り
・ワークショップ(折り紙，切り紙)

在外公館⽂化事業
〜第11回ペトロポリス⽇本祭りにおける⽇本⽂
化紹介事業〜

外務省 2018/8/1 2018/8/5 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「第１１回ペトロポリス⽇本祭り」において，
・講演会，レクチャーデモンストレーション（和⾷，和太⿎，漫画，⽣け花）
・コスプレショー
・盆踊り

在外公館⽂化事業
〜オタクソン２０１８「⽇本伝統⽂化紹介」〜

外務省 2018/8/3 2018/8/5 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ワークショップ(⽇本舞踊，⽣け花，茶道)
・広報資料配布，ＪＶＴ上映
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜ナンディ地区における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/8/4 2018/8/4 海外 フィジー

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映
・餅つきレクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜パウエル・ストリート・フェスティバルにおけ
る⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/8/4 2018/8/5 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「パウエル・ストリート・フェスティバル」において，
・沖縄舞踊公演
・広報資料配布，展⽰

在外公館⽂化事業
〜夏祭り〜

外務省 2018/8/4 2018/8/4 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス（盆踊り，よさこい踊り，和太⿎）
・武道レクチャーデモンストレーション
・コスプレ発表会
・ワークショップ(折り紙，切り紙，ペーパークラフト)
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜ナミビア科学技術⼤学における⽇本映画祭〜

外務省 2018/8/6 2018/8/15 海外 ナミビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜在ニューヨーク⽇本⼈アーティストを活⽤した
国連における戦略発信：Peace is… 夏の部〜

外務省 2018/8/8 2018/8/8 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・演奏，ダンス公演
・展⽰（書道，⽣け花）
・スライドショー（Peaceis…写真）

在外公館⽂化事業
〜⽇本映画巡回祭〜

外務省 2018/8/10 2018/9/18 海外
ドミニカ
（共）

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜ハイビスカス・フェスティバルにおける⽇本⽂
化紹介〜

外務省 2018/8/11 2018/8/19 海外 フィジー

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ハイビスカス・フェスティバル」において，
・ヨーヨー釣り
・折り紙の実演
・伝統玩具の紹介
・浴⾐の試着
・ＪＶＴ放映・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化講演会〜

外務省 2018/8/11 2018/8/12 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演（建築，職⼈精神等）

在外公館⽂化事業
〜⽇系⽂化会館 アニメ祭りにおける⽇本⽂化紹
介〜

外務省 2018/8/11 2018/8/11 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「アニメ祭り」において，
・講演(アニメ，漫画)
・ドキュメンタリー番組上映
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜邦楽コンサート〜

外務省 2018/8/11 2018/8/14 海外
アルゼン

チン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・邦楽レクチャーデモンストレーション，公演

在外公館⽂化事業
〜落語公演〜

外務省 2018/8/15 2018/8/16 海外 トンガ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・落語公演

在外公館⽂化事業
〜ジャパン・ウィーク２０１８〜

外務省 2018/8/17 2018/8/19 海外 豪州

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ジャパン・ウィーク2018」において，
・デモンストレーション（⽇本舞踊，和太⿎，空⼿，よさこい）
「⽇本⽂化の⽇」において，
・レクチャーデモンストレーション(餅つき，茶道，⽣け花，書道，邦楽)

在外公館⽂化事業
〜第１６回ホイアン－⽇本祭り２０１８〜

外務省 2018/8/17 2018/8/19 海外 ベトナム

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・柔道レクチャーデモンストレーション，体験
・展⽰，ワークショップ(写真)
・教育関係セミナーでの講演

在外公館⽂化事業
〜書道ワークショップ及び展⽰会〜

外務省 2018/8/17 2018/9/14 海外
アルゼン

チン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・書道展⽰
・書道ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜ロスアンデス⼤学⽇本⽂化紹介講座〜

外務省 2018/8/17 2019/1/25 海外
コロンビ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ワークショップ(折り紙，和楽器，墨絵，書道）
・デモンストレーション，ワークショップ(武道，茶道，⽣け花)

在外公館⽂化事業
〜ダニーデン⽇本映画祭〜

外務省 2018/8/18 2018/8/19 海外
ニュー

ジーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映
・広報資料配付，展⽰



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化・ポップカルチャーフェスティバル〜

外務省 2018/8/18 2018/8/18 海外 モンゴル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本⼈アイドルによるパフォーマンス
・展⽰(フォトパネル，⽇本アニメ・マンガ，ロボット)

在外公館⽂化事業
〜剣道祭り 〜

外務省 2018/8/18 2018/8/18 海外
マレーシ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・剣道⼤会
・レクチャーデモンストレーション，ワークショップ(剣道，居合道)

在外公館⽂化事業
〜⽇・コ１１０周年記念事業 WASABI公演及び
ワークショップ〜

外務省 2018/8/22 2018/8/23 海外
コロンビ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和楽器公演，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜⽇本酒レクチャーデモンストレーション〜

外務省 2018/8/23 2018/8/23 海外
ウルグア

イ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・震災復興に関する説明
・⽇本酒レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜サンクティエスピリトゥスにおける⽇本⽂化週
間〜

外務省 2018/8/23 2018/8/26 海外 キューバ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演(⽂学，美術，舞踏）
・レクチャーデモンストレーション（武道，伝統舞踊，伝統玩具，歌）
・ワークショップ(書道，折り紙，着付け，漫画，俳句，伝統舞踊)
・コスプレ⼤会
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化祭「Taste of Japan」〜

外務省 2018/8/24 2018/8/25 海外
ニュー

ジーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション(和菓⼦，茶道，三味線・琴，⽇本酒)
・和太⿎パフォーマンス
・展⽰(盆栽)
・ワークショップ（俳句，書道）
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜トリニダード・トバゴにおける⽇本語弁論⼤会
〜

外務省 2018/8/24 2018/8/24 海外
トリニ

ダード・
トバゴ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜サルバドール⽇本⽂化祭〜

外務省 2018/8/24 2018/8/26 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰
・JVT上映

在外公館⽂化事業
〜第１１回全国学⽣⽇本語演劇発表⼤会〜

外務省 2018/8/25 2018/8/25 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・演劇発表⼤会(⽇本語による⼨劇，パロディ劇)

在外公館⽂化事業
〜Japan Festival CANADA 2018におけるブース
出展〜

外務省 2018/8/25 2018/8/26 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・広報資料配布
・折り紙ミニワークショップ



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜キト⽇本祭２０１８における⽇本⽂化紹介及び
邦楽コンサート〜

外務省 2018/8/25 2018/8/27 海外
エクアド

ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「キト⽇本祭２０１８」において，
・展⽰(⽇本⼈形，野⼝英世博⼠関連パネル)
・映画上映
・講演
・和楽器公演

在外公館⽂化事業
〜⽇本を知る（中⾼校⽣のための⽇本画ワーク
ショップ「⽇本画を描こう」）〜

外務省 2018/8/26 2018/8/26 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演(⽇本画)
・⽇本画制作ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜第19回⽇本語スピーチコンテスト〜

外務省 2018/8/26 2018/8/26 海外
ミャン
マー

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜オングウェディバ⾒本市における⽇本⽂化紹介
事業／２０１８〜

外務省 2018/8/26 2018/8/28 海外 ナミビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「オングウェディバ⾒本市」において，
・⽂化紹介(折り紙，伝統的な遊び)
・ワークショップ，体験(習字，着付け，凧作り)
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜ボツワナ⾒本市における⽇本⽂化紹介事業〜

外務省 2018/8/27 2018/9/2 海外 ボツワナ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ボツワナ⾒本市」において，
・体験(折り紙，法被試着)
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜第１回⽇本⽂化体験の集い〜

外務省 2018/8/27 2018/8/27 海外
クウェー

ト

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・折紙ワークショップ
・茶道レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜ブルーム真珠祭りにおける和太⿎公演〜

外務省 2018/8/30 2018/8/31 海外 豪州

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ブルーム真珠祭り」及びセント・メアリー・カレッジにおいて，
・和太⿎公演

在外公館⽂化事業
〜尺⼋公演〜

外務省 2018/8/30 2018/8/30 海外
スロベニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・尺⼋レクチャー，公演

在外公館⽂化事業
〜アニメ漫画コンベンションにおける和太⿎公演
〜

外務省 2018/8/31 2018/9/2 海外
オースト

リア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
アニメ漫画コンベンション「アニナイト」において，
・和太⿎公演

在外公館⽂化事業
〜柔道⼤使杯〜

外務省 2018/8/31 2018/8/31 海外 ケニア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・柔道⼤会



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜第２回アナポリス⽇本祭り〜

外務省 2018/8/31 2018/9/1 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「アナポリス⽇本祭り」において，
・創作太⿎公演
・⽂化講演
・動画貸出（邦画，JVT等）
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜ストラスフィールド・スプリング・フェスティ
バルでの⽇本⽂化紹介事業〜

外務省 2018/9/1 2018/9/1 海外 豪州

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ストラスフィール・スプリング・フェスティバル」において，
・和太⿎演奏

在外公館⽂化事業
〜⽇本語クイズコンテスト〜

外務省 2018/9/1 2018/9/1 海外 インド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語クイズ⼤会
・ＪＶＴ上映

在外公館⽂化事業
〜Embassy Festival 2018における⽇本⽂化紹介
〜

外務省 2018/9/1 2018/9/1 海外 オランダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「EmbassyFestival」において，
・展⽰（⾷品サンプル，法被）
・⽇本関連クイズの出題，解説
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜『夏祭り』における⽇本⽂化紹介事業〜

外務省 2018/9/1 2018/9/1 海外
オースト

リア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・舞台プログラム（ソーラン節踊り，和楽器，合気道，盆踊り）
・ワークショップ（折り紙，書道，団扇，⽇本語教室）
・縁⽇（ヨーヨーつり，射的，けん⽟，将棋）
・レクチャーデモンストレーション（⽣け花，茶道）

在外公館⽂化事業
〜和歌⼭・スイス⽂化交流⾏事における⽇本⽂化
紹介事業〜

外務省 2018/9/1 2018/9/2 海外 スイス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰，⽂化紹介（華道，着物体験，座禅体験）

在外公館⽂化事業
〜⽇系祭りにおける⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/9/1 2018/9/2 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演(太⿎，⽇本舞踊)
・盆踊り
・演奏（琴，尺⼋）

在外公館⽂化事業
〜セントルイス⽇本祭における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/9/1 2018/9/3 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「セントルイス⽇本祭」において，
・パフォーマンス(チンドン屋，地元諏訪太⿎等)
・デモンストレーション，ワークショップ(盆栽，⽣け花，茶道，書道武道)

在外公館⽂化事業
〜ペンサコーラ・盆フェスティバル〜

外務省 2018/9/1 2018/9/1 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・盆踊り⼤会
・御神輿パレード
パフォーマンス（沖縄エイサー，⽇本舞踊，唱歌）
・和太⿎公演，体験
・⾦⿂すくい，輪投げ

在外公館⽂化事業
〜⽇本語演劇祭〜

外務省 2018/9/2 2018/9/2 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・演劇⼤会



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜ケアンズ盆踊り祭り〜

外務省 2018/9/2 2018/9/2 海外 豪州

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・盆踊り
・パフォーマンス(よさこい舞踊，武道演舞)

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化講演会②（⽇本企業⽂化・⽇本語紹介
講演会）〜

外務省 2018/9/2 2018/9/4 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演（⽇本企業⽂化，⽇本語紹介）

在外公館⽂化事業
〜尺⼋コンサート〜

外務省 2018/9/3 2018/9/3 海外 0

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・尺⼋コンサート

在外公館⽂化事業
〜第５回⽇本⼤使杯柔道選⼿権⼤会〜

外務省 2018/9/3 2018/9/3 海外 マラウイ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・柔道選⼿権⼤会

在外公館⽂化事業
〜アイダホ⽇本祭り2018における⽇本⽂化紹介
〜

外務省 2018/9/3 2018/9/3 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション（伝統芸能，⾳楽，武道）
・ワークショップ（輪投げ）
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜国際⽂化フェアにおける⽇本⽂化紹介事業〜

外務省 2018/9/4 2018/9/4 海外 ボリビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「国際⽂化フェア」において，
・和⾷レクチャーデモンストレーション(寿司等)
・展⽰(⽇本⽶，⽇本酒，名産地地図)
・DVD上映(⽇本⽂化)
・展⽰(伝統⾐装)
・演舞公演

在外公館⽂化事業
〜尺⼋公演／コソボ〜

外務省 2018/9/5 2018/9/5 海外
オースト

リア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・尺⼋公演

在外公館⽂化事業
〜「ジャパニーズセプテンバー」における⽇本⽂
化紹介事業〜

外務省 2018/9/5 2018/9/12 海外

ボスニ
ア・ヘル
ツェゴビ

ナ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション(書道，華道)
・尺⼋コンサート，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜和太⿎公演〜

外務省 2018/9/7 2018/9/8 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和太⿎公演，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜重慶市⽂化産業博覧会における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/9/7 2018/9/9 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「⽂化産業博覧会」において，
・和太⿎公演
・浴⾐の着付け
・⽂化紹介(剣⽟，折り紙等)
・⽇本語サロン



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜第１０回レウス・ヒカリ・フェスティバル〜

外務省 2018/9/7 2018/9/7 海外 スペイン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「レウス・ヒカリ・フェスティバル」において，
・邦楽コンサート

在外公館⽂化事業
〜尺⼋公演〜

外務省 2018/9/7 2018/9/7 海外
アルバニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・尺⼋公演

在外公館⽂化事業
〜チャタムケント市・⽇系カナダ⼈関連史跡の銘
板除幕及び桜植樹式典における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/9/7 2018/9/7 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・演奏(三味線，太⿎，横笛)

在外公館⽂化事業
〜nowJapan 2018における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/9/8 2018/9/9 海外
リトアニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「nowJapan」において，
・展⽰(⼦供御神輿，法被，⽇本祭り地図等)
・浴⾐着付け
・書道レクチャーデモンストレーション，ワークショップ
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜⽇本映画祭 Focus Cinema Japon 2018〜

外務省 2018/9/8 2018/9/8 海外
マダガス

カル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映
・⽂化体験(折り紙，浴⾐，囲碁)

在外公館⽂化事業
〜レキシントン⽇本祭りにおける⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/9/8 2018/9/8 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「レキシントン⽇本祭り」において，
・⽇本の伝統的な玩具体験，紹介
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜 「⽇韓交流おまつり2018 in SEOUL」におけ
る⽇本⽂化公演〜

外務省 2018/9/9 2018/9/9 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「⽇韓交流おまつりinSEOUL」において，
・和太⿎公演，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜第４９回⽇本語弁論⼤会ビクトリア州予選〜

外務省 2018/9/9 2018/9/9 海外 豪州

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜ジャパン・デーにおける津軽三味線・尺⼋演奏
〜

外務省 2018/9/9 2018/9/9 海外
フィンラ

ンド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ジャパン・デー」において，
・演奏(津軽三味線，尺⼋)

在外公館⽂化事業
〜邦楽公演〜

外務省 2018/9/9 2018/9/9 海外 キューバ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・邦楽公演



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜⽇本⼈⾳楽家による演奏会〜

外務省 2018/9/10 2018/9/10 海外
デンマー

ク

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・三重奏公演（バイオリン，ピアノ，フルート）

在外公館⽂化事業
〜茶道デモンストレーション〜

外務省 2018/9/10 2018/9/11 海外
カメルー

ン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・茶道レクチャーデモンストレーション
・⽂化紹介
・⽇本関連研究発表

在外公館⽂化事業
〜第３１回ベレン⽇本週間〜

外務省 2018/9/10 2018/9/15 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ベレン⽇本週間」において，
・レクチャーデモンストレーション（浴⾐，ロリータ⾐装）
・講演(国費留学⽣制度)

在外公館⽂化事業
〜和太⿎演奏会〜

外務省 2018/9/11 2018/9/12 海外
フィンラ

ンド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和太⿎ワークショップ，演奏会，講義

在外公館⽂化事業
〜⽇本伝統⽂化のレクチャー・デモンストレー
ション〜

外務省 2018/9/11 2018/9/11 海外 ギニア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション（茶道，書道，折り紙）

在外公館⽂化事業
〜 邦⼈ピアノ・コンサート〜

外務省 2018/9/12 2018/9/12 海外
ウクライ

ナ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ピアノコンサート

在外公館⽂化事業
〜ジュバ⼤学における⽇本祭り〜

外務省 2018/9/12 2018/9/13 海外
南スーダ

ン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・政策ディスカッション
・広報(対南スーダン⽀援に関して)
・⽇本⾷レクチャー・デモンストレーション
・映画上映
・空⼿パフォーマンス

在外公館⽂化事業
〜和凧作りワークショップ及び和凧フェスティバ
ル〜

外務省 2018/9/12 2018/9/16 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和凧作りワークショップ
・凧揚げデモンストレーション
・凧揚げ⼤会

在外公館⽂化事業
〜ジャパン・フェスト２０１８〜

外務省 2018/9/13 2018/9/22 海外
バングラ
デシュ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰，公演（各種⽂化）
・映画上映
・邦楽コンサート，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜世界地⽅政府⽂化観光祭りにおける⽇本⽂化紹
介〜

外務省 2018/9/14 2018/9/16 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「世界地⽅政府⽂化観光祭り」において，
・試着（浴⾐，法被）
・伝統玩具体験
・展⽰(⽇本⼈形)
・広報資料配布，映像上映

在外公館⽂化事業
〜ヌヴィル・シュル・ソーヌ市⽇本祭〜

外務省 2018/9/14 2018/9/16 海外 フランス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンサート(尺⼋，津軽三味線，和太⿎)
・展⽰会(着物，⽣け花，盆栽)
・講演会・ワークショップ(禅，マンガ，茶道)

在外公館⽂化事業
〜ジャパンフェスト等における能楽（狂⾔）〜

外務省 2018/9/14 2018/9/16 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ジャパンフェスト」において，
・狂⾔公演，レクチャーデモンストレーション



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜落語上演会，レクチャー〜

外務省 2018/9/15 2018/9/15 海外 フランス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・落語⼊⾨レクチャー，パフォーマンス

在外公館⽂化事業
〜サギノー⽇本祭り〜

外務省 2018/9/16 2018/9/16 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス(和太⿎演奏，沖縄⺠謡と踊り，⽇本歌謡曲の合唱)
・デモンストレーション(武道，茶道，書道，折り紙)

在外公館⽂化事業
〜太平洋映画祭における⽇本映画上映〜

外務省 2018/9/17 2018/9/17 海外
エチオピ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「太平洋映画祭」において，
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜セアラ州⽴⼤学⽇本語公開講座創⽴２５周年記
念⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/9/19 2018/9/21 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和太⿎公演，ワークショップ
・講演(歴史)
・⽣け花ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜アストラハン⽇本⽂化フェスティバル〜

外務省 2018/9/20 2018/9/22 海外 ロシア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・墨絵ワークショップ
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜パラグアイ・⽇本・⼈造りセンター設⽴30周
年記念コンサート〜

外務省 2018/9/20 2018/9/20 海外
パラグア

イ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・邦楽コンサート

在外公館⽂化事業
〜ブラジリア草⽉第３１回⽣け花展〜

外務省 2018/9/20 2018/9/23 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽣け花展⽰

在外公館⽂化事業
〜第１０回⼤連⽇本商品展覧会における⽇本⽂化
紹介〜

外務省 2018/9/21 2018/9/23 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「⼤連⽇本商品展覧会」において，
・和太⿎演奏
・デモンストレーション（茶道，華道）

在外公館⽂化事業
〜第６回⽇本パラグアイ交流展〜

外務省 2018/9/21 2018/9/22 海外
パラグア

イ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽂化紹介（岩⼿県，新潟県，群⾺県，兵庫県，⾹川県，広島県，⻑崎県，千葉県
等の物産，郷⼟料理，郷⼟芸能)
・パフォーマンス(和太⿎，よさこい，ソーラン節)
・レクチャーデモンストレーション(書道，盆栽)

在外公館⽂化事業
〜カウラ桜祭り〜

外務省 2018/9/22 2018/9/22 海外 豪州

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演(和太⿎，ソプラノ歌⼿，抜⼑道，⽇本舞踊)
・展⽰(盆栽)
・体験（茶道，藍染め）
・着物ショー

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化ワクワク体験デー〜

外務省 2018/9/22 2018/9/22 海外 ラオス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・体験（書道，どうぶつ将棋，⾵呂敷，折り紙，伝統玩具）
・浴⾐着付け体験
・パフォーマンス(歌曲，Ｊ－ＰＯＰ，コスプレレクチャー)

在外公館⽂化事業
〜アニメ・ポップカルチャーイベントにおける⽇
本舞踊公演とワークショップ〜

外務省 2018/9/22 2018/9/22 海外
スロバキ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本舞踊公演，ワークショップ



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜フランクフルト⽇本デー〜

外務省 2018/9/22 2018/9/22 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ワークショップ(⽣け花，書道，折り紙，茶道，墨絵，着物の着付け)
・パフォーマンス(盆踊り，和太⿎，⽇本舞踊，空⼿デモンストレーション)

在外公館⽂化事業
〜ウォータールー⼤学レニソン校 ワンスカイ祭
への参加〜

外務省 2018/9/22 2018/9/22 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「OneSkyFestival」において，
・太⿎演奏，レクチャー，体験ワークショップ
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜春祭り（クリチバ）における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/9/22 2018/9/23 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「春祭り」において，
・⽇本⽂化遺産ジオラマ展⽰
・兵庫県紹介
・着付け体験
・⽇本語ワークショップ
・⽇本酒レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜⽇本⼈ブラジル移住１１０周年記念⻄部アマゾ
ン地域⽇本語弁論⼤会〜

外務省 2018/9/22 2018/9/22 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜マナウス⽇本⽂化⽉間〜

外務省 2018/9/22 2018/10/27 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ワークショップ(囲碁，⽣け花，折り紙，⽇本⾷，包装)
・レクチャーデモンストレーション(⽇本の歌)

在外公館⽂化事業
〜Kawaii Konにおける⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/9/22 2018/9/22 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「第３３回まつりカウアイ」において，
・展⽰(⽇本の遊具，伝統⼯芸品，⽇本⾷模型)

在外公館⽂化事業
〜JAPAN DAY - Full moon Festival〜

外務省 2018/9/23 2018/9/23 海外 ベトナム

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ファッションイベント（ファッション⽂化紹介，コンテスト）
・⽂化紹介（⽇本⾷，相撲体験，盆踊り，⽇本の遊び紹介）

在外公館⽂化事業
〜バルト三国和太⿎公演〜

外務省 2018/9/23 2018/9/24 海外 ラトビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演（和太⿎，三味線）

在外公館⽂化事業
〜お⽉⾒祭り〜

外務省 2018/9/23 2018/9/23 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・茶道レクチャーデモンストレーション
・折り紙ワークショップ
・⽂化紹介(紙芝居，習字，団扇作り，ヨーヨー釣り)

在外公館⽂化事業
〜⽇ＡＳＥＡＮ友好協⼒４５周年記念：和⾷レク
チャー・デモンストレーション〜

外務省 2018/9/24 2018/9/24 海外 0

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・そばレクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜箏・三味線コンサート〜

外務省 2018/9/24 2018/9/25 海外 インド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンサート(箏，三味線)

在外公館⽂化事業
〜ヤングプラハ国際⾳楽祭における⽇本⼈若⼿⾳
楽家コンサート〜

外務省 2018/9/24 2018/9/24 海外 チェコ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本⼈若⼿⾳楽家によるコンサート



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜２０１８年⽇本酒⽂化紹介事業〜

外務省 2018/9/24 2018/9/24 海外
ハンガ
リー

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本酒紹介

在外公館⽂化事業
〜⽉例⽇本映画上映会(９⽉)〜

外務省 2018/9/25 2018/9/27 海外
ニュー

ジーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜バルト三国和太⿎公演〜

外務省 2018/9/25 2018/9/26 海外
リトアニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス（和楽器演奏，⽇本舞踊）
・和楽器ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜⽇本のマンガレクチャーデモンストレーション
に関する講演会〜

外務省 2018/9/25 2018/9/27 海外
ベネズエ

ラ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・マンガに関するレクチャー，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜バルト三国和太⿎公演〜

外務省 2018/9/28 2018/9/29 海外
エストニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・エストニア独⽴１００周年記念国際ジョイントコンサートへの参加（⽇本舞踊，
和太⿎，津軽三味線)
・歌舞伎公演

在外公館⽂化事業
〜囲碁⼤会・ワークショップ〜

外務省 2018/9/28 2018/9/30 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・囲碁⼤会，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜⽣け花レクチャーデモンストレーション〜

外務省 2018/9/28 2018/9/28 海外 モルドバ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽣け花レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜第９回⽇本総合紹介週間〜

外務省 2018/9/28 2018/10/1 海外 キルギス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション(書道，⽣け花，盆踊り，お囃⼦三味線と獅⼦
舞)
・展⽰(書道，⽣け花)

在外公館⽂化事業
〜第２回トルコ・コミコンにおける⽇本映画上映
会〜

外務省 2018/9/28 2018/9/28 海外 トルコ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「第２回トルコ・コミコン」において，
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⽇本語歌唱⼤会〜

外務省 2018/9/29 2018/9/29 海外 ネパール

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語歌唱⼤会
・⽇本紹介DVD上映

在外公館⽂化事業
〜国際観光展における和⾷・⽇本酒レクチャーデ
モンストレーション〜

外務省 2018/9/29 2018/10/2 海外
アルゼン

チン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「第２３回ラテンアメリカ国際観光展」において，
・和⾷レクチャーデモンストレーション(フードツーリズム)

在外公館⽂化事業
〜⽇本庭園における⽇本祭り〜

外務省 2018/9/29 2018/9/29 海外
ウルグア

イ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・デモンストレーション（⽣け花，盆栽，武道）
・伝統⽂化紹介
・公演(和太⿎，盆踊り，ソーラン節）
・コスプレエキシビション，ワークショップ
・書道の名前書き



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜パライバ⽇本祭〜

外務省 2018/9/29 2018/9/30 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰
・JVT上映
・ワークショップ(⾵呂敷，折紙，⽇本語，漫画イラスト等)

在外公館⽂化事業
〜第６回サンフランシスコ⽇本映画祭における⽇
本映画紹介〜

外務省 2018/9/29 2018/9/30 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映
・レクチャー(上映作品テーマ等)

在外公館⽂化事業
〜ジャパン祭り〜

外務省 2018/9/30 2018/9/30 海外 英国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ラジオ体操
・⽇本関連クイズ⼤会
・パフォーマンス(和太⿎，⺠謡，演歌，歌謡曲，能楽）

在外公館⽂化事業
〜「⽇本⽂化の秋２０１８」における⽇本⽂化紹
介事業〜

外務省 2018/9/30 2018/9/30 海外 スイス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「⽇本⽂化の秋２０１８」において，
・和太⿎演奏
・⽇本酒ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜書道ワークショップ〜

外務省 2018/9/30 2018/9/30 海外
スロバキ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・書道ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜お祭り2018における和⾷紹介事業〜

外務省 2018/9/30 2018/9/30 海外 ボリビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「お祭り」において，
・和⾷デモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜練習艦隊⾳楽隊コンサート・武道デモンスト
レーション〜

外務省 2018/9/30 2018/9/30 海外 メキシコ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⾳楽コンサート（⾳楽隊演奏，太⿎ミニコンサート）
・武道デモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜メンフィス・ジャパン・フェスト〜

外務省 2018/9/30 2018/9/30 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・体験（浴⾐試着，玩具）
・講演（⽣け花，⽇本庭園）

在外公館⽂化事業
〜俳句に関するレクチャー〜

外務省 2018/10/1 2018/10/1 海外
クロアチ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演（俳句）

在外公館⽂化事業
〜和楽器ユニットWasabi公演〜

外務省 2018/10/2 2018/10/3 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和楽器コンサート，講演

在外公館⽂化事業
〜「アニメ映画⽉間」における⽇本映画上映〜

外務省 2018/10/4 2018/10/13 海外 ギニア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜国⽴近代美術館折紙展⽰及び講習会〜

外務省 2018/10/4 2018/10/25 海外
グアテマ

ラ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・折り紙作品展⽰，講習会



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜キャンベラ学⽣歌舞伎〜

外務省 2018/10/5 2018/10/7 海外 豪州

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・歌舞伎公演(英語，⽇本語)
・雅楽演奏，落語，⼨劇

在外公館⽂化事業
〜第７回⽇本の秋祭り〜

外務省 2018/10/5 2018/10/8 海外 フランス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・デモンストレーション(⽣け花，茶道，着物，紙芝居，武道)
・ワークショップ(盆踊り，盆栽，折り紙，囲碁，将棋）
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜オレンブルク⽇本映画祭〜

外務省 2018/10/5 2018/10/10 海外 ロシア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜ＩＣＡＯ「⽇本⽂化紹介事業」〜

外務省 2018/10/5 2018/10/5 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜第３回秋の⽇本芸術祭〜

外務省 2018/10/6 2018/10/7 海外
ポーラン

ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「秋の⽇本芸術祭」において，
・パフォーマンス（和楽器コンサート，モダンダンス）
・講演（落語，⾦継ぎ，⽇本の模様，板染め，墨絵）
・ワークショップ（和菓⼦，つまみ細⼯，紙版画，書道）
・⼦供向けワークショップ（⽇本の秋，折り紙，そろばん）
・デモンストレーション(茶道，墨絵)

在外公館⽂化事業
〜Japan Week〜

外務省 2018/10/6 2018/10/6 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「JapanWeek」において，
・講義(⽇本⽂化)
・パフォーマンス（⽇本舞踊，太⿎，⽇本語⼈形劇）
・レクチャーデモンストレーション（茶道，華道，書道，武道）
・講演(移⺠の歴史)
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜エクスペリエンス・アジア２０１８（第１４回
アジア祭）における⽇本⽂化紹介事業〜

外務省 2018/10/6 2018/10/6 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「アジア祭」において，
・七⼣飾り
・浴⾐着付けデモンストレーション
・展⽰（⽣け花，御輿，折り紙クラフト，七⼣飾り）
・パフォーマンス（和太⿎，盆踊り，よさこいソーラン節）
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜ユース五輪開催時の⽇本紹介イベント〜

外務省 2018/10/7 2018/10/7 海外
アルゼン

チン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽂化紹介(クイズ，ゲーム)

在外公館⽂化事業
〜エスパルサ市・⽇本祭り２０１８〜

外務省 2018/10/7 2018/10/7 海外
コスタリ

カ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・舞台(⾳楽コンサート，よさこい鳴⼦踊り，南中-ソーラン踊り，阿波踊り）
・デモンストレーション（武道，書道）
・コンテスト（コスプレ，アニメカラオケ）
・浴⾐試着，ヨーヨーすくい，⾦⿂すくい
・展⽰(⺠芸品，アニメマンガ関連グッズ，盆栽)

在外公館⽂化事業
〜ノバイ⽇本祭りにおける和⾷紹介〜

外務省 2018/10/7 2018/10/7 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ノバイ⽇本祭り」において，
・和⾷レクチャー，ワークショップ



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜ニーシュ市における⽇本⽂化週間（ヤパニ
シュ）〜

外務省 2018/10/8 2018/10/14 海外 セルビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演（建築，ファッション，⽂学，教育）
・ワークショップ（⽇本語，折り紙，漫画，囲碁）
・書道デモンストレーション
・合気道セミナー
・コスプレコンテスト

在外公館⽂化事業
〜ジャパン・フェスト２０１８〜

外務省 2018/10/10 2018/10/10 海外
パキスタ

ン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンサート(箏，三味線)
・パフォーマンス（ファッションショー，コスプレコンテスト）
・⽂化紹介（⽣け花，盆栽，折紙，各種ポップカルチャー）

在外公館⽂化事業
〜⽇本の⽣活⽂化に関する講演〜

外務省 2018/10/15 2018/10/16 海外
バングラ
デシュ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演（江⼾時代の⽂化，⽣活）

在外公館⽂化事業
〜ポップカルチャーイベント「アルマゲドン」に
おける⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/10/19 2018/10/22 海外
ニュー

ジーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「アルマゲドン」において，
・書道レクチャーデモンストレーション，体験
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜アルチョム⽇本⽂化デイズ〜

外務省 2018/10/19 2018/10/19 海外 ロシア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映
・着物レクチャーデモンストレーション
・茶道体験教室

在外公館⽂化事業
〜ヘンダーソン⽇本祭りにおける⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/10/20 2018/10/20 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「第９回AkiMatsuriJapaneseFestival」において，
・展⽰(けん⽟，こけし等⽇本の伝統玩具)
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜国際図書展会場における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/10/21 2018/10/28 海外 セルビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ベオグラード国際図書展」において，
・⽇本関連図書の展⽰
・浴⾐着⽤体験
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜和太⿎公演〜

外務省 2018/10/22 2018/10/23 海外 ベナン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和太⿎公演

在外公館⽂化事業
〜アニメ上映及びポップカルチャー講演〜

外務省 2018/11/1 2018/11/17 海外
南アフリ

カ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映
・講演(⽇本研究)
・ドキュメンタリー上映会

在外公館⽂化事業
〜演出家芦澤いずみ⽒⽇本⽂化講演〜

外務省 2018/11/19 2018/11/21 海外
エストニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演(⽇本の演劇，⽇本⽂化)
・演劇ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜⼤型⽂化事業
⽇・ミクロネシア外交樹⽴３０周年記念アカペラ
コンサート〜

外務省 2018/9/6 2018/9/10 海外
ミクロネ

シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・アカペラコンサート，ワークショップ



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ジョイフル マンドリンクラブ 第20回定期演奏
会

ジョイフル マ
ンドリンクラ

ブ
2019/1/26 2019/1/26 福岡県 福岡市

平成11年に福岡市で誕⽣した、名前のとおり楽しさいっぱいのクラブです。若者か
らシルバー世代まで、現在約40名のメンバーで、「みんなで演奏を楽しみ、また⾳
楽を通して⼈⽣を豊かにエンジョイする」ことをモットーに活動しています。毎年
1⽉に開催している定期演奏会の最後では私たちの演奏でお客様に歌っていただく

 など、お客様も演奏者も⼀体となって楽しめる演奏会を⽬指しています。
今回の演奏会では、⺠謡「⼋⽊節」や童謡「⽉の砂漠」など⽇本の曲もプログラム
に⼊れており、前述のお客様に歌っていただく曲（アンコール曲）は、「早春賦」

 を⽤意しています。
演奏会会場である「ももちパレス⼤ホール」はバリアフリーになっていますので、
どなたでもご⼊場いただけます。

ロビーコンサート2018 in 三芳町ふれあいセン
ター

三芳町教育委
員会

2018/11/24 2018/11/24 埼⽟県 三芳町

ロビーコンサートは広く町⺠のみなさんに芸術⽂化を⾝近に感じていただくための
取り組みとして、町の様々な開放スペースで実施する⼊場無料のミニコンサートで

 す。
カリブ⽣まれの打楽器「スティールパン」を⽇本に広めようと活躍している伊澤陽
⼀⽒を出演者に迎え、印象的な⾳⾊から紡ぎ出される究極の癒しをお届けします。
共演者の愛川聡⽒は国内外で活躍するギタリストで、世界遺産の⾼野⼭での奉納演
奏や和楽器とのコラボレーションで多くのメディア出演をしている。今回は⽇本の
有名曲を海外発祥のスティールパンとギターで演奏し、⽇本⾳楽との親和性を楽し

 んでいただきます。
会場となる三芳町ふれあいセンターは、⾼齢者の⽅々に健康で明るい⽣活を過ごし
ていただくため、健康の増進・レクリエーションを通じて仲間づくりをし、楽しん
でいただくための施設です。バリアフリーにも優れ、スロープや多⽬的トイレなど
誰もが安⼼して利⽤できる施設です。ロビーコンサートが⾏われるこの⽇は誰でも
⼊れるよう開放します。

ここから3―障害・年齢・共⽣を考える5⽇間
⽂化庁地域⽂
化創⽣本部

2018/12/5 2018/12/9 東京都 港区

本展は、⽂化庁主催により、平成28年10⽉に開催した「ここからアート・デザイ
ン・障害を考える３⽇間」展と、平成30年3⽉に開催した「ここから２―障害・感
覚・共⽣を考える8⽇間」展を継承する展覧会です。3回⽬の開催となる今回は、
「障害・年齢・共⽣を考える」をテーマとし、年齢については「エイジ／レス」を
サブキーワードとしました。障害や年齢を超越して、ものをつくることについて考
え、また同じ場に集って展⽰を⾒ることにより、アートを通じて共⽣社会を考える
機会となるよう企画するものです。また、「障害者週間」と会期を重ねることで、
共⽣社会への関⼼や理解がより深まることを期待しています。本展では、障害のあ
る⽅たちが制作した魅⼒ある作品と、⽂化庁メディア芸術祭の受賞作などから選ば
れたマンガ、アニメーション作品や、参加型のメディアアート作品等を展⽰し、
ワークショップや監修者によるトークなどのイベントも併せて⾏います。障害のあ
る⽅やご家族、あらゆる⼈々が気軽に楽しみ、そこから新たな意識につながること
を願っています。

【edoARTworkshop】和の⼼を結ぶ ⽔引体験〜
連続あわじ結びのバングル作り

でんみら(合同
会社⽇本伝統
⽂化未来考案

室)

2018/10/27 2018/10/27 東京都 台東区

⽇本古来の伝統的⾵習に⽤いられてきた⽔引の技術に焦点を当て、現代⾵なアレン
ジを加え⽇常に取り⼊れやすい形にしたものづくり体験プログラムを提供中。初め
ての⽅から経験者の⽅までを対象にワークショップを開催。英語による解説、エレ
ベーター完備の会場で、⽇本の伝統⽂化を⽇常にするための、バリアフリー化を⽬
指しています。

新春まっぴるま寄席 三遊亭⼩遊三・春⾵亭⼩朝 
⼆⼈会

株式会社JTBコ
ミュニケー

ションデザイ
ン 中野区も
みじ⼭⽂化セ

ンター

2019/1/16 2019/1/16 東京都 中野区

⼈気TV番組でおなじみの三遊亭⼩遊三と、⼈気・実⼒を兼ね備えた春⾵亭⼩朝によ
る新春を笑いで祝う⼆⼈の落語会を開催することで、⽇本⽂化の魅⼒を発信する取
組。
会場のなかのZERO⼤ホールはバリアフリー対応をしており、⾞いす席もご⽤意し
ている。

 おおさかふみんネット⼤阪府・⼤阪市ブロック
講座 おおさかの芸能 「⼤衆演劇」「狂⾔」の
世界

⼤阪府府⺠⽂
化部⽂化・ス
ポーツ室⽂化

課

2018/12/10 2018/12/21 ⼤阪府
⼤阪市阿
倍野区

「おおさかふみんネット」は、⼤阪府と府内市町村が、⼤阪府全体で⽣涯学習の推
進を図ることを⽬的として、平成10年1⽉に開始しました。それぞれの住所地だけ
でなく、隣の市などに⾜を運び、知識を深めていただけるよう、府内を8ブロック
に分け、ブロックごとに⾃治体が連携して公開講座や⾒学会などの⽣涯学習広域講
座を開催しています。府市ブロックでは、⼤阪の⽂化をテーマに、分かりやすいレ
クチャーと実演等を交え毎年開催しており、今年度は、⼤衆演劇と狂⾔について講
座を開催します。
会場となる阿倍野市⺠学習センターは、市⺠や地域との協働、関連組織とのネット
ワークなどの学びの場として、⾞いすの⽅も含め多くの⽅にご利⽤いただいていま
す。

 世紀末ウィーンのグラフィック〜デザインそし
て⽣活の刷新に向けて〜

京都国⽴近代
美術館

2019/1/12 2019/2/24 京都府 京都市

当館は、2015年に世紀末ウィーンのグラフィック作品コレクションを収蔵しまし
た。このコレクションは、アパレル会社の創業者、平明暘⽒が蒐集したものです。
1897年の分離派結成から1914年の第⼀次世界⼤戦勃発までのウィーンでは、グス
タフ・クリムトやヨーゼフ・ホフマンらを中⼼に、新しい時代にふさわしい芸術そ
してデザインのあり⽅が模索され、数多くの素晴らしい成果が⽣まれました。中で
もグラフィックの分野は、印刷技術の発達や雑誌メディアの隆盛を背景に、新しい
芸術の動向を⼈々に伝え、社会に浸透させる重要な役割を担いました。本展では、
300件にのぼる膨⼤なコレクションの全貌を紹介するとともに、同じく平明⽒旧蔵
のリヒャルト・ルクシュによる⽯膏彫像と貴重なアドルフ・ロースの家具⼀式をも
加え、世紀末ウィーンの息吹と魅⼒をお伝えします。

ミュージカルアカデミーKAO ワークショップ
ミュージカル
アカデミー

KAO
2018/12/26 2019/12/25 愛知県 名古屋市

ミュージカルアカデミーKAOでは、⼦供たちや若者がミュージカルを本格的かつ
歌、踊り、芝居を総合的、実践的に学ぶワークショップ形式の講座である。海外の
有名ミュージカルはもとより、国産の特に地元のオペラやミュージカルも題材に選
び実習を⾏う。
時代劇ミュージカルの実習には、⽇本舞踊の習得や着付けなども含め、ダンスやバ
レエにとどまらず、⽇本の伝統芸能の素養も⾝につけることの⼤切さを学ぶ。国内
外問わずミュージカルの題材には、平和を願うもの、差別や障害に⽴ち向かう姿を
描いた作品も多く、背景についても学ぶことで知⾒や視野を広げる。
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第53回みよし町⺠⽂化祭
三芳町教育委

員会
2018/10/14 2018/11/4 埼⽟県 三芳町

三芳町の各種⽂化団体並びに町⺠の皆様に、作品や公演など芸術⽂化鑑賞の機会を
提供することにより、町の⽂化振興の向上を図り、その活動を通じ多くの町⺠、団
体が交流することを⽬的として開催しています。
障がいを持つ⼈たちの⽂化サークルも積極的に参加しており、歌や似顔絵など様々
な分野で意欲的に活動しています。
開場である藤久保公⺠館及びコピスみよし（三芳町⽂化会館）はバリアフリー対応
しており、段差のない作りや点字ブロック、多⽬的トイレなど、多様な⼈々が分け
隔てなく利⽤できる施設です。

伊藤園お〜いお茶新俳句⼤賞
株式会社伊藤

園
2018/11/1 2019/10/31 東京都 渋⾕区

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、誰もが楽しんで参加できる俳句コンテスト。第2回から英語俳句の部も開設
し、海外の⽅にも広く参加の機会を提供。累計83カ国における⽇本⽂化普及にも貢
献している。

はままつ「⼼のバリアフリー」推進プロジェクト
合同会社 咲

夢来
2018/10/11 2019/10/10 静岡県

浜松市天
⻯区

浜松におけるお祭りやイベントで障害者も⾼齢者も⽇本⽂化の魅⼒を感じ体験でき
るように、私たちはままつ「⼼のバリフリー」推進プロジェクトは街中のバリアフ
リーチェック、店舗の⼼のバリアフリー教育に取り組んでいます。また浜松は共⽣
ホストタウンとして、五輪2020においてブラジルパラリンピックの選⼿団をお迎
えするため、選⼿団が浜松を訪れた際には私達事業部が中⼼となり、歓迎会を開く
などの活動をしています。

演劇「ハンナのかばん」
三芳町教育委

員会
2018/10/30 2018/10/30 埼⽟県 三芳町

ホロコーストの犠牲者となったハンナ・ブレイディにまつわる物語。世界各国でベ
ストセラーとなった「ハンナのかばん」は、いわば⽇本発の「アンネの⽇記」であ
り、国内外で⼤きな影響を与えました。2011年に劇作化され、⽂化庁「⼦どもの
ための優れた舞台芸術体験事業」にも採択された秀作です。
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無しに作られています。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です。

和太⿎ 暁 単独公演「⾶翔」 三芳町教育委
員会

2018/12/23 2018/12/23 埼⽟県 三芳町

⽇本の伝統芸能である和太⿎奏者による和太⿎演技を披露します。出演は、2015
年に岡⾕太⿎祭りの世界和太⿎打ち⽐べコンテストで優勝した鷹-TAKA-（三芳町
在住）率いる「和太⿎暁」。和太⿎奏者でありながら、書道家でもあり、笛や三味
線も奏でることのできる「鷹-TAKA-」の多才な能⼒を惜しみなく発揮します。
会場は三芳町最⼤のショッピングモールであるアクロスプラザ三芳の1階広場で⾏
います。施設は多⽬的トイレやスロープ、点字ブロックなど完備しています。ま
た、⼤きな和太⿎が⽣み出す重みのある響きは、聴覚障がい者にも⾳楽を感じさせ
る特有のものですので、聴覚障がい者にも参加を促します。

おやじバンドバトルin FUKUYAMA

広島県⺠⽂化
センターふく
やま共同企業

体

2018/10/14 2018/10/14 広島県 福⼭市

広島県・岡⼭県の⽅を対象とし、40代以上の⽅2名以上含むバンドのコンサートを
コンテスト形式で⾏います。全国的に盛り上がっている「おやじバンド」をこの地
域でも盛り上げ、⾳楽普及に繋げていくことを⽬的とした企画です。年に1度実施
し、今回で3回⽬となります。徐々に参加バンド数も増え、22バンドの参加を予定
しています。昨年も⼀般来場者がかなり増え、今年はさらに拡がり1⽇を通して盛
り上がるよう運営いたします。⽇本の楽曲（Ｊポップ）やオリジナル、洋楽など外
国の⽅々にも楽しんで頂ける内容です。

明治１５０年・京都のキセキ・プロジェクト 
KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 秋季特別展 
明治１５０年記念 フランス国⽴ギメ東洋美術館
「明治」写真コレクション展

京都市 2018/10/21 2018/12/20 京都府  京都市

平成３０年は，明治改元から１５０年の節⽬に当たることから，京都市では，明治
期の先⼈の志，知恵，⾏動，まちづくりの哲学等を学び，今と未来に活かす「明治
１５０年・京都のキセキ・プロジェクト」を実施しています。
この度，国際的なフォト・フェスティバル「KYOTOGRAPHIE京都国際写真展」と
フラ
ンス国⽴ギメ東洋美術館との繋がりを活かして，幕末から明治期の⽇本で撮影され
た
貴重な写真コレクションを京都市内の明治ゆかりの場所で展⽰します。

歌舞伎義太夫三味線奏者 野澤松也「創作浄瑠璃
弾き語り 第32回築地チャリティライブ」

三味似粋⼈
JAPAN

2018/11/23 2018/11/23 東京都  中央区

野澤松也創作浄瑠璃弾き語り第32回築地チャリティライブ
The32ndMatsuyaNozawa's,Hikigatari(singandplayshamisen)liveconcert
“CreativeJoruri“inTsukiji,Tokyocity.
⽇本の伝統芸能である「義太夫」や「浄瑠璃」「歌舞伎」の魅⼒を、⼦どもたち
や、これまで歌舞伎や⽂楽に関⼼のなかった⼈たちにも知ってもらうため、現役の
歌舞伎義太夫三味線奏者（⽵本連中）の野澤松也（重要無形⽂化財総合指定保持
者）が、⼟地に伝わる⺠話や童話を題材にした、誰にでもわかりやすい“創作浄瑠
璃”の演奏を、⾃ら弾き語りで⾏う。
他にもう１曲、江⼾時代から⽂楽や歌舞伎の演⽬として現代まで伝わっている古典
の演⽬の弾き語り。また、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取り組みとして、
ボランティアによるわかりやすい解説（⽇・英）を⾏う。後半に三味線体験も有
り。⼦供の参加可。

京都⽂化⼒プロジェクト第３回推進フォーラム
京都⽂化⼒プ
ロジェクト実

⾏委員会
2018/12/12 2018/12/12 京都府 京都市

京都⽂化⼒プロジェクト実⾏委員会（構成：京都府、京都市、京都商⼯会議所等）
では、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技⼤会に向けて、世界中の
⽅々に京都の⽂化に触れていただく取組を推進しています。
この度、当プロジェクトの取組や事業を幅広く周知、浸透させるため京都⽂化⼒プ
ロジェクト第3回推進フォーラムを開催します。皆様の御参加お待ちしておりま
す。
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松本清張「砂の器」展
北九州市⽴松
本清張記念館

2018/12/18 2019/3/31 福岡県
北九州市
⼩倉北区

松本清張の作品は、⽇本を代表する「書籍」であり、当館は国内唯⼀の清張の研究
センター機能を有している。毎年、特別企画展を2回⾏っており、今回が後期の企
画展となる。松本清張記念館開館20周年を記念し、松本清張「砂の器」展を開催す
るもの。エレベーターや⾞椅⼦の貸出など障害のある⽅でも企画展を楽しんでいた
だけるようにしている。

リトアニア⾳楽交流事業ビリュニス・バリス・ド
ヴァリョーナス⾳楽学校合唱団  ビバ・ボー
チェ コンサート

岐⾩県 2018/11/18 2018/11/18 岐⾩県 岐⾩市

岐⾩県は、杉原千畝の⽣誕地であり、岐⾩県とリトアニアとの交流事業として、リ
トアニアドヴァリョーナス⾳楽学校合唱団「ビバ・ボーチェ」をお招きしたコン
サートを開催します。
なお、ホールには⾞椅⼦席をご⽤意しておりますので、ご⾼齢の⽅、障がいがある
⽅でもご鑑賞いただくことができます。
なお、ホールには⾞椅⼦席をご⽤意しており、ご⾼齢の⽅、障がいがある⽅でもご
鑑賞いただくことができる。

岐⾩県博物館⽂化発信（「企画展 化⽯が語る繁
栄と絶滅〜瑞浪群層群の哺乳類化⽯」）

公益財団法⼈ 
岐⾩県教育⽂

化財団
2018/11/23 2019/1/27 岐⾩県 関市

今⽇では内陸に位置する岐⾩も約2,000万年前には海に⾯し，陸棲の哺乳類と海棲
の哺乳類が繁栄した「⼤哺乳類時代」にあった。瑞浪・可児・岩村盆地には、この
時代の地層である瑞浪層群が広く分布し、数多くの化⽯標本が発⾒されている。本
企画展では、世界的にも貴重な絶滅哺乳類であるカリコテリウムやヒラマキウマ、
瑞浪産のクジラ類化⽯等の哺乳類化⽯をテーマにした展⽰紹介を⾏うとともに、
2,000万年に亘る「岐⾩の成り⽴ち」を古⽣物学的・地質学的観点から迫る。これ
らの資料は伝承すべきレガシーであるので、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。なお、開催にあたっては、触れることができる展⽰
資料を準備する計画を進めている。

メディアコスモス新春美術館２０１９〜⾊即是芸
〜

メディアコス
モス新春美術
館実⾏委員会

2019/2/9 2019/2/24 岐⾩県 岐⾩市

みんなの森ぎふメディアコスモスでみんなのギャラリーを活⽤した企画展を開催す
る。
⼦どもから⾼齢者まで、みんなの森ぎふメディアコスモスを訪れた市⺠が、気軽に
芸術鑑賞できる機会を提供し、感動を与え、⽂化芸術への関⼼度を⾼める。
また、⽂化の拠点にふさわしい施設として、岐⾩出⾝、またはゆかりの芸術家の作
品を紹介し、岐⾩市の⽂化を全国に発信していく。

明治１５０年企画 清流の国ぎふ列伝  原三溪
を語る 〜⾹り⾼き⾳⾊とともに〜

岐⾩県 2018/10/6 2018/10/6 岐⾩県 岐⾩市

県有⽂化施設ぎふ清流⽂化プラザにおいて、現在の岐⾩市に⽣まれ,実業家として成
功しながらも、ひたすら国益と地域のために⽣きたその澄明で清冽な⽣涯。原三溪
（⻘⽊富太郎）⽣誕１５０年を記念し、今こそ⾒直される彼の無私の⽣き⽅‥そし
て彼の故郷岐⾩への想いについて、原三溪を⼤叔⽗に持つ講師を招き、トークと映
像・⾳楽とともに巡ります。
なお、ホールには⾞椅⼦席をご⽤意しておりますので、ご⾼齢の⽅、障がいがある
⽅でもご鑑賞いただくことができます。

⽂化プログラムフェスティバル事業 びわ湖☆
アートフェスティバル2018

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/12/22 2018/12/22 滋賀県 ⼤津市

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、これからの滋賀の⽂化を担う若⼿芸
術家のレベルアップを図り、滋賀の特⾊ある⽂化を発信する事業として、「⽂化プ
ログラムフェスティバル事業びわ湖☆アートフェスティバル２０１８」を開催しま
す。県内で活動するジュニアオーケストラ３団体の合同演奏や、若⼿作家が作品を
持ち寄るアートフリーマーケット等の開催により、若い芸術家やその卵となる⻘少
年が交流を通じてその技術を⾼め、また、その活動を広く県⺠に紹介する機会とし
ます。会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞場スペース、英語表記に
よる案内がある。

光と照明による能舞台の陰翳「安達原」
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/2/2 2019/2/2 滋賀県 ⼤津市

本格的な能舞台を有する県内の専⽤ホールと協働で、古典芸能の普及を⽬的に当該
事業を実施する。また、関⻄で古典芸能の普及と伝承に努める「⼭本能楽堂」と現
代アートの第⼀⼈者である藤本隆⾏⽒とがコラボレーションした古典作品を上演
し、若者を始めとする無関⼼層に向けた発信と顧客開拓に努める。
⼀般的に能公演は物語全体において多くの場⾯が省略されて演じられているため、
⽂脈がわかる⼈にしか楽しめない構造となっているため、初⼼者でも楽しめる様、
上演前に能の魅⼒や演⽬のあらすじを分かりやすく解説する。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。

第15回滋賀県施設・学校合同企画展
社会福祉法⼈

グロー
2018/12/1 2019/2/24 滋賀県

近江⼋幡
市

ボーダレス・アートミュージアムNO－MAは、2004年の開館以来、滋賀県施設合
同企画展を開催してきました。2016年からは県内の特別⽀援学校や地域のアトリ
エからも参加があり、第14回からは「滋賀県施設・学校合同企画展」として開催し
ています。
本展は、障害のある⼈に⽇々寄りそう⽀援者ならではの⽬線で、作者個⼈、作品⼀
つひとつの魅⼒を引き出す展⽰を試み、県内をはじめ全国にその情報を発信するこ
とや、施設職員の情報交換の場とすることを⽬的としています。

伝統芸能を楽しむひとときⅠ〜落語、能（⼀調）
三味線

滋賀芸術⽂化
会

2019/6/30 2019/6/30 滋賀県 ⼤津市

難しく考えがちな伝統芸能ですが、⼀度⾜を運んでみると案外⾯⽩いものだったり
します。その初めの⼀歩が踏み出せるようなひとときをもってもらえたら…。その
思いを基に公演・ワークショップを⾏っていきます。不定期開催。⼤津市伝統⼯芸
会館はスロープもあり、⾞いす席もご⽤意しています。応相談で送迎サービスも⾏
います。



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30年度 ⽂化庁「劇場・⾳楽堂等機能強化
推進事業」芝居⼩屋「⻑栄座」公演
①「⾄芸」〜相伝の美学〜
②「湖国にて〜歌と和楽器の出会いの刻〜」

滋賀県⽂化産
業交流会館

2019/1/19 2019/1/20 滋賀県 ⽶原市

明治時代に⻑浜市に建てられた芝居⼩屋「⻑栄座」を特設舞台として再現し、平成
23年から7年間、古典芸能に親しむ環境づくりに努めてきました。今年度は１⽇⽬
に、平成最後の年の新春に寿ぐにふさわしい関⻄屈指の流儀の宗家および家元を招
聘し、「⾄芸」を親⼦で披露します。また、2⽇⽬には、創作邦楽作品から古典の
本格的作品、滋賀県内の伝統産業の製品を展⽰販売する「近江のあたらしい伝統産
業展」を開催します。障害者の⽅々にも安⼼して鑑賞していただけるとようにス
ロープの設営や⾞イス席も確保しています。

しがスポーツフェスティバル

ホストタウン
滋賀交流推進
実⾏委員会
（滋賀県ス
ポーツ局）

2018/11/10 2018/11/11 滋賀県 草津市

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機としたイベントを開催
することで、県内のホストタウン登録を⾏っている市が、それぞれの観光・⽂化を
紹介したり、オリンピック・パラリンピックの事前合宿の検討を⾏っているスポー
ツの体験ブースを設置することで、県内の観光・⽂化の魅⼒発信を⾏うとともに、
ホストタウンの相⼿国との交流の取組を多くの⼈に知っていただき、今後の国際交
流の振興を図る。また、障害者スポーツの体験ブースを設置し、障害者スポーツの
競技団体に運営していただくことで、障害のあるなしに関わらず、⼀緒にスポーツ
に取り組むことのできる環境づくりを推進する。

セイアンアーツアテンション11 playing BODY 
player

成安造形⼤学 
キャンパスが

美術館
2018/10/26 2018/11/17 滋賀県 ⼤津市

「セイアンアーツアテンション」は成安造形⼤学【キャンパスが美術館】が開催す
る、春や秋に開催する⽐較的⼤きな展覧会のことである。現在の進歩した技術が仮
想現実を作り出している。ARやVR技術が新たな芸術域を創造し始めている。この
ような時代のなか、⽣⾝の⾝体には、どのような可能性が秘められているのかを問
いかけたい。本展覧会は直接⾝体を使いながら、さまざまな⼿法で活動する作家に
スポットを当てた展覧会を開催する。⾝体そのものが描画道具となったり、オブ
ジェクトになったり、運動となったり、役者となる。展覧会では、パフォーマンス
のステージ発表を県⺠の皆さんに⾒ていただき、⾝体表現の楽しさ、美しさを再認
識していただく。同時に、美術館のイメージと劇場のイメージを融合した、新しい
カタチを滋賀から全国に発信していく。会場設備では、段差にスロープなどを設置
し、その他箇所で補助が必要な場合は職員が対応するなど、より多くの来場者にお
越しいただけるようバリアフリーに努めています。

訪⽇外国⼈等に向けた滋賀の⽂化の魅⼒発信事業
滋賀県、滋賀
⽂化プログラ
ム推進会議

2018/7/31 2019/3/31 滋賀県 ⼤津市

本県では、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会を契機に、来⽇さ
れる多くの外国⼈等を対象に滋賀の多彩な⽂化の魅⼒を発信するため、県内の様々
な機関・団体の皆さまと連携して、英語版のタブロイド紙を発⾏し、⽇本橋「ここ
滋賀」をはじめ、県内・京阪神の宿泊施設等で配布をする取組をはじめます。

Para-Landscape ”⾵景”をめぐる想像⼒の現在
三重県⽴美術

館
2019/1/4 2019/3/24 三重県 津市

これまでの⾵景画は、印象派によって描かれ、隆盛を極めた。近年、アーティスト
が再び⾵景に着⽬し、かつてとは異なる⽅法で描き出そうとしている。⾵景と⾔っ
ても、神話や夢、⾒⽴てなど、さまざまな想像⼒の働きが⾒いだせる。
本展覧会では、⽇本、特に三重を含む東海地域の作家を中⼼に、絵画、⽴体、映
像、インスタレーションなどで紹介する。

静岡県中学校総合⽂化祭
静岡県中学校

⽂化連盟
2018/11/9 2018/11/11 静岡県 磐⽥市

本連盟は、「静岡県内の中学校における⽇常の⽂化活動（⾳楽、美術、伝統芸能、
書写等）を発表し合うことにより、静岡県全体の中学⽣の⽂化振興と⽂化レベルの
向上に資する」ことを⽬標に、「静岡県中学校総合⽂化祭」を毎年開催している。
東部・中部・⻄部の各地区がローテーションで実⾏委員会を組織し、それぞれの地
区の中学⽣を中⼼に「オール静岡」の⽂化祭を⽬指して取り組んでいる。平成30年
度は、磐⽥市で実施する。展⽰部⾨では、美術や書写作品が、ステージ部⾨では、
合唱、吹奏楽などの⾳楽や演劇・ダンスなど、和太⿎、箏曲などの伝統芸能も中学
⽣の⼒強い演奏が披露される予定。また、特別⽀援学校・学級の参加も定着してき
ており、すべての中学⽣の⽂化芸術活動発表の場として、⼀層充実するよう企図し
ている。参加者はもちろんすべての来場者に⾨⼾を開いており、今回の会場である
⽂化会館には⾞椅⼦⽤のスペースやスロープ、⾝障者⽤のトイレを設置している。

SPAC秋→春のシーズン ♯2『⻭⾞』
公益財団法⼈
静岡県舞台芸
術センター

2018/11/22 2018/12/15 静岡県
静岡市駿

河区

芥川⿓之介の最晩年の⼩説を舞台化。ある男が知⼈の結婚披露宴への出席のために
上京し、ホテルに滞在しながら執筆を⾏う数⽇を描く。破滅や死への不安に襲われ
ながら、執筆する男の姿は、⾃死直前の芥川の姿と重なる。劇団「東京デスロッ
ク」主宰、埼⽟県の富⼠⾒市⺠⽂化会館キラリ☆ふじみ芸術監督を務める多⽥淳之
介、初のSPAC演出作。静岡県「ふじのくに⽂化振興基本計画」の基本⽬標である
「ふじのくに芸術回廊」の実現に向け、静岡県の⽂化振興を推進し、静岡の魅⼒を
世界に発信する取組を⾏っている。劇場内には多⽬的トイレやエレベーター、⾞椅
⼦等を備えている。⼀般公演時には英語字幕表⽰を導⼊。

SPAC秋→春のシーズン ♯3『顕ら〜⼥神イエイ
エの涙〜』

公益財団法⼈
静岡県舞台芸
術センター

2019/1/14 2019/2/6 静岡県
静岡市駿

河区

SPAC芸術SPAC総監督宮城聰の最新作となる本作は、現代作家の作品のみを上演す
るパリのコリーヌ国⽴劇場の創作委嘱によりフランスと⽇本にて発表される。扱う
戯曲はアフリカ系フランス⼈の⼥性作家レオノーラ・ミアノが2015年に発表した
問題作。アフリカ社会の分断を⽣んだ奴隷貿易の実態に深く切り込む戯曲を、宮城
が東洋⼈の視点から魂の救済への物語へと紡ぎ直す。静岡県「ふじのくに⽂化振興
基本計画」の基本⽬標である「ふじのくに芸術回廊」の実現に向け、静岡県の⽂化
振興を推進し、静岡の魅⼒を世界に発信する取組を⾏っている。劇場内には多⽬的
トイレやエレベーター、⾞椅⼦席を備えている。⼀般公演時には英語字幕表⽰を導
⼊。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
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SPAC秋→春のシーズン ♯4『妖怪と私』(仮題)
公益財団法⼈
静岡県舞台芸
術センター

2019/2/15 2019/3/12 静岡県
静岡市駿

河区

「ふじのくに⇆」せかい演劇祭2018で３度⽬のSPAC登場となったジャン・ラン
ベール＝ヴィルド。コミカルかつ詩的に彩られた舞台で幅広い世代を魅了するフラ
ンス⼈演出家をいよいよシーズンプログラムに迎える。主⼈公は死後、おかしな妖
怪たちの世界へと迷い込む。⼈⽣を振り返り、試練を乗り越えた先に待つものとは
―。妖怪たちも踊り出す、奇妙で愉快な⾳楽劇！静岡県「ふじのくに⽂化振興基本
計画」の基本⽬標である「ふじのくに芸術回廊」の実現に向け、静岡県の⽂化振興
を推進し、静岡の魅⼒を世界に発信する取組を⾏っている。劇場内には多⽬的トイ
レやエレベーター、⾞椅⼦席を備えている。⼀般公演時には英語字幕表⽰を導⼊。

SPACこども⼤会2019(第20回)
公益財団法⼈
静岡県舞台芸
術センター

2019/3/17 2019/3/17 静岡県
静岡市駿

河区

⽣き⽣きとした個性を持った⼦どもたちをはぐくみ、応援することを⽬的として、
2001年からスタート。これまでの19回の⼤会には、668組1405名の⼩学⽣が参加
し、歌やダンス、演奏、落語など得意の芸を披露した。この「こども⼤会」から始
まり、スパカンファンプロジェクトやシアタースクールなど⼈材育成事業を経て、
SPACの舞台に出演するまでになった俳優も⼊り。静岡県「ふじのくに⽂化振興基
本計画」の基本⽬標である「ふじのくに芸術回廊」の実現に向け、静岡県の⽂化振
興を推進し、静岡の魅⼒を世界に発信する取組を⾏っている。劇場内には多⽬的ト
イレやエレベーター、⾞椅⼦席を備えている。⼀般公演時には英語字幕表⽰を導
⼊。

能楽ワークショップ

神奈川県、⼩
⽥原市、

公益財団法⼈
鎌倉能舞台

2019/2/16 2019/3/2 神奈川県

2/16：⼩
⽥原市

3/2：横浜
市

平成13年にユネスコの第1回「⼈類の⼝承及び無形遺産の傑作の宣⾔」の中で無形
世界遺産と認定された⽇本の伝統芸能「能・狂⾔」について、⽇ごろ鑑賞機会の少
ない県内の⼩・中学⽣を対象にした体験ワークショップを実施することにより、次
代を担う⻘少年に⽇本を代表する貴重な伝統⽂化に対する理解の促進を⽬的とす
る。

ARTしゃべる展覧会 同じ窓から－違う景⾊の向
こう側

⼤和市 2018/12/18 2018/12/24 神奈川県 ⼤和市

グループでおしゃべりを楽しみながら、アート作品をじっくり鑑賞する。⼤和市⽴
⼩学校で実施されている「対話による美術鑑賞」の授業サポートをする＜やまと
アートシャベル＞が展覧会を実施する。この展覧会は、⼥⼦美術⼤学美術学科洋画
専攻とのコラボレーションとして企画される。社会で活躍する卒業⽣から招待作家
として迎える斎藤ちさと、斎藤杏奈の⼆⼈と、選抜された現役学⽣の作品によるも
の。会期中には随時、来場者との対話型鑑賞会を実施する。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 グランドス
テージ

⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/8 2018/11/8 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。グランドステージ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を図ることができる。

第３9回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 パレード
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/8 2018/11/8 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。パレード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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 演劇部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/22 2018/11/24 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。演劇を発表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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 合唱部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/4 2018/11/4 ⼭梨県 甲州市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。合唱を発表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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 吹奏楽部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/3 2018/11/3 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。吹奏楽を発表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を図ることができる。

第３9回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 器楽管弦楽
部⾨

⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/10/27 2018/10/27 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。器楽管弦楽を発表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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 ⽇本⾳楽部
⾨

⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/6 2018/11/6 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。⽇本⾳楽を発表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を図ることができる。



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回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 郷⼟芸能部
⾨

⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/4 2018/11/4 ⼭梨県 甲斐市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。郷⼟芸能を発表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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 美術・⼯芸
部⾨

⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/14 2018/11/20 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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・⼯芸作品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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 書道部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/14 2018/11/20 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。書道作品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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 写真部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/14 2018/11/20 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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を図ることができる。

第３9回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 放送部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/4 2018/11/4 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。放送を発表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を図ることができる。

第３9回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 囲碁部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/10 2018/11/11 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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を図ることができる。

第３9回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 将棋部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/4 2018/11/4 ⼭梨県 ⼭梨市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 茶道部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/10/26 2018/10/26 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。茶道を発表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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 家庭部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/16 2018/11/16 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。家庭の研究発表を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を図ることができる。

第３9回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 ＪＲＣ部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/10/30 2018/10/30 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。ＪＲＣの研究発表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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 商業部⾨
⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/10/16 2018/10/16 ⼭梨県 甲府市

県内⾼校⽣の⽂化芸術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。商業系の⾼校で発表をおこなう英語スピーチコンテ
ストの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を図ることがで
きる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 社会科学部
⾨

⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/10/30 2018/10/30 ⼭梨県 ⼭梨市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。社会科学を発表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を図ることができる。

第３９回⼭梨県⾼等学校芸術⽂化祭 ⾃然科学部
⾨

⼭梨県⾼等学
校⽂化連盟

2018/11/4 2018/11/4 ⼭梨県 甲府市
県内⾼校⽣の⽂化芸術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。⾃然科学を発表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を図ることができる。
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場所

（県）
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（市区町村）
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⼭梨学講座 “甲斐⽗”武⽥信⻁の時代 ⼭梨県 2018/11/20 2018/12/18 ⼭梨県 甲府市

武⽥信⻁は、有⼒⼟豪層が割拠して乱国となっていた甲斐を統⼀し、甲府の城下町
を開創するなど画期的な政策を推し進め、戦国⼤名・武⽥⽒の基盤を築いた⼈物で
す。
今回、開府500年を迎えるにあたり、武⽥信⻁にスポットをあて改めて学ぶ機会と
します。
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。

烏⼭城築城600年記念イベント
烏⼭城築城600
年記念事業実

⾏委員会
2018/10/14 2018/10/14 栃⽊県

那須烏⼭
市

烏⼭城は、応永25（1418）年、那須⽒⼀族の沢村五郎資重により築城されたと⾔
われ、平成30（2018）年に築城から600年を迎える。この「築城600年」という
歴史的な年を絶好の機会として捉え、城郭愛好家で落語家の春⾵亭昇太師匠による
講演会や市学芸員による歴史解説、郷⼟芸能団体による公演等記念イベントを開催
する。
なお、当⽇は、障害者⽤駐⾞スペースを設置するほか、会場内に⾞イス及びスロー
プを設置する。

平成30年度茨城県芸術祭全県川柳⼤会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/21 2018/10/21 茨城県 ⼟浦市 県内における川柳⽂芸の普及向上を図るとともに，相互の研鑽のため，全県川柳⼤

会を実施する。なお，本⼤会の表彰式はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭全県短歌⼤会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/21 2018/10/21 茨城県 ⽔⼾市

作歌及び研究活動を促進し，会員相互の親睦を図り，県内⽂化の向上に寄与するた
め，有名歌⼈を選者に迎え，200名近い参加を得て全県短歌⼤会を実施する。な
お，本⼤会はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭演劇祭
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/21 2018/10/21 茨城県 ⼩美⽟市

世代を超えた交流や，地域とともに作る演劇を通して，総合芸術としての演劇を広
く普及するため，演⽬「パコと不思議な絵本」－ガマ王⼦VSザリガニ魔⼈－をプレ
上演する。なお，本公演はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭演劇祭
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/18 2018/11/18 茨城県 ⼟浦市

世代を超えた交流や，地域とともに作る演劇を通して，総合芸術としての演劇を広
く普及するため，演⽬「パコと不思議な絵本」－ガマ王⼦VSザリガニ魔⼈－を上演
する。なお，本公演はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭オーケストラⅤ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/28 2018/10/28 茨城県

ひたちな
か市

茨城における室内楽の発展に寄与すると同時に，演奏と鑑賞の機会を提供して，そ
の普及向上を⽬指し，県内の優れた⽂化の拡散を⽬的に演奏会を実施する。なお，
本演奏会はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭いばらきビッグバンド
ジャズフェスティバル2018

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/28 2018/10/28 茨城県 ⼩美⽟市

県内のジャズ⾳楽の分野で活動している団体を⼀堂に会し，演奏会を⾏い，各団体
間の交流を深め，ジャズ⾳楽の普及を図ることを⽬的に実施する。なお，本演奏会
はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭県⺠コンサートⅠ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/28 2018/10/28 茨城県 つくば市

茨城県の⾳楽⽂化の⼀層の振興を図るため，県⺠の優れた⾳楽活動の成果を発表
し，広く鑑賞する機会を提供することにより，更なる⼼豊かで潤いある⽣活の実現
を⽬指すことを⽬的に実施する。なお，本コンサートはバリアフリー対応の会場で
開催する。

平成30年度茨城県芸術祭三曲演奏会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/3 2018/11/3 茨城県 ⽔⼾市

広く県⺠に邦楽鑑賞の機会を提供することにより，⽇本古来の器楽による演奏と楽
曲の理解と関⼼を深め，よって本県における邦楽の普及と芸術⽂化の振興に寄与す
ることとを⽬的に実施する。なお，本演奏会はバリアフリー対応の会場で開催す
る。

平成30年度茨城県芸術祭映像コンクール作品発
表会

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/4 2018/11/4 茨城県 ⽔⼾市

テーマは⾃由で，個⼈，共同いずれでもよく，未発表の作品を募集し，映像茨城協
会が選任した審査員によって審査を⾏い，⼊賞を決定する。なお，本コンクールの
作品発表会はバリアフリー対応の会場で開催する。

オペラをより楽しむ会
公益財団法⼈
いばらき⽂化

振興財団
2018/10/17 2018/10/17 茨城県 ⽔⼾市

茨城県⽴県⺠⽂化センター⼤ホールにて開催されるブルガリア国⽴歌劇場歌劇「カ
ルメン」公演に合わせて、事前に公演の⾒どころや聴きどころなどオペラをより楽
しむための講座を実施します。
なお，本講座はバリアフリー対応の会場で実施します。
講師：⾅井英男先⽣（茨城⼤学名誉教授）
時間：16：30〜17：30
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第7回 現代⽔墨酒湖の会合同展
現代⽔墨酒湖

の会
2019/4/7 2019/4/13 茨城県

那珂郡東
海村

中国に起源を持つ⽔墨画は⽇本の独特の⾵⼟の中で「⽇本の⽔墨画」として確⽴さ
れました。酒湖の会では⻑い伝統を持つ⽔墨画を現代的に解釈し表現しようと学ん
でいます。墨・画仙紙・⽔という⽔墨画の⽤具⽤材は1000年以上も変わりありま
せん。しかし表現するものは現代社会に⽣きる私たちそのものを表して⾏きたいと
考えています。茨城県内の教室に学ぶ⽼若男⼥の⽣徒さんたちの中には障害者も含
まれます。が、創作という⼤きなリハビリ効果を得ながら学んでいます。そんな皆
さんが合同で発表する年に⼀回の展覧会です。なお、本展覧会は、バリアフリー対
応の会場で実施します。

平成30年度茨城県芸術祭全県俳句⼤会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/5 2018/11/5 茨城県 ⽔⼾市

現代俳句協会顧問の安⻄篤先⽣を講師に迎え，演題「⾦⼦兜太という存在」で講演
を⾏う。また，応募の部で最も優れた作品に茨城県芸術祭会⻑賞を授与する。な
お，本⼤会はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭洋舞フェスティバル
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/11 2018/11/11 茨城県 ⽔⼾市

県内にスタジオを主宰する団体及び関係者によるクラシックバレエ，モダンダン
ス，ジャズダンスを発表します。なお，本フェスティバルはバリアフリー対応の会
場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭美術展覧会（第１期
展）

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/22 2018/12/3 茨城県 ⽔⼾市

第１期では，⼀般公募の作品から全国的に活躍する作家まで，数多くの質の⾼い作
品（書と写真）が展⽰される。なお，本展⽰はバリアフリー対応の会場で開催す
る。

平成30年度茨城県芸術祭美術展覧会（第２期
展）

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/12/1 2018/12/16 茨城県 ⽔⼾市

第2期では，⼀般公募の作品から全国的に活躍する作家まで，数多くの質の⾼い作
品（⽇本画，洋画，彫刻，⼯芸美術，デザイン）が展⽰される。なお，本展⽰はバ
リアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭吹奏楽コンサート
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/25 2018/11/25 茨城県 ⿅嶋市

県内の⼤学・職場・⼀般団体吹奏楽団により，テーマを「百川学海」とし，参加者
をいくつかのチームに分け，⾳楽表現する。また，最後に⼤合同演奏を実施する。
なお，本コンサートはバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭吟詠剣詩舞道⼤会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/25 2018/11/25 茨城県 東海村

県内の各会，各流吟詠剣詩舞道家が⼀堂に会し，①古吟コンクール，②剣詩舞，③
企画構成吟舞第１部若⼈達の吟舞「未来への翔」第２部幕末勤皇の⼥傑・⽇本初の
⼥性教師「⿊澤⽌幾物語」を実施する。なお，本⼤会はバリアフリー対応の会場で
開催する。

平成30年度茨城県芸術祭オーケストラⅠ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/11/25 2018/11/25 茨城県 ⽔⼾市

県⺠の⾳楽⽂化向上を⽬指し，⼤規模な管弦楽演奏および鑑賞の機会を提供して，
相互の⽔準を⾼めることを⽬的に，茨城交響楽団の演奏会を実施する。なお，本コ
ンサートはバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭オーケストラⅡ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/12/2 2018/12/2 茨城県 ⼟浦市

県南地区の⾳楽⽂化の向上を⽬指し，⾳楽の演奏と鑑賞の機会を提供して，相互の
⽔準を⾼め，また県内のすぐれた⽂化の普及を⽬的とし，⼟浦交響楽団演奏会を実
施する。なお，本演奏会はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭オーケストラⅢ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/12/2 2018/12/2 茨城県 ⽇⽴市

県北地区の⾳楽⽂化の向上を⽬指し，⾳楽の演奏と鑑賞の機会を提供して，相互の
⽔準を⾼め，また県内のすぐれた⽂化の拡散を⽬的とし，⽇⽴交響楽団演奏会を実
施する。なお，本演奏会はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭県⺠コンサートⅡ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/12/2 2018/12/2 茨城県 ⽔⼾市

⽇本歌曲の独唱・重唱・合唱の演奏会を開催し，広く県⺠に⽇本歌曲鑑賞の機会を
提供することにより，⽇本の芸術歌曲の理解・関⼼を深め，本県の芸術⽂化の進展
に寄与することを⽬的に実施する。なお，本コンサートはバリアフリー対応の会場
で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭オペラ公演
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2019/1/20 2019/1/20 茨城県 ⼩美⽟市

全国的に活躍中のソリスト・ダンサー等をゲストに迎え，オペラハイライト，アリ
ア，⽇本歌曲，カンツォーネ，ミュージカル，合唱など，様々なジャンルの名曲
を，ステージいっぱいに繰り広げて芸術祭を華やかに締めくくる。なお，本公演は
バリアフリー対応の会場で開催する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

スポーツまちづくりトーク
スポーツコ

ミッションせ
んだい

2018/9/22 2018/9/22 宮城県
仙台市⻘

葉区

2年後に開催される東京2020オリンピック・パラリンピック。スポーツコミッショ
ンせんだいでは、市⺠スポーツボランティアSV2004、仙台みやぎ2020と協⼒し、
パラスポーツに深く携わっている⽅々をお招きし、『パラスポーツの楽しさを知ろ
う』をテーマにトークイベントを開催いたします。
基調講演には、パラリンピアンで、アテネ・北京・ロンドンの3⼤会に⾞椅⼦ライ
フル射撃競技で出場された、⽥⼝亜希⽒をお招きいたします。
また、パネルディスカッションでは⽥⼝亜希⽒に加えて、庄⼦健⽒（ウィルチェ
アーラグビー：TOHOKUSTORMERS所属、ロンドンパラリンピック出場4位・リオ
デジャネイロパラリンピック銅メダル）、佐々⽊智昭⽒（ブラインドサッカー：コ
ルジャ仙台所属）にご登壇いただきます。

1964年 聖⽕リレーパネル展 ⽯巻展 宮城県 2018/9/13 2018/9/21 宮城県 ⽯巻市

１９６４年の東京オリンピックでも，⼤会に先駆けて聖⽕リレーが開催されまし
た。⽇本全国を駆け抜けた聖⽕は，ここ宮城県でも多くの⼈々の⼿によって受け渡
され，東京へと向かいました。トーチを掲げて⾛る若者達や，各地で熱狂的な歓迎
を受けた様⼦などを当時の新聞記事より振り返ります。
なお，会場はバリアフリー対応施設です。

1964年 聖⽕リレーパネル展 気仙沼展 宮城県 2018/9/25 2018/10/5 宮城県 気仙沼市

１９６５年の東京オリンピックでも，⼤会に先駆けて聖⽕リレーが開催されまし
た。⽇本全国を駆け抜けた聖⽕は，ここ宮城県でも多くの⼈々の⼿によって受け渡
され，東京へと向かいました。トーチを掲げて⾛る若者達や，各地で熱狂的な歓迎
を受けた様⼦などを当時の新聞記事より振り返ります。
なお，会場はバリアフリー対応施設です。

未来につなぐ「HAC若者の翼」プロジェクト 北
海道ダンスパフォーマンス芸術祭2019

北海道ダンス
パフォーマン
ス芸術祭2019
企画運営実⾏

委員会

2019/3/24 2019/3/24 北海道 札幌市

若者のみなぎる意欲を尊重し、かつ、その可能性を後押しして未来を担う若者を育
てていくとともに、ダンスパーフォ―マンスを北海道の芸術⽂化として育てていく
ために、産学の関係者が協⼒、連携して開催するものです。北海道という独⾃の空
間で学び、育つ若者が⾃由な発想で創り出すダンスパフォーマンスを北海道独⾃の
芸術⽂化として何年にもわたって⼤事に育て上げ、それを北海道から世界へ直接発
信し、全国や世界に通⽤するインフルエンサーを輩出していきたいと考えていま
す。開催に当たっては、多様性に配慮し、⾞椅⼦⽤スペースの確保など障がい者に
とってバリアを取り除く取組を⾏います。

⺠族共⽣象徴空間開設ＰＲキャラバン（新ひだか
町）

北海道 2018/9/22 2018/9/23 北海道
⽇⾼郡新
ひだか町

⽩⽼町に開設される「⺠族共⽣象徴空間」の2020年４⽉24⽇の⼀般公開に向け、
開設機運の醸成を図るとともに象徴空間への誘客促進に繋げるため、⺠族共⽣象徴
空間の開設ＰＲやアイヌ⽂化の発信イベントを実施する。
会場では、⾞いすなど障がいのある⽅が来場されても参加できるよう、スタッフを
配置するなどの体制を整えている。

⾷王国・北海道レセプション2018

2020年東京オ
リンピック・
パラリンピッ
ク道産農林⽔
産物供給北海

道協議会

2018/10/15 2018/10/15 東京都 渋⾕区

⾸都圏を訪れる多くの⽅に、⾃然豊かな⼤地と海で育まれた北海道産⾷材の魅⼒を
知ってもらうため、⾸都圏のホテルやレストラン関係者などを対象に、道産⾷材を
使⽤した料理の提供などをメインとしたイベントを開催。
会場となるホテルは、バリアフリー化されており、障害のある⽅も気兼ねなく参加
できる。

⺠族共⽣象徴空間開設ＰＲキャラバン（帯広市） 北海道 2018/10/25 2018/10/30 北海道 帯広市

⽩⽼町に開設される「⺠族共⽣象徴空間」の2020年４⽉24⽇の⼀般公開に向け、
開設機運の醸成を図るとともに象徴空間への誘客促進に繋げるため、⺠族共⽣象徴
空間の開設ＰＲやアイヌ⽂化の発信イベントを実施する。
会場では、⾞いすなど障がいのある⽅が来場されても参加できるよう、スタッフを
配置するなどの体制を整えている。

⺠族共⽣象徴空間開設ＰＲキャラバン（沖縄） 北海道 2018/11/3 2018/11/4 沖縄県 宜野湾市

⽩⽼町に開設される「⺠族共⽣象徴空間」の2020年４⽉24⽇の⼀般公開に向け、
開設機運の醸成を図るとともに象徴空間への誘客促進に繋げるため、⺠族共⽣象徴
空間の開設ＰＲやアイヌ⽂化の発信イベントを実施する。
会場では、⾞いすなど障がいのある⽅が来場されても参加できるよう、スタッフを
配置するなどの体制を整えている。

札幌能楽会創⽴60周年記念能 札幌能楽会 2019/7/21 2019/7/21 北海道 札幌市

札幌能楽会は1960年（昭和35年）に、能楽のシテ⽅三流、狂⾔⽅⼀流、囃⼦⽅四
流をたしなむ24単会を網羅して発⾜し、来る2020年に節⽬の創⽴60周年を迎えま
す。これを記念し、当会の設⽴⽬的の⼀つである能楽の普及推進の趣旨にのっと
り、⽇頃ご指導いただく能楽師の諸先⽣による演能会を企画いたしました。能楽の
普及活動について当会会員が関わりました団体には、札幌インターナショナル校の
⽣徒や国際教育⾳楽祭であるPMFのアカデミー⽣も含まれております。この演能会
においても、札幌市の国際化の⼀助となることを⽬指して、取り組ませていただき
ます。
会場では、⾞いすなど障がいのある⽅が来場されても参加できるよう、スタッフを
配置するなどの体制を整えています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇本のアニメーション美術の創造者「⼭本⼆三
展」 〜天空の城ラピュタ、⽕垂るの墓、ものの
け姫、時をかける少⼥〜

北海道放送株
式会社

2018/12/1 2019/2/11 北海道 札幌市

「天空の城ラピュタ」（1986年）や「⽕垂るの墓」（1988年）、「もののけ姫」
（1997年）など、海外でも評価の⾼い数々の名作アニメーション映画で美術監督
を務め⾼い評価を得ている⼭本⼆三⽒の原画作品展です。会期中には「さっぽろ雪
まつり」も開催されるなど、まさに冬の観光シーズンに、インバウンド観光客にも
⼈気のあるサッポロファクトリーにて、展覧会を⾏います。
会場となるサッポロファクトリーには、全館にエレベーターを配置しているだけで
はなく、貸出⽤の⾞いすやオストメイト⽤トイレを備えており、会場内も⾞いすで
移動できるなど、バリアフリーなイベントを実現します。

SAKUYA LUMINA
SAKUYA 

LUMINA製作委
員会

2018/12/15 2018/12/15 ⼤阪府
⼤阪市中

央区

「SAKUYALUMINA」は、⼤阪城公園が舞台の９つの章からなる物語を、来場者の
みずからの⾜で辿っていくナイトウォークです。幻想的な光と⾳、そして映像やイ
ンタラクティブな仕掛けなど、多様なメディアを使いながら、この⼟地ならではの
ユニークな体験を⽣み出します。さらに、予想もしなかったような⾯⽩い⽅法で未
来と現在が交差するという演出により、来場者を物語の世界観に引き込みます。な
お、友情、冒険、喜びがテーマのストーリーは、世界中の⼈々の⼼を繋ぐ「笑顔」
からインスパイアされています。
「SAKUYALUMINA」は、カナダ・モントリオールに本拠地を構える世界最⾼峰の
デジタルアート集団MomentFactoryが開発し、世界中の⼈々を魅了している
「LUMINA」シリーズの最新作です。外国⼈対応として会場内ストーリーボード英
語対応、オフィシャルＨＰ・リーフレットは英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓
国語対応。
【会場】⼤阪城公園内特設会場※チケットセンターはJR「⼤阪城公園」駅すぐ
「JO-TERRACEOSAKA」内
【営業時間】18時〜22時※20時40分最終⼊場受付。※営業時間は季節により変動
します。

岡崎明治酒場

京都岡崎エリア
（平安神宮、京都
市動物園、京都伝
統産業ふれあい

館、京都モダンテ
ラス、京都市美術

館）

京都府 京都市 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査

Edo×Art ⽔辺にぎわいプロジェクト 
〜江⼾から未来へ！「すみだ川演芸芸術祭
2020」に向けて〜

東京都墨⽥
区・隅⽥川流

域
東京都 墨⽥区 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査

新宿御苑 DARK PARK WALKING(仮）
東京都・新宿

御苑
東京都 新宿区 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査

東京ハーヴェスト

東京都・⻁ノ
⾨ヒルズ、新
⻁通り（歩
道）⼀部

東京都 港区 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査

東京2020機運醸成と
ユニバーサルイベント実現に向けた調査・発信事
業
 - 万華鏡 DRUM TAOを切り⼝に -

東京都新宿区 東京都 新宿区 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査

三条市・さいたま市の広域連携による
「庭園・盆栽」の国際ブランド化プロジェクト

新潟県三条
市、埼⽟県さ

いたま市
新潟県 三条市 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査

東京オリンピック・パラリンピック
HANABI 2020の実現に向けた試⾏プロジェクト 
〜視聴覚障害者が体感できる花⽕の模索〜

秋⽥県⼤仙市
（雄物川右岸

河川敷）
秋⽥県 ⼤仙市 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査

先住⺠族アイヌ⽂化交流イベント 
『カムイモシリ・アイヌモシリ』

北海道釧路市 北海道 釧路市 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査

⾷のバリアフリープロジェクト 
（各地でのインバウンド向け⾷事のハラル、ベジ
タリアン対策⽀援プロジェクト）

全国６か所（モデル
地域の候補：宮城県
仙台市または登⽶

市、栃⽊県⼩⼭市、
東京都⼤⽥区、⻑野
県⼤町市、⻑崎県佐
世保市または⼤村

全国 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査

ＳＬＯＷ ＡＣＡＤＥＭＹ 
2020年オリパラ⼤会・⽂化プログラムにおける
障害者参加を⽀える⼈材育成プログラム

東京都内、横
浜市

東京都 内閣官房オリパラ事務局基本⽅針推進調査



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

成⽥市国際こども絵画交流展2018
成⽥市国際こ
ども絵画交流
展実⾏委員会

2018/11/17 2018/12/2 千葉県 成⽥市

広く世界各地の“こどもたち”と、成⽥市内の“こどもたち”から、多⾔語に対応した
要項やＨＰを活⽤して、絵画作品を募集・紹介することにより、２１世紀を担うこ
どもたちの夢と創造⼒を育み、絵画を通じてお互いの⽣活や⽂化について理解を深
め合うとともに、芸術⽂化の振興と発展を⽬的に開催しています。⼊賞した作品は
展⽰期間後に、市内からの応募作品を海外の⼩中学校に送付し紹介してもらうな
ど、海外の⼩中学⽣にも絵画から⽇本の⽂化を知ってもらう機会を設けています。

紫光会
合同会社ライ
ジング・パル

ス
2019/3/24 2019/3/24 東京都 千代⽥区

⽇本舞踊家尾上菊紫郎主宰の⽇本舞踊の会「紫光会」では⽇々芸を切磋琢磨してい
る花柳界の芸者衆を中⼼に、⽇本舞踊を通じて邦楽、舞踊、着物、しつらえ、礼儀
などの⽇本の伝統⽂化を継承していくことの⼤切さを感じていただけるよう発信し
ていまいります。また英語表記でのパンフレットを作成し外国の⽅々にも芸能をお
楽しみいただけるようにいたします。
主な出演者
・尾上流家元尾上菊之丞他、
・豊⽵呂勢⼤夫、常磐津⼀佐太夫、清元美寿太夫、清元美治郎、今藤政太郎（⼈間
国宝）藤舎呂船他
・新ばし尾上流芸者衆・京都先⽃町芸者衆
・⼀般参加⾨弟⼀⾨・⽇本舞踊を習っている⼦供達

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

2018/11/3 2018/11/3 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、バックヤード
ツアー、⽂様塼の拓本体験、⽂化交流展（平常展）の⾒学を通じ、⽂化財を介して
⽇本⽂化への理解を深めるとともに、当館の魅⼒を感じてもらうことを⽬指してい
る。⽂化交流展⽰室内のキャプションは、⽇本語のほか、英語、中国語、韓国語の
計４ヶ国語に対応しており、外国⼈来館者の理解促進を促す。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
い環境を整えている。

「BEYOND FES 丸の内」におけるバリアフ
リー⼈⼒⾞乗⾞体験と丸の内ミニ散策の実施

KNT-CTホール
ディングス株

式会社
2018/10/13 2018/10/13 東京都 千代⽥区

・⾞椅⼦から⼈⼒⾞にスムーズに乗り移ることができる乗降台「リキシャステー
ション」を使⽤、⾞椅⼦と明治から昭和初期に移動⼿段として利⽤されていた⼈⼒
⾞の乗⾞体験と⼈⼒⾞での周辺散策をお楽しみいただく。
・⾞椅⼦利⽤の⽅には⼈⼒⾞乗⾞への利便性を体験し、⼈⼒⾞からの⽬線で東京の
景⾊を楽しんでいただくため周辺を⾛⾏。
・健常者の⽅には⾞椅⼦体験と⼈⼒⾞乗⾞による普段との⽬線の違いを実感いただ
く。これをフックに弊社が推進しているユニバーサルツーリズムへの理解を深めて
いただくきっかけにしてもらうことが狙い。 
・また、⽇本⽂化を継承する乗り物として、訪⽇外国⼈の⽅にもアピールしたい。

和流茶会 Team和流 2019/3/3 2019/3/3 東京都 品川区

①⽇本の伝統である漆⼯芸。その若⼿作家・江藤雄造の⾦⿂をモチーフにした畳⼤
の作品をメインにしつらえた、劇場茶会主催の藤本ゆかり演出による創作茶会。⽬
に⾒えない流れに泳ぐ⾦⿂たちは、こころの流れそのものであり、その流れを感じ
る空間の中で国籍・⾔語・⼈種・年齢を超えた⼀期⼀会の場を設けるものである。
⾦⿂すくい、吊り雛など、⾦⿂と我々のコミュニケーションに想いを馳せるととも
に、漆の茶道具類、畳⼤の漆作品の上を実際に歩けるなど、漆に実際にふれて⽇常
的に楽しんでもらいたいという作家の想いを伝えるものである。②外国の⽅にはイ
ンカムにて、プロの通訳者による同時英訳対応（申し込みサイトの⽴ち上げと同時
に英⽂での案内記載、当⽇は英語表記の茶会記の⽤意あり）、また障害をお持ち
で、参加を希望してくださるかたには、都度対応をご相談させていただく（藤本は
学⽣時代に⼿話サークル、ボランティア同好会に所属）。

第43回 久御⼭町⺠⽂化祭

久御⼭町教育
委員会・久御
⼭町⺠⽂化祭
実⾏委員会

2018/11/3 2018/11/4 京都府
久世郡久
御⼭町

１．事業の主旨・⽬的
国⺠⽂化祭の成果を継承し、地域の⽂化活動の⼀層の促進を図る。
２．内容
○久御⼭中学校・⾼等学校吹奏楽部による演奏
○第43回久御⼭町⺠⽂化祭（「野の恵み」をテーマとして出店）
・久御⼭産野菜の販売、久御⼭産野菜を使ったレシピ紹介
・「野の恵み」カルタによるカルタ⼤会
３．障害者にとってのバリアを取り除く取組
・⾞椅⼦⽤の席と、補聴器を使⽤されている⽅⽤の磁気ループ席を⽤意

⽇中着物・茶道⽂化交流会
美純和⽂化学

処
2018/11/10 2018/11/10 海外 中国

海外において、着物・茶道を中⼼とした⽇本⽂化を紹介しております。今回は、中
国⻘島にて開催致します。中国語・⽇本語・英語（同時通訳）で着物と茶道の歴史
をお話し、着物を着て帯を結ぶ体験、また茶碗の扱い⽅や茶筅通し、抹茶・和菓⼦
の頂き⽅等を体験して頂きます。対象は、⻘島在住の⼀般の⽅、学⽣・教育機関の
⽅であり、⼩さなお⼦様からご⾼齢の⽅、⾞椅⼦ご利⽤の⽅にも安⼼してご参加頂
けるよう、バリアフリーの⼤学内施設にて⾏います。会場には医療従事者を配置
し、発作等の万⼀の対応にも備えております。

柳家⼩三治独演会

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2019/2/9 2019/2/9 ⼭形県 ⼭形市

重要無形⽂化財保持者（⼈間国宝）・柳家⼩三治による落語の公演を開催し、⽇本
の誇る芸能である落語の素晴らしさを国内外に発信する。
なお、会場となるシベールアリーナには、⾝体障害者専⽤駐⾞場、⾝体障害者専⽤
トイレ、⾞いす対応の座席などが完備されており、この事業は障害者にとってのバ
リアを取り除く取組でもある。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

保阪正康講演会

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2018/12/16 2018/12/16 ⼭形県 ⼭形市

⽇本を代表するノンフィクション作家・保阪正康⽒による講演会を開催する。講演
会では、保阪⽒の専⾨とする昭和近代史を中⼼に、平成最後の年末において昭和・
平成の流れを分析し、⽇本の近現代における⽂化を国内外に発信する。
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。

「北前ザンブリコ」わらび座公演

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2019/2/23 2019/2/23 ⼭形県 ⼭形市

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」の公演。平成２９年度に⽇本遺産にも認定され全国的にも注⽬を集めている
「北前船」を題材としたミュージカルの上演により、⽇本の歴史及び演劇⽂化の素
晴らしさを国内外に発信する。
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。

⽣きるよろこびフェスティバル

Aichi Artbrut 
Network 

Center（特定
⾮営利活動法
⼈楽笑） ⽣
きるよろこび
フェスティバ
ル実⾏委員会

2019/1/5 2019/1/5 愛知県
名古屋市
千種区

平成30年度愛知県より採択を受けた障害者芸術⽂化活動普及⽀援事業の⼀環とし
て、芸術関係者並びに福祉関係者を中⼼とした実⾏委員会が運営しています。今回
の舞台は、障害がある⽅の舞台芸術の普及を⽬的とし、多くの⽅に知っていただき
たい・⾒ていただきたい・感じていただきたいという思いで「⽣きるよろこびフェ
スティバル」を企画しました。健常者・障害のある⽅が、バンド演奏や合唱・ダン
ス・踊りなどで共に舞台を作り上げます。会場である「ちくさ座」は⼋⾓形の中央
舞台が特徴の施設です。今回の舞台ではこの⼋⾓形の舞台の段差をなくし、⾜の不
⾃由な⽅、⾞いすの⽅でも楽に舞台へ上がれるようにしました。また、これによ
り、演出側と観客が近くなり、より⼀体感を感じることができると考えています。
ちくさ座の全体の施設も段差がなく、⾞いすでの移動が楽にできる施設です。舞台
には⼀般参加枠もあり、とくに付近の⼩中学校に呼びかけ、歌の練習を⾏い、障害
のあるなしに関わらずともに舞台で発表する事を楽しんでもらう動きも⾏っていま
す。

産学官連携「ＲＯＳＥ Ｐｒｏｊｅｃｔ」推進事
業

村⼭市政策推
進課

2018/4/1 2019/3/31 ⼭形県 村⼭市

ROSEProjectは、ブルガリア新体操チームホストタウン登録を契機に⽇本とブルガ
リアの⽂化や双⽅が⼤事にする花であるバラを資源と捉え、産学官が連携して、こ
れらを活かした商品開発や健康・福祉⾯でのサービスの提供等、レガシーを形成し
地域経済活性化と交流⼈⼝の拡⼤を⽬指すプロジェクトです。これまで市内外30事
業者によるワークショップや報告会を開催し、事業者間の連携や情報交換を進めて
きました。
⼀例として、市内農家が育てた⾷⽤バラで作った「バラのシロップ」を含む、世界
に誇れる⼭形の果物を使った加⼯品や、ブルガリアカラーをイメージした「バラア
イス」、ブルガリア産のバラで作った「ローズウォーター」を使⽤した「わたあ
め」などがあります。これらの商品表⽰やＰＲを英語表記し、海外の⽅に対し村⼭
市の「バラ」に関する魅⼒を発信します。
今後も、村⼭産の⾹り⽤のバラ「ダマスクローズ」栽培や、バラのまちをイメージ
したデザイン、新たなサービスの提供を進めてまいります。

Jazz & Wine の⼣べ
（株）

Stomach 
Office

2018/11/7 2018/11/7 京都府 京都市

https://stomachoffice.jimdo.com/news/1107京都⽂化博物館jazz-wineの⼣べ/
Jazz&WineFestival.
Let'enjoytogetherwithJazzyMusicof2Bandandspecialwine.
EntreeFee6000YEN
includive:welcome2wine,specialglassfortasting(souvenir),JazzLivefee.
「Jazz＆Wineの⼣べ」
元⽇本銀⾏京都⽀店のあの素敵な京都⽂化博物館別館ホールにて、Jazzを聴きなが
らWineを愉しもうという秋の京都の欲張り企画です。

歌舞伎義太夫三味線奏者 野澤松也「創作浄瑠璃
弾き語り 第31回 築地チャリティライブ」

三味似粋⼈
JAPAN

2018/10/28 2018/10/28 東京都  中央区

⽇本の伝統芸能である義太夫の魅⼒を、⼦どもたちや、これまで歌舞伎や⽂楽に関
⼼のなかった⼈たちにも知ってもらうため、現役の歌舞伎義太夫三味線奏者（⽵本
連中）の野澤松也（重要無形⽂化財総合指定保持者）が、⼟地に伝わる⺠話や童話
を題材にした、誰にでもわかりやすい“創作浄瑠璃”の演奏を、⾃ら弾き語りで⾏
う。毎回、古典演⽬を1曲、創作浄瑠璃の演⽬を1曲披露している。
また、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取り組みとして、ボランティアによる
わかりやすい解説（⽇・英）を⾏う。後半に三味線体験も有り。⼦供、外国⼈の参
加⼤歓迎。

第41回 川崎市⺠俗芸能発表会
川崎市⺠俗芸
能保存協会

2019/2/10 2019/2/10 神奈川県 川崎市

川崎市⺠俗芸能保存協会では、地域に根付いた⺠俗芸能を多くの⽅に披露し、⾝近
に感じてもらうため、川崎市教育委員会の共催のもとで、加盟している市内の⺠俗
芸能保存団体の芸能を公演する発表会を毎年開催しており、本年度は、川崎市⾼津
市⺠館⼤ホールで開催します。
発表会当⽇は、⺠俗芸能保存協会加盟団体のスタッフや教育委員会事務局職員が受
付から会場内まで常駐し、障がいのある⽅も⼗分に発表会を楽しむことができるよ
う、誘導・案内を⾏います。

Onmachi@kingsky front Vol.2

「⾳楽のま
ち・かわさ

き」推進協議
会

2018/10/12 2018/10/13 神奈川県 川崎市

「⾳楽のまち・かわさき」推進協議会では、川崎臨海部の新たな研究開発拠点「キ
ングスカイフロント」に隣接する殿町第2公園と、新設された東急REIホテル1Fの
RiverCafeで、「Onmachi＠kingskyfrontVol.2」を開催します。
キングスカイフロントは世界最⾼⽔準のライフサイエンスの研究開発拠点として川
崎市が整備を進めている新しいスポットです。この場所で、⾳楽のまちをジョイン
トし、世界から注⽬されるキングスカイフロントから、「⾳楽のまち・かわさき」
を発信します。
公園は観覧⾃由で会場は野外の公園となっておりますので、障がいの有無や年齢等
に関係なくどなたでもお楽しみいただけます。RiverCafeはバリアフリーとなって
います。
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プラチナファッションショーin多摩

プラチナ
ファッション
ショー2018実
⾏委員会、川

崎市

2019/2/23 2019/2/23 神奈川県 川崎市

川崎市では、シニアがファッションショーに出演し、スポットライトが輝くラン
ウェイを⾳楽に合わせて歩き、その様⼦を映像として記録にとどめることにより、
⼼と体の健康づくりを図るとともに、新たなことに挑戦することにより、さらなる
⽣きがいや楽しみを発⾒することを⽬的として、65歳以上の⽅を対象としたプラチ
ナファッションショーを開催しています。
昨年の会場となった宮前市⺠館には、約600⼈が来場しました。
今年は多摩市⺠館で開催し、会場はバリアフリーとなっておりますので、⾞椅⼦の
⽅にもお楽しみいただけます。

アートグッズの企画と販売の実践講座 川崎市 2018/11/22 2018/11/22 神奈川県 川崎市

アートを通じて障がいのある⼈たちが社会で⽣き⽣きと暮していくことや、経済的
⾃⽴と⾃信形成をサポートする機会とするために、アート商品の開発や販売⽅法に
ついて、専⾨家を招いて実践的に学びます。
会場はバリアフリーとなっており、⾞いすの⽅も参加いただけます。ご希望に応じ
て、要約筆記や⼿話通訳に対応します。（要約筆記・⼿話通訳は11/2までにお申込
ください。）

シンポジウム「アートで広がる多様なつながり」 川崎市 2018/11/18 2018/11/18 神奈川県 川崎市

「アートを通してつながること」をキーワードにゲストスピーカーが多様性・共⽣
社会に関する様々な取組を紹介し、参加者の気づきや学びの場となるようなシンポ
ジウムを開催します。また、「アートを通してつながること」によるプラスの効果
を具体的に探りながら、今後の新しいネットワークづくりにつなげるとともに、こ
うした取組を川崎市から発信します。
会場はバリアフリーとなっており、⾞いすの⽅も参加いただけます。ご希望に応じ
て、要約筆記や⼿話通訳に対応します。（要約筆記・⼿話通訳は11/2までにお申込
ください。）

平成３０年度川崎市障害者作品展
公益財団法⼈ 
川崎市⾝体障

害者協会
2018/12/19 2018/12/23 神奈川県 川崎市 障害者が創作した作品を広く⼀般に公開することにより、⽂化交流及び障害者の社

会参加推進を図り、障害者福祉の向上に寄与することを⽬的とします。

ウーロンゴン市との姉妹都市提携30周年記念交
流コンサート

川崎市市⺠⽂
化局市⺠⽂化

振興室
2018/10/30 2018/10/30 神奈川県 川崎市

姉妹都市提携30周年を迎えるウーロンゴン市と、⾳楽を通じた交流と親交を深める
ことを⽬的に、外国⼈観光客も多数来園する⽇本⺠家園にて、両市の友好の懸け橋
として邦楽のコンサートを実施することで、川崎市とウーロンゴン市が⾳楽を通じ
た交流と親交を深めることを⽬的とする。⾞椅⼦の⽅でも安⼼して鑑賞できるよう
サポートするスタッフ及び外国語に対応できるスタッフを配置する。

「第４５回川崎みなと祭り・東扇島東公園開園１
０周年記念イベント

川崎市港湾局 2018/10/6 2018/10/7 神奈川県 川崎市

川崎港の使命と現状について市⺠および港湾関係者の理解を深め、川崎港に対する
親近感を⾼めていただくため、「みんなの川崎港」をテーマに、港湾関係機関・団
体が協⼒して第４５回川崎みなと祭り・東扇島東公園開園１０周年記念イベントを
開催します。⽇本⽂化の魅⼒を発信する呈茶コーナーや、ベトナム・韓国など多様
な⽂化・⾔語の魅⼒を発信するステージイベントなど盛りだくさんの内容になって
います。

横浜にぎわい寄席
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/9/1 2019/3/7 神奈川県
横浜市中

区

毎⽉1〜7⽇の午後2時〜4時30分、落語（時に講談）を主に、太神楽曲芸、奇術、
漫才などの⾊物をはさんだ公演で、⽇本が誇る伝統的な演芸をたっぷりお楽しみい
ただけます。「平⽇または⼟⽇」とご都合に合わせやすく、出し物や出演者の幅が
広いので「⽣の落語は初めて」という⽅や団体鑑賞にも最適です。落語芸術協会と
落語協会の合同公演として開催されます。２つの協会に所属する芸⼈が同じ舞台に
⽇替わりで登場するという形式は、横浜にぎわい座独⾃のものです。また、⼀⼈ひ
とりの演者の持ち時間が⻑いのも魅⼒。トリは毎回30分、じっくりたっぷり演じま
す。落語通の⽅にもご満⾜いただける内容です。
⾞いす専⽤スペース、多⽬的トイレがございます。

名作落語の⼣べ
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/9/1 2019/3/2 神奈川県
横浜市中

区

毎⽉第⼀⼟曜の夜は「名作落語の⼣べ」と題し、毎回テーマを設けて真打４⼈によ
る古典落語の名作四席で、あるいは⼤作をたっぷりお楽しみいただく公演を開催し
ています。時には⼆ツ⽬抜擢公演も実施。
⾞いす専⽤スペース、多⽬的トイレがございます。

企画公演（演芸バラエティ）9⽉興⾏
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/9/7 2018/9/15 神奈川県
横浜市中

区

毎⽉主に8〜15⽇に実施する、落語・漫才・コント・講談・浪曲・奇術から喜劇や
軽演劇等幅広くバラエティに富んだ内容を⽇替わりで提供する公演。ネタおろしや
新作の発表、季節にちなんだ企画等、にぎわい座ならではのラインナップ。
⾞いす専⽤スペース、多⽬的トイレがございます。

企画公演（演芸バラエティ）10⽉興⾏
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/10/5 2018/10/15 神奈川県
横浜市中

区

毎⽉主に8〜15⽇に実施する、落語・漫才・コント・講談・浪曲・奇術から喜劇や
軽演劇等幅広くバラエティに富んだ内容を⽇替わりで提供する公演。ネタおろしや
新作の発表、季節にちなんだ企画等、にぎわい座ならではのラインナップ。
⾞いす専⽤スペース、多⽬的トイレがございます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

企画公演（演芸バラエティ）11⽉興⾏
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/11/8 2018/11/15 神奈川県
横浜市中

区

毎⽉主に8〜15⽇に実施する、落語・漫才・コント・講談・浪曲・奇術から喜劇や
軽演劇等幅広くバラエティに富んだ内容を⽇替わりで提供する公演。ネタおろしや
新作の発表、季節にちなんだ企画等、にぎわい座ならではのラインナップ。
⾞いす専⽤スペース、多⽬的トイレがございます。

企画公演（演芸バラエティ）12⽉興⾏
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/12/4 2018/12/15 神奈川県
横浜市中

区

毎⽉主に8〜15⽇に実施する、落語・漫才・コント・講談・浪曲・奇術から喜劇や
軽演劇等幅広くバラエティに富んだ内容を⽇替わりで提供する公演。ネタおろしや
新作の発表、季節にちなんだ企画等、にぎわい座ならではのラインナップ。
⾞いす専⽤スペース、多⽬的トイレがございます。

企画公演（演芸バラエティ）1⽉興⾏
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2019/1/1 2019/1/15 神奈川県
横浜市中

区

毎⽉主に8〜15⽇に実施する、落語・漫才・コント・講談・浪曲・奇術から喜劇や
軽演劇等幅広くバラエティに富んだ内容を⽇替わりで提供する公演。ネタおろしや
新作の発表、季節にちなんだ企画等、にぎわい座ならではのラインナップ。
⾞いす専⽤スペース、多⽬的トイレがございます。

企画公演（演芸バラエティ）2⽉興⾏
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2019/2/5 2019/2/15 神奈川県
横浜市中

区

毎⽉主に8〜15⽇に実施する、落語・漫才・コント・講談・浪曲・奇術から喜劇や
軽演劇等幅広くバラエティに富んだ内容を⽇替わりで提供する公演。ネタおろしや
新作の発表、季節にちなんだ企画等、にぎわい座ならではのラインナップ。
⾞いす専⽤スペース、多⽬的トイレがございます。

企画公演（演芸バラエティ）3⽉興⾏
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2019/3/8 2019/3/15 神奈川県
横浜市中

区

毎⽉8〜15⽇に実施する、落語・漫才・コント・講談・浪曲・奇術から喜劇や軽演
劇等幅広くバラエティに富んだ内容を⽇替わりで提供する公演。ネタおろしや新作
の発表、季節にちなんだ企画等、にぎわい座ならではのラインナップ。
⾞いす専⽤スペース、多⽬的トイレがございます。

企画公演（のげシャーレ公演）
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/9/16 2019/3/31 神奈川県
横浜市中

区

⼩ホールの規模・特性に合った内容・出演者によるお笑いライブ等の公演を開催し
ています。
⾞いすのままご鑑賞いただけます。多⽬的トイレがございます。

登⻯⾨シリーズ in のげシャーレ（若⼿育成公
演）

公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/9/17 2019/3/31 神奈川県
横浜市中

区

横浜にぎわい座では2002年の開館以来、若⼿噺家の研鑽と⾶躍のための機会を提
供する場を設けており、2010年（平成22年）から「登⻯⾨シリーズinのげシャー
レ」をスタートしました。
「⼆ツ⽬」から「真打昇進3年程度」の若⼿噺家が対象で、会場は横浜にぎわい座
の⼩ホール「のげシャーレ」（最⼤141席）。独創性のある企画・ネタにチャレン
ジできるため、若⼿噺家にとって、研究・実験の場となっています。⼆ツ⽬や真打
になって間もないという若い才能を応援して、育っていく過程を⽬の当たりにでき
るのも、魅⼒のひとつです。⾞いすのままご鑑賞いただけます。多⽬的トイレがご
ざいます。

New Artist Picks 最果タヒ展
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2019/2/23 2019/3/24 神奈川県
横浜市⻄

区

NewArtistPicks（NAP）は、有望な若⼿アーティストを紹介する展覧会です。
2018年度のNAPでは、⾔葉を⽤いて多種多様な表現活動をおこなう作家、最果タ
ヒ（さいはてたひ、1986年⽣まれ）を取り上げます。
最果は中学⽣の頃からウェブ上で⾔葉を発表し始め、その後2007年に第⼀詩集を
刊⾏。詩壇から⾼い評価を得る⼀⽅、インターネットやSNSを通した活動により、
それまで詩に親しむことのなかった層をもファンに取り込み、⼤きな注⽬を集めて
います。また、近年では美術展への参加や空間を使った⾔葉の発表を積極的に試み
ており、その活動はひとつの表現形態に留まらない多彩な展開を⾒せています。
当館の展⽰は、最果にとって公⽴美術館での初の個展です。メイン会場となるアー
トギャラリーで新作のインスタレーションを展⽰するほか、カフェ⼩倉⼭や美術情
報センターなど館内の無料スペース複数個所に設置される作品や資料が、ひとつの
個展として有機的に繋がります。
障がい者⼿帳をお持ちの⽅が横浜美術館駐⾞場を利⽤された際は、最初の90分につ
き無料。多⽬的トイレ、⾞いす貸し出しサービスがあります。

せんだい卸町アートマルシェ ２０１８ FIELD 
STAGE

主催：せんだ
い卸町アート
マルシェ実⾏

委員会 
共催：公益財
団法⼈仙台市
市⺠⽂化事業

団

2018/10/11 2018/10/14 宮城県 仙台市

物流のまち、問屋のまち、そして⽂化・アートが⽣まれるまち「卸町」にて、２回
⽬となる「せんだい卸町アートマルシェ」を開催いたします。会場内の屋外ウッド
デッキには、「FIELDSTAGE」を設け、無料の演劇や⾳楽のステージや美術等の
ワークショップを⾏います。会場となる10-BOXは、段差がなく、多⽬的トイレを
設置していることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧いただける催しとなっています。

せんだいダンスプロジェクト

仙台市⻘年⽂
化センター

（公益財団法
⼈仙台市市⺠

⽂化事業
団）、仙台市

2018/10/21 2019/3/24 宮城県 仙台市

せんだいダンスプロジェクトでは、未就学児（4歳以上）のお⼦さまとそのご家族
を対象とした「おやこで踊ろう！ファミリーダンス」と、年齢、ダンス経験不問、
からだを動かすことに興味のある⼈を対象にした多世代ダンス「みんなで踊ろう！
おとなダンス」の２つのプロジェクトを⾏います。どちらのプロジェクトにも、障
害のある⽅もご参加いただけます。また、2019年3⽉24⽇には合同成果発表会を開
催します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ロシア国⽴ ワガノワ・バレエ・アカデミー仙台
公演「くるみ割り⼈形」

公益財団法⼈
仙台市市⺠⽂
化事業団、

KHB 東⽇本放
送

2019/2/2 2019/2/2 宮城県 仙台市

1738年、帝政ロシア時代にセント・ペテルブルク（現サンクトペテルブルク）に
設⽴されたロシア国⽴ワガノワ・バレエ・アカデミーによる「くるみ割り⼈形」の
公演を⾏います。会場となる仙台銀⾏ホールイズミティ21は、⾞椅⼦対応の座席が
あり、エレベーター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が整っていることから、
⾞椅⼦の⽅もご観覧いただけるような催しとなっています。

第7回仙台国際⾳楽コンクール関連事業 街かどコ
ンサート「聞いて！聴いて！弾いて！モーツァル
ト」

仙台国際⾳楽
コンクール組
織委員会、仙
台市、公益財
団法⼈仙台市
市⺠⽂化事業

団

2018/12/16 2018/12/16 宮城県 仙台市

2019年5⽉〜6⽉にかけて開催される第7回仙台国際⾳楽コンクールの鍵となる
「モーツァルト」の魅⼒を伝えるレクチャー＆コンサートを開催します。会場とな
る⽇⽴システムズホール仙台は、⾞椅⼦対応の座席があり、スロープや多⽬的トイ
レ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧いただける催
しとなっています。

第7回仙台国際⾳楽コンクール関連事業 街かどコ
ンサート「はばたけコンチェルト」

仙台国際⾳楽
コンクール組
織委員会、仙
台市、公益財
団法⼈仙台市
市⺠⽂化事業

団

2019/1/14 2019/3/10 宮城県 仙台市

オーディションで選ばれた仙台にゆかりのあるヴァイオリン・ピアノを学ぶ若者た
ちが、仙台フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによる弦楽五重奏と共演するコン
サートを開催します。会場の各施設は、⾞椅⼦対応の座席があり、スロープや多⽬
的トイレ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧いただ
ける催しとなっています。

第7回仙台国際⾳楽コンクール関連事業 ソヌ・
イェゴン ピアノリサイタル

仙台国際⾳楽
コンクール組
織委員会、仙
台市、公益財
団法⼈仙台市
市⺠⽂化事業
団、エフエム

仙台

2019/1/27 2019/1/27 宮城県 仙台市

2013年第5回仙台国際⾳楽コンクール優勝、2017年ヴァン・クライバーン国際ピ
アノコンクール優勝の世界で最も注⽬すべきピアニスト「ソヌ・イェゴン」による
待望の仙台リサイタルを開催します。会場となる宮城野区⽂化センターは、エレ
ベーター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅
もご観覧いただける催しとなっています。

仙台ジュニアオーケストラ 2019スプリングコン
サート

仙台市・公益
財団法⼈仙台
市市⺠⽂化事

業団

2019/3/24 2019/3/24 宮城県 仙台市

仙台ジュニアオーケストラは、仙台市内に在住または在学する⼩学5年⽣から⾼校2
年⽣までの児童・⽣徒約120名で構成する平成２年に仙台市が設置したオーケスト
ラである。本公演を含む仙台ジュニアオーケストラの公演は、⼊場料⼤⼈1,000
円、⾼校⽣以下500円に設定しており、団員の家族や友⼈をはじめ、ジュニアオー
ケストラならではの元気な演奏と頑張る⼦供たちの姿を楽しみに来場される⽅々
で、毎回ほぼ満席となるなど、⼤変好評をいただいている。本公演は、⾞椅⼦⽤ス
ペースがある施設で開催していることから、どなたでも気軽に鑑賞いただける事業
である。

平成30年度第4回 メモリアルコンサート 仙台市 2018/11/11 2018/11/11 宮城県 仙台市

本事業は、東⽇本⼤震災の⽉命⽇にあたる11⽇にメモリアルコンサートを開催し、
震災後の⾳楽による⽀援活動や⾳楽が果たしてきた役割を多くの⽅々に知っていた
だき、震災を契機にその意義が再認識された⾳楽の⼒を震災の記憶や教訓とともに
後世に伝え、また、⾳楽の新たな魅⼒を多くの⽅々に感じていただくことで、楽都
仙台のすそ野拡⼤につなげることを⽬的としたもの。会場はエレベーターや多機能
トイレ等を備えた地下鉄駅構内の交流スペースであり、座席も固定でないため、障
害の有無を問わず気軽に参加しやすいことが特⻑である。平成30年度第4回となる
今回は、⽜坂洋美（メゾソプラノ）、⽯川祐介（ピアノ）が出演し、瀧廉太郎作曲
の「荒城の⽉」など⽇本の⾳楽の素晴らしさを感じることができるプログラムと
なっている。

仙台銀⾏ホール イズミティ21 ロビーコン
サート2018

公益財団法⼈
仙台市市⺠⽂

化事業団
2018/11/14 2018/11/15 宮城県 仙台市

仙台銀⾏ホールイズミティ21では、「仙台銀⾏ホールイズミティ21ロビーコン
サート2018」を2⽇連続で実施します。このコンサートシリーズでは、会場にホー
ルロビーを⽤いることで、よりカジュアルな雰囲気でコンサートを楽しんでいただ
けます。第１⽇⽬(14⽇)は「２本のチェロとピアノによる華麗な調べ」、第２⽇⽬
(15⽇)は「花を咲かせよう！ソプラノ、フルート、ピアノによる名曲コンサート」
を⾏います。会場となる仙台銀⾏ホールイズミティ21は、エレベーター、多⽬的ト
イレ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧いただける
ような催しとなっています。

新春いずみ寄席 春⾵亭⼩朝 独演会

公益財団法⼈
仙台市市⺠⽂
化事業団、

KHB 東⽇本放
送

2019/1/6 2019/1/6 宮城県 仙台市

⼈情ばなしから滑稽ばなしまで、情感あふれる巧みな語りで毎回好評を博している
新春恒例の春⾵亭⼩朝独演会を開催します。会場となる仙台銀⾏ホールイズミティ
21は、⾞椅⼦対応の座席があり、エレベーター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設
備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧いただけるような催しとなっていま
す。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

わらアートまつり 新潟市 2018/8/28 2018/8/28 新潟県 新潟市

「稲わら」を活⽤した新潟市⻄蒲区ならではのイベントである。
上堰潟公園において、⻄蒲区と交流がある武蔵野美術⼤学（東京都）と新潟市⺠と
の協働で、「稲わら」を材料にした⼤⼩さまざまな⽴体作品（わらアート）を５体
制作し、展⽰する。１１回⽬となる今年は、「11をさがして」をテーマに”１１”の
シルエットが隠された迫⼒ある5体の動物を制作する。作品制作期間中（8⽉19⽇
〜27⽇）は制作⾵景を⾒学したり、制作中の学⽣たちと触れ合ることもできる。わ
らアートまつり当⽇は、地元の郷⼟料理や農産物、飲⾷物などを販売する露天市
「⻄蒲市場」、会場に特設ステージを設けて、歌やダンスなどを披露する「わらわ
らステージ」、過去のわらアート作品の制作⾵景などを展⽰する「⽊陰のギャラ
リー」など盛りだくさんの内容である。わらアートまつり当⽇は作品に触れること
もできる。
なお，わらアートは，10⽉31⽇まで同会場で展⽰を⾏う。

第50回新潟市美術展
新潟市美術展
運営委員会

2018/10/10 2018/10/21 新潟県 新潟市

洋画・⽇本画・書道・彫刻・⼯芸・版画・写真の７部⾨について、新潟市内に在
住・通学または通勤している⼈から作品を公募し、審査のうえ⼊選した作品を新潟
市美術館に展⽰します。美術を愛好する市⺠の創作作品を発表する場であり、⽣活
の中に美術を味わう楽しさを普及していくことを⽬的として開催しているもので
す。

⽩根絞り展

新潟市しろね
⼤凧と歴史の
館（指定管理
者 NKSコー
ポレーショ

ン）

2018/11/17 2018/12/2 新潟県 新潟市

⽩根絞りは新潟市南区⽩根地区でつくられる絞り染めで、愛知県の鳴海絞り、⼤分
県の豊後絞りと並んで⽇本３⼤絞りの１つに数えられています。本展では、地元の
保存団体「サークルしろね絞り」の協⼒のもと、近年制作された作品を展⽰しま
す。

⽩根⼤凧合戦 新潟市 2019/6/6 2019/6/10 新潟県 新潟市

信濃川⽀流中ノ⼝川両岸から畳２４畳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です。江
⼾時代中頃、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。凧は対岸に
向かって揚がるように作ってあり、各組によって揚がり⽅や掛け⽅に違いがありま
す。平成２７年には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（畳
５畳ほどの六⾓凧）もあり、東⻄に分かれて⼤凧と同様合戦を⾏います。

かぐらin笹川邸 新潟市 2018/10/20 2018/10/20 新潟県 新潟市
重要⽂化財旧笹川家住宅（笹川邸）において、神楽舞や地域の郷⼟芸能（踊り・太
⿎・落語）を披露。邸内でお茶会を実施するほか、餅・豚汁のふるまい、笹団⼦・
おこわ等の販売も⾏う。

りゅーとぴあアウトリーチ事業 第3期登録アー
ティスト
本間優ピアノ・リサイタル

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/12/3 2018/12/3 新潟県 新潟市
【出演】本間優、中川賢⼀（ピアノ）
【曲⽬】ベートーヴェン：ピアノソナタ第23番ヘ短調「熱情」Op.57、チャイコフ
スキー：ピアノ協奏曲第1番変ロ短調Op.23ほか

りゅーとぴあアウトリーチ事業 第3期登録アー
ティスト
外⼭裕介ユーフォニアム・リサイタル

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/12/6 2018/12/6 新潟県 新潟市
【出演】外⼭裕介（ユーフォニアム）、浅野和⼦（ピアノ）
【曲⽬】J.S.バッハ：パルティータイ短調BWV1013、スパーク：ユーフォニアム
協奏曲第1番ほか

りゅーとぴあ★オルガン・クリスマスコンサート
2018

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/12/13 2018/12/13 新潟県 新潟市
【出演】鷲尾⿇⾐（ソプラノ）、平野公崇（サックス）、⼭本真希（オルガン）、
【曲⽬】⼭下達郎「クリスマス・イブ」、松任⾕由実「恋⼈がサンタクロース」ほ
か

Noism1 実験舞踊vol.1『R.O.O.M－不気味なも
の』（仮）

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2019/1/25 2019/2/17 新潟県 新潟市 りゅーとぴあ劇場専属舞踊団Noism1最新作。15年⽬を迎え、新たな実験舞踊シ
リーズに取り組む。

Noism1 実験舞踊vol.1『R.O.O.M－不気味なも
の』（仮）東京公演

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2019/2/21 2019/2/24 東京都 武蔵野市 りゅーとぴあ劇場専属舞踊団Noism1最新作。15年⽬を迎え、新たな実験舞踊シ
リーズに取り組む。

りゅーとぴあNext Stage “NE/ST”＋ 
mum&gypsy×trippen『BEACH』『BOOTS』

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2019/2/14 2019/2/16 新潟県 新潟市

【作・演出】藤⽥貴⼤【出演】『BEACH』（2/1419:00・2/1617:00）⽯井亮
介、川崎ゆり⼦、中村夏⼦、成⽥亜佑美、⻑⾕川洋⼦、吉⽥聡⼦『BOOTS』
（2/1519:00・2/1613:00）⽯井亮介、荻原綾、川崎ゆり⼦、中村夏⼦、成⽥亜
佑美、⻑⾕川洋⼦



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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「若⼿能楽師に聞く能の楽しみ」スペシャル公演
公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2019/3/30 2019/3/30 新潟県 新潟市 【お話】「⼥武者の悲愁」梅内美華⼦
【能】『巴』（喜多流）⼤島輝久ほか

新潟市ジュニア⾳楽教室 第15回スプリングコ
ンサート

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2019/3/30 2019/3/30 新潟県 新潟市 出演：新潟市ジュニア・オーケストラ教室、新潟市ジュニア合唱団、新潟市ジュニ
ア邦楽合奏団

東京交響楽団第112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

2019/3/31 2019/3/31 新潟県 新潟市 出演⾼関健（指揮）曲⽬ベートーヴェン：交響曲第5番ハ短調Op.67「運命」、交
響曲第6番ヘ⻑調Op.68「⽥園」

平成30年度⽂学特別展 ⽂豪からの⼿紙 芥川
⿓之介と⽊村毅

勝央美術⽂学
館

2018/11/17 2018/12/2 岡⼭県
勝⽥郡勝

央町

当館では、平成28年度に購⼊した『芥川⿓之介書簡（⽊村毅宛）』（1925-
6.8.20）から始まる、⽂豪芥川⿓之介と、勝央町出⾝の⽂学者・⽊村毅（1894-
1979）の⼆⼈の交友について、その後芥川から送られ、現在当館で所蔵している
複数の書簡とあわせて検証するとともに、⼆⼈に関わるその他の⽂豪たちとの交流
を、その他の作品・書簡から考察する。また、⽇本近代⽂学館より借⽤した資料を
もとに、その⾃死にいたるまで、⽥端で過ごした芥川の作品から受ける印象とは違
う社交的で⾯倒⾒の良い⽥端⽂化村サロンの中⼼としての素顔を紹介する。関連企
画として、⽂豪を扱った書籍・コミック・ゲームなどを紹介するコーナーを設け、
年齢を問わず⽂学に興味を持っていただけるようにつとめる。

空転軌道公演「⾳と空間のジャグリング」
浦安⼦ども劇

場
2019/1/26 2019/1/26 千葉県 浦安市

浦安⼦ども劇場は「⼦どもの権利条約」を基本理念にし、多くの⼦ども達に参加す
る権利を与えたいと考え活動している。取組の⼀つに、プロの芸術家のパフォーマ
ンスを⾝近で鑑賞する体験があり、⼦どもはもとより、観る⼈すべての想像⼒を⼤
きく膨らませる素晴らしい機会と位置付けている。今回の空転軌道公演は海外でも
称賛される作品である。会場では、⾞椅⼦観覧スペースの確保、通訳（英語）ス
タッフの配置などを⾏っている。

ICHIHARA ストリートダンスイベント ZONE 
vol.14

公益財団法⼈ 
市原市⽂化振

興財団
2019/1/27 2019/1/27 千葉県 市原市

今年度で14回⽬を迎える当事業は、若者達の間で⼈気を博しているストリートダン
スを愛好し活動しているサークルや団体に、主催である当財団と市⺠とが協働し作
り上げるステージを発表の場として提供するとともに、舞台で熱気溢れるダンスを
披露してもらうことで、出演者と観客が⼀体となり、楽しみながら活⼒ある街づく
りを推進し、市⺠参加によるイベントを通してコミュニティの振興を図ることを⽬
的としている。会場となる市原市市⺠会館は、⾞椅⼦⽤座席、障害者⽤トイレ、障
害者⽤駐⾞場を設置しており、会場内はバリアフリーである他、⾞椅⼦の貸出も
⾏っている。

地域活性カルチャープラン 東総うまいもんまつ
り

公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/12/9 2018/12/9 千葉県 旭市

旭市農⽔産課や道の駅、地元農家、ＪＡ、地域の菓⼦組合などの協⼒を得て、野菜
や果物、花、名菓などの特産物を紹介・販売し、産業や観光と連携した地域振興を
図る。また、「千産千消(⽣)」を積極的にＰＲして賑わいの場を作り、活性化を
図って地域への愛着を深め、魅⼒を発信する。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、障害⽤トイレや障害者席、専⽤駐⾞ス
ペース、⾞いす対応スロープが完備されており、障害をお持ちのお客様でも安⼼し
てご鑑賞いただける。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ご案内する。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いる。

しまじろうコンサート たんけん！うみのワン
ダーランド

公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2019/1/12 2019/1/12 千葉県 千葉市

「⽣まれて初めての舞台体験」としてご⽗兄から選ばれることが多いのがこの「し
まじろうコンサート」。今年で30周年を迎え、しまじろうを観て育った層も⾃らが
親となり、今度は⾃分の⼦どもを連れて来るようになった。毎年多くのお客様から
公演の開催を切望されている舞台公演である。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る。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
が⾞椅⼦等の来場者の⽅をご案内する。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いる。

公開講座フェスタ2018 ⼤阪府 2018/11/1 2018/11/14 ⼤阪府
⼤阪市中

央区

⼤阪、兵庫、和歌⼭の⼤学 研究機関及び⼤阪府で構成する阪神奈⼤学 研究機関
⽣涯学習ネットでは、府県の枠を越えて、⾼度で良質な⽣涯学習機会の継続的な提
供のために、平成１０年度から毎年度「公開講座フェスタ」を実施しています。
２1回⽬を迎える今年は 特別講演として ウォーキングトレーナーの池⽥ノリア

天気輪と星祭りの灯 PanX 2018/10/26 2018/10/26 福岡県
福岡市南

区

̶星祭りの夜、⼈々は天気輪のもとで語る。銀河鉄道までの道のりを、銀河鉄道の
その先を。
鏡を使った映像演出と朗読劇、光のインスタレーションで紡ぐある夜の物語。̶
私たち「PanX」は、九州⼤学芸術⼯学部・芸術⼯学府の学⽣による映像×パフォー
マンスを軸とした作品作りを⽬的とする学⽣有志団体です。「授業よりも夢中に
なって勉強してきた技術⼒」と「お⾦と時間を投資してきた経験値」を武器に、演
出、映像、⾳楽、照明、舞台、プログラミングに⾄るまで学⽣のみで作り上げてい
ます。
会場となる九州⼤学⼤橋キャンパスは⼤部分にスロープが設置されており、⾞椅⼦
やベビーカーもご利⽤いただけます。また、階段の昇降が必要な場合スタッフが対
応いたしますので受付にてお申し付けください。
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 ⼀般財団法⼈⺠族⾐裳⽂化普及協会  中部事務局
開設35周年記念式典

⼀般財団法⼈ 
⺠族⾐裳⽂化

普及協会
2018/10/21 2018/10/21 愛知県

名古屋市
中区

地域に根差したきもの⽂化活動を⾏ってきた⼀般財団法⼈⺠族⾐裳⽂化普及協会の
中部事務局が、開設３５周年を迎えるにあたり、記念式典＆パーティーを開催しま
す。パーティーでは、代々受け継がれてきた伝統⾐装であり、⽇本が世界に誇る⽂
化のひとつである『着物』を着上げるパフォーマンスを⾏い、⾼齢者も元気に着物
の魅⼒を感じ、おしゃれを楽しんでいただきます。
会場となる施設は、多⽬的トイレやエレベーター並びに外国語表⽰の案内も設置さ
れています。

第７５回安美展 安城市 2018/10/26 2018/11/18 愛知県 安城市

安城市唯⼀の公式の公募型美術作品展覧会。安城市内に限らず、市外・県外からも
広く美術作品を募り、審査を経て⼊選・⼊賞作品を決定する。前期展⽰期間は、⽇
本画、書、⼯芸・彫塑部⾨、後期展⽰期間は、洋画、写真部⾨の⼊選作品を多数展
⽰する。
会場となる安城市⺠ギャラリーは、エレベーターや多⽬的トイレ、⾞いす専⽤駐⾞
場を完備し、⾞いすの貸し出しも⾏っており、バリアフリーの環境に配慮してい
る。

【芸創コラボ】名古屋市芸術創造センター連携企
画公演 名古屋⼆期会・芸創オペラ「フィガロの
結婚」

⼀般社団法⼈
名古屋⼆期会

2019/3/2 2019/3/3 愛知県
名古屋市

東区

本作品はモーツァルト作曲の⾳楽史にも燦然と輝くオペラ「フィガロの結婚」は、
1786年初演以来世界各地で上演され、⼈々を魅了し続けてきました。封建貴族に
仕える家⾂フィガロの結婚式をめぐる事件を通じて、貴族を痛烈に批判したダ・ポ
ンテの戯曲に、天才モーツァルトが⽣き⽣きとした⾳楽を付け、不朽の名作と⾔わ
れています。本公演は、名古屋オペラ協会、愛知県⽴芸術⼤学、名古屋芸術⼤学、
名古屋⾳楽⼤学、⾦城学院⼤学の協⼒、中部フィルハーモニー交響楽団の協賛の
下、名古屋⼆期会と名古屋芸術創造センターが総⼒を挙げ、⼩崎雅弘指揮、唐⾕裕
⼦演出により、本名作の上演史に新たな1ページを飾ります。また、会場内では障
がい者の⽅に楽しんで鑑賞いただけるよう、係員がエレベーターにご案内するとと
もに、⾞いすスペースを確保しています。

依⽥由利⼦フラメンコ舞踊団 ニューイヤー公演
「⽩⿃〜ＨＡＫＵＣＨＯＵ〜」

依⽥由利⼦フ
ラメンコ舞踊

団
2019/1/19 2019/1/19 愛知県

名古屋市
東区

バレエ「⽩⿃の湖」を題材として取り⼊れその主役をめぐるダンサーの夢と現実と
の障害の壁に破壊される精神の⾏⽅、悲劇をフラメンコ舞踊・⾳楽で展開します。
本公演は前々回の『カルメン』に引き続き当舞踊団若⼿ホープを起⽤し、フラメン
コ舞踊による総合舞台芸術作品を楽しんで頂けると思っております。
会場となっている名古屋市芸術創造センターは、エレベーターや⾞椅⼦スペースを
設けていることから、⾼齢者や障害者に配慮したやさしい施設となっています。ま
た、介護の必要な来場者に対しスタッフが対応する体制も整えております。

第２５回清新美術会展 清新美術会 2018/11/27 2018/12/2 愛知県
名古屋市

東区

年に１度会員メンバーが⽇本画を始め、洋画、版画、彫刻、⼯芸、写真、イラス
ト、デザイン等、幅広いジャンルの作品を展⽰いたします。そして、当会において
選抜した作家により、韓国（ソウル）にて韓⽇交流展を⾏っており親睦を深めてお
ります。会場はバリアフリーになっており多⽬的トイレもあるため障害者の⽅でも
無理なく鑑賞でき、会員メンバーの中には外国⼈もいるため作品鑑賞する外国⼈に
対して御案内できるようにしてあります。

平成31年岡崎市消防出初式 岡崎市 2019/1/13 2019/1/13 愛知県 岡崎市

岡崎市消防出初式は、岡崎市⻑をはじめ、消防職員、消防団員、婦⼈⾃主防災クラ
ブ員など消防関係者約１600⼈と⽇本に１台しかない全地形対応⾞、防⾞等約110
台が参加して⾏います。式典は、市⻑の年頭の挨拶をはじめ、消防活動に貢献され
た団体の表彰、特別演技として、グレート家康公「葵」武将隊による演武、伝統の
はしご乗り、消防⾞約110台と徒歩部隊による分列⾏進、消防職員による消防訓
練、そして式典のフィナーレには、⼄川の堤防を埋め尽くす消防⾞約85台による⼀
⻫放⽔を⾏います。更に出初式終了後は、消防⾞両の展⽰ほか各種イベントが開催
されます。
会場となる河川緑地は、障害者の専⽤駐⾞スペースを設けるなど⾼齢者や障害者の
⽅、幼いお⼦様をお連れの⽅に安全に楽しんで観覧できるよう配慮します。

平成３０年度愛知県⽂化協会連合会知多部芸能⼤
会

愛知県⽂化協
会連合会

2018/11/25 2018/11/25 愛知県
知多郡美

浜町

愛知県⽂化協会連合会（県内48市町村等の⽂化協会が加盟）の知多部に所属する５
市５町の⽂化協会による芸能発表会を開催します。芸能発表会では、⽇本舞踊、⺠
踊、⺠謡、箏曲、詩吟、剣舞、和太⿎等、⽇本⽂化の魅⼒を伝える舞台公演をご鑑
賞していただけます。また、会場は、障害者⽤駐⾞スペースを⽤意しております。

外国⼈おもてなし事業

⼩平市・⼩平
市国際交流協
会・こだいら
観光まちづく

り協会

2018/10/20 2019/2/28 東京都 ⼩平市

2020年の⽂化プログラムフェスティバル期間（４〜９⽉）に、東京都⼩平市内で
多彩な⽂化プログラムを実施するため、市内の在住外国⼈と共に「やさしい⽇本
語」と「多⾔語⾳声翻訳（VoiceTra)」を活⽤した訪⽇外国⼈対応の体験学習を⾏
い、独⾃のおもてなしの準備を進める。
仮想「⽂化プログラムフェスティバル」として「⼩平市中央公⺠館サークルフェア
（⽂化サークルの体験会）」を舞台に、東京2020⼤会に向けて主体的に活動する
⼩平市の団体・個⼈が、訪⽇外国⼈役を演ずる在住外国⼈をおもてなしし、実践し
ながら学んでいくプログラムを展開する。市⺠および在住外国⼈が協働して外国⼈
対応のノウハウを習得したり、⼩平の⽂化の魅⼒的な発信を考えることを⽬指して
いく。
東京2020⼤会に向けて、外国⼈の受⼊れ環境整備を図っていく中で、外国⼈が暮
らしやすい・訪れやすいまちづくりを推進する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第24回藤沢市⺠オペラ『ナブッコ』ソリスト
オーディション

公益財団法⼈
藤沢市みらい
創造財団芸術
⽂化事業課

2019/3/1 2019/3/2 神奈川県 藤沢市

市⺠による合唱とオーケストラ、プロによる声楽家、そして⾏政が協働で作り上げ
る「藤沢市⺠オペラ」は、市⺠オペラの草分けとして全国的に認知していただいて
おります。2015年から新たに3年1シーズンの1サイクルとしてスタートし、1年⽬
に招聘オペラ、2年⽬に演奏会形式の公演、3年⽬、2020年には「藤沢市⺠オペラ
2018-2020シーズン『ナブッコ』」を開催予定で、その本公演にむけての出演者
オーディションとなります。
応募者の国籍や年齢は不問であり、どなたでも申し込みいただけます。
また、オーディションを⾒学されるお客様に対し、「みんなのトイレ」が藤沢市⺠
会館には設置されており、スロープによって客席まで移動できる動線も確保してお
ります。また介助が必要な場合は、従業員がお席までご案内いたします。

第33回 東和ふれあいまつり
⾜⽴区東和地
域学習セン

ター
2018/11/11 2018/11/11 東京都 ⾜⽴区

普段施設をお使いいただいているサークル団体の発表や交流の場として毎年開催し
ており、
地域住⺠との交流、絆づくりの場となっています。
今年で33回⽬の開催となり、スポーツ団体による発表や学習団体による展⽰、その
他にも喫茶コーナーや模擬店の開催を予定しています。
障害者にとってのバリアを除く取り組みとしては、会場がバリアフリーであり点字
の案内板がございます。
外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取り組みとしては、会場に外国語表記の案内
板がございます。

阿波の幕末⼑
海陽町⽴博物

館
2018/10/30 2019/1/27 徳島県

海部郡海
陽町

本企画展では、幕末に活躍をした阿波にゆかりのある⼑⼯の作品を中⼼に展⽰いた
します。
その中の⼀⼈中島⽒詮は、⼟佐勤王党の志⼠の⼑をいくつも⼿がけました。⼑剣の
出来はさることながら、特に⾒所といえるのが⽒詮の切る⾒事な銘です。中でも特
徴的なのが神代⽂字の銘で、⽒詮が国学思想を持っていたことが窺えます。他にも
数多くの⽇本⼑を⼿がけた吉川祐芳や海部⽒吉の作品が数多く並びます。
駐⾞場から会場まではスロープが取り付けられ、⾞いすの⽅でも利⽤ができる広々
としたトイレが備え付けてあります。また、展⽰解説をなるべく⼤きな⽂字で作成
することで、⼩さな⽂字が読みづらい⽅でもお楽しみいただけるように⼼掛けてお
ります。

ジャポニスムアカデミー  ※下期（2018年10
⽉1⽇~2019年3⽉31⽇）

ジャポニスム
振興会

2018/10/1 2019/3/31 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、継続して運営しております。
2018年10⽉1⽇から2019年3⽉31⽇までを下半期として、様々な講座を開催しま
す。
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をしていきます。

≪明治150周年≫photogenic! Nihonbashi area 
Walking & Cruising 
インフルエンサーと学ぶ 「Instagram時代の写
真の切り取り⽅」
【EDOFES×兜LIVE! ⽇本橋/べったら市フォト
ジェニック街歩き＆クルージング】

兜LIVE!（平和
不動産株式会

社）
2018/10/20 2018/10/20 東京都

中央区⽇
本橋

既存のフォトジェニックスポットと、⼈気が⾼まっているＳＮＳを組み合わせ、イ
ンスタグラムの技術習得と合わせて⽇本橋のフォトスポットを巡るツアー。英語対
応可能なスタッフ・講師を準備し参加者を募る。べったら市という歴史あるイベン
トと同⽇開催にすることで、べったら市への来場も促進する。

朗読劇「⾵の⼜三郎と宮沢賢治の⾳楽世界」
公益財団法⼈
名古屋市⽂化
振興事業団

2019/1/19 2019/1/19 愛知県
名古屋市

東区

プロの演劇⼈からの丁寧な指導を受け、照明・⾳響・舞台美術が織りなす感動の舞
台を体験できると好評の市⺠参加型の朗読劇で、今回で14回⽬を迎えます。出演者
はオーディションにより決定し、演劇や朗読の経験がない⽅もこれまで多数出演し
ております。この朗読劇での経験を活かして、次のステップに⽻ばたいている⽅も
多くいらっしゃいます。
会場はバリアフリー完備であり、障害をお持ちの⽅でも気軽にご来場いただけま
す。

第８回伝統⽂化を未来へつなぐ会
ジャポニスム

振興会
2018/12/22 2018/12/22 京都府

京都市⼭
科区

伝統⽂化を未来へつなぐ会では、⽇本⽂化を、⼦供たちが体感し、感動すること
で、祖先から受け継いできた⽇本の⼼を未来につないでいきたいと考えます。その
⼀環として、お箏や能のお稽古や所作から、「⽇本⼈の⼼」ともいえる伝統⽂化に
触れ、こどもたちの⾃⽴を促し、礼儀作法を⾝につけることができるよう、保護者
の皆様の協⼒のもと取り組んでいます。
今回の企画は、京都きらら学園の共催で広く希望者を募り、中学⽣までのお⼦さん
を対象としたお箏や能の仕舞、⽇舞の発表会となります。
東⼭浄苑東本願寺は、京都・六条⼭の頂に昭和４８年に創建され、約３万基の納⾻
仏壇を安置しています。施設内は、バリアフリーとなっており、障害者の⽴場に
⽴った施設となっています。



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 ⾦沢市 2018/10/11 2018/11/25 ⽯川県 ⾦沢市内

⾦沢21世紀⼯芸祭は、藩政期以来のものづくりが息づく⽯川県・⾦沢市にて開催す
る⼯芸祭です。⾦沢の街を⼯芸の集積・発信地となる「ポート（港）」にすること
を⽬指し、約120のプログラムと200名をこえる⼯芸作家が関わる⼀⼤祭典です。
①趣膳⾷彩（料理⼈と⼯芸作家の饗宴）、②⾦沢みらい茶会（「トラディショナ
ル」と「コンテンポラリー」、ふたつのテーマで茶席を開催）、③⾦沢みらい⼯芸
部（若⼿⼯芸作家の指導で、伝統⼯芸の技法に触れながら作家の活動や思いを体
感）、④⼯芸回廊（町家での⼯芸作品の展⽰）、⑤⾦沢アートスペースリンク（市
内ギャラリーでのアート作品の展⽰）の５プログラムを展開する。各パンフレット
は英訳を付記し、また外国⼈がディレクターの茶会も開催し、外国⼈も参加しやす
いよう配慮している。

KOGEIフェスタ！ ⾦沢市 2018/10/6 2018/10/8 ⽯川県 ⾦沢市

①⾦沢の職⼈や作り⼿の技術や⼯芸品を「⾒て」、「触れて」、「体験する」イベ
ントを開催し、⾦沢の⼯芸⽂化の魅⼒を発信する。外国⼈旅⾏者をはじめとする来
街者も気軽に職⼈の技を⾒学できるＫＯＧＥＩシアターコーナーや伝統⼯芸を体験
できるＫＯＧＥＩ体験ブースを⽤意することで、⾦沢の伝統⼯芸に⾝近に触れる機
会を創出する。
②会場の「しいのき迎賓館」は⾞いすの貸し出し、⾞いす対応トイレ、⾞いす⽤駐
⾞場スペース、障害者対応エレベーター、点字ブロックが⽤意、設置されているバ
リアフリー対応施設であり、ここを会場とすることで、⾝体に障害のある⽅が来場
しやすい環境を整える。

11⽉1⽇は、本格焼酎＆泡盛の⽇スペシャルイベ
ントin東京タワー

⽇本酒造組合
中央会

2018/11/1 2018/11/1 東京都 港区

國酒である本格焼酎・泡盛の⽇は、業界として11⽉1⽇（芋類・穀類の実りの季節
に合わせて新酒ができてくる⽇）と定めている。その⽇を祝って、世界に対して発
信⼒をもつ東京において国内外の⽅々に事業を⾏っている。もちろん、その⽇には
本格焼酎・泡盛の起源、⾷⽂化との融合を含めた試飲会も実施し、地理的表⽰も発
信するなど、本格焼酎・泡盛の認知度拡⼤を図ることとしている。本年は訪⽇観光
客が多く集まる東京タワーで実施する。Facebookにて外国⼈向けの周知を図り、
当⽇は外国⼈対応スタッフも配置し、英語、中国語（繁体、簡体）韓国語のパンフ
レットを配布する。

在⽇本外国⼈等に対する本格焼酎・泡盛セミナー
⽇本酒造組合

中央会
2018/11/27 2018/11/27 東京都 港区

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。

第1回 本格焼酎＆泡盛カクテルコンペティショ
ン

⽇本酒造組合
中央会

2018/10/17 2018/10/17 東京都 台東区

⽇本の國酒である本格焼酎・泡盛を使った⽇本初の全国カクテルコンペティション
です。
全国の予選を勝ち抜いた２０名のバーテンダーによる決勝戦を⾏い、最⾼峰の本格
焼酎・泡盛カクテルを決めるイベントです。⼊賞したカクテルはJTBの外国⼈向け
旅⾏サイトに掲載。当該旅⾏サイトでも本格焼酎カクテルの飲めるホテル・バーの
周知を図り、外国⼈へ向け國酒の振興を図る。当⽇は外国⼈対応スタッフも配置
し、英語、中国語（繁体、簡体）韓国語のパンフレットを配布する。

⽇本橋アンバサダープロジェクト

⽇本橋地域ル
ネッサンス１
００年計画委
員会 2020年

委員会

2018/10/4 2019/9/30 東京都 中央区
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、⽇本橋で開催されるイベ
ントに学⽣を中⼼とした⽇本橋アンバサダーを派遣し、来場外国⼈に英語で能動的
にガイドするプロジェクトです。

港区ワールドフェスティバル 港区 2018/12/3 2019/3/31 東京都 港区

港区内には約80か所の⼤使館等が所在し、区内⼈⼝の約8％が外国⼈である国際⾊
豊かな特性を⽣かし、魅⼒的な地域資源である⼤使館、商店街、企業と連携した
「港区ワールドフェスティバル」を実施します。区内⼤使館等を巡る「港区⼤使館
等周遊スタンプラリー」、区内商店街の協⼒店舗で買い物をすると、⼤使館等の情
報が載ったカードがもらえる「港区商店街ワールドカードラリー」、インターネッ
トで楽しむことができる「港区ワールドクイズラリー」、さらに、⼀連の取組の集
⼤成として各国の紹介やステージイベントを盛り込んだ「港区ワールドカーニバ
ル」を実施します。当イベントでは各国の⽂化や⺠族⾐装、料理などの紹介と合わ
せてステージでは⾳楽、踊りなど通して国際交流の輪を広げます。ステージでは通
訳による説明もあり、外国⼈の⽅にも参加いただけます。また、⽇本の⽂化を紹
介、体験するブース等を展開し、外国⽂化との対⽐で際⽴つ⽇本⽂化の魅⼒を来場
者に感じていただき、来場した外国⼈への⽇本⽂化の理解を深め、国際都市港区の
魅⼒を国内外に発信します。
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なるほどバックステージツアー２０１８
兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/5/17 2018/12/5 兵庫県 ⻄宮市

⽇頃、⽬に触れることのない事業の形成過程や上演施設・機構・楽屋を含むバック
ステージツアーを紹介し、舞台の裏側を⾒ることで、舞台芸術への興味を喚起す
る。
年間のうち、１回を夏休みに実施し、⼩中学⽣と保護者（⽗、⺟、祖⽗⺟）の来館
を誘致することで、次世代に向けた芸術⽂化ファンの増⼤を図り、地域のにぎわい
づくりに寄与している。また、ホールにエレベーター、⼿摺り、多⽬的トイレなど
を設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応している。
【事業】①5/172回なるほど「KOBELKO」⼤ホール編②6/5･62回なるほど「PAC
オーケストラ」編③8/32回なるほど夏休みの「わくわく探検隊ツアー」④9/41回
なるほど「打楽器」編＠神⼾⼥学院⼩ホール⑤11/132回なるほど「建物と仕事
⼈」編⑥12/52回なるほど「阪急中ホール」編

ワンコイン・コンサート
兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/4/24 2019/3/20 兵庫県 ⻄宮市

兵庫県を中⼼に関⻄ゆかりの若⼿演奏家に演奏機会を提供し、若⼿演奏家の育成を
⽀援している。演奏だけでなく、曲⽬紹介やトークを出演者が実施。公演時間を正
午前後に設定し、演奏会終了後、来館者が芸術⽂化センター周辺の商業施設を回遊
し、消費活動を活発化させることを促し、まちのにぎわいづくり、経済波及効果に
⼤きく貢献している。また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けている
ほか、ホールにエレベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフ
リーにも対応している。
【公演】①4/242公演PACアンサンブル(⾦管五重奏)②5/221公演内藤⾥美(ソプラ
ノ)③6/262公演岩⾒玲奈(マリンバ)④8/241公演佛⽥明希⼦(オーボエ)⑤9/272公
演⼩林壱成(ヴァイオリン)⑥11/61公演⾼橋将純(ホルン)⑦12/201公演池内響(バ
リトン)⑧1/92公演ウインドクインテット・ソノリテ(⽊管五重奏)⑨2/71公演内尾
⽂⾹(ヴァイオリン)⑩3/202公演秋元孝介(ピアノ)

横浜能楽堂施設⾒学とワークショップ
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/11/3 2019/2/10 神奈川県
横浜市⻄

区

●館⻑が案内する横浜能楽堂⾒学と能楽のイロハ
2018.11.3(⼟･祝)(1)10:00〜(2)14:00〜参加費2,000円
●能楽師が案内する横浜能楽堂⾒学と能楽ワークショップ参加費1,500円
案内役:梅若紀彰(シテ⽅観世流)2019.1.11(⾦)(1)10:30〜(2)18:30〜
案内役:⼭本則重(狂⾔⽅⼤蔵流)2019.2.23(⼟)(1)14:00〜(2)16:30〜
●着付けワークショップ(全3回)2019.2.1(⾦)、7(⽊)、10(⽇)。着付けを学び、
最終⽇の午後は着物を着て横浜狂⾔堂(14:00開演)を鑑賞する。
他
施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）を有する。障害者⽤駐⾞場あり。

⽚上古道アート散歩

⽚上・炎と
アートの街プ
ロジェクト委

員会

2018/10/26 2018/10/29 岡⼭県 備前市

⽚上商店連合会の協⼒のもと、商店街の空き店舗や営業店舗の空スペースなどを活
⽤し、約23件の現代アート作品を展⽰し、多くの⽅々に来場いただき商店街に賑わ
いを戻す。アート作品のみにとどまらず、ワークショップコーナー、ストリートイ
ベント、フードコート等を実施する。今回は、・昭和の名⾞勢ぞろい・昭和のアニ
メラッピングラリーカー展⽰・リベンジ！！巨⼤ラクガキ・ストリートパフォーマ
ンスなど⼤⼈も⼦どもも⼗分楽しめるアートイベントになります。

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 佐野由
美⼦＆ロブスターコンサート

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/28 2018/10/28 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回は、総社を基盤に、県内各地
でライブ活動を展開している佐野由美⼦＆ロブスターのみなさんにより、アニメソ
ングからポップス、演歌まで⼦どもから⼤⼈まで幅広いジャンルの歌でお楽しみく
ださい。

第47回世界連邦岡⼭県児童⽣徒ポスター・作⽂
コンクール展⽰・表彰式

世界連邦岡⼭
県協議会

2018/11/13 2018/11/18 岡⼭県
岡⼭市北

区

次代を担う⻘少年に平和の尊さと⼈類の⼀員としての意識を深め、“⼈類みな家族”
“世界は1つ”の精神を培い、世界連邦について理解を深め、平和教育に資すること
を⽬的として、県内の⼩学校・中学校・⾼等学校・特別⽀援学校の児童⽣徒を対象
としたポスター・作⽂コンクールを実施し、その優秀作品を展⽰する（11/13〜
11/18）とともに、最終⽇（11⽉18⽇）に表彰式を⾏うものである。

平成30年度くまもと⽂学・歴史館秋季特別展⽰
会
「蒙古襲来絵詞と⽵崎季⻑」

くまもと⽂
学・歴史館／
熊本県⽴図書

館

2018/11/1 2018/12/17 熊本県
熊本市中

央区

今回の展⽰会は、約750年前のモンゴル帝国の来襲と戦いに参加した武⼠の実像に
迫る企画で、戦争に参加した当事者が絵で⾃らの奮闘を絵巻物にした「蒙古襲来絵
詞」（宮内庁三の丸尚蔵館所蔵）など、世界的にも珍しい⽇本の⾄宝を展⽰し、⽇
本と熊本の歴史と⽂化について広く発信する取り組みである。
展⽰会場であるくまもと⽂学・歴史館は、平成２８年にリニューアルオープンした
博物館施設で、⾞イス⽤のスロープ、出⼊⼝や障害者⽤のトイレも整備しており、
展⽰会においては障害者の⽅の⾒学に関しても要望があれば個別に対応しており、
障害者にとってのバリアを取り除く取組である。

親⼦で楽しめる絵本と⾳楽とわのわプロジェクト ジョイナス 2018/11/1 2019/3/31 宮崎県 宮崎市

障がいのある⼈もない⼈も、⼦どもも⾼齢者も共に、郷⼟の魅⼒と多様性を再発⾒
することができるような⾳楽と絵本の読み聞かせコンサートを実施する。同様に
ワークショップもあらゆる⼈たちが協⼒し、影響を与え合いながら⽇本の伝統⽂化
である着物を活⽤して「わ」をつなげていくものである。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

宮崎吟詠会公益社団法⼈⽇本詩吟学院認可５周年
記念吟道⼤会

宮崎吟詠会 2018/9/1 2019/2/28 宮崎県 延岡市

宮崎県郷⼟の偉⼈や歌⼈及び歴史的史実について、⽇本の伝統芸能である吟詠や朗
詠を通して、「構成吟」として発表し、宮崎県の魅⼒について県内外に発信しま
す。また、会場は⼀部バリアフリー化されています。
１「郷⼟の偉⼈安井息軒」：安井息軒の業績と漢詩⽂の朗詠を通して顕彰します。
２「郷⼟の歌⼈若⼭牧⽔」：若⼭牧⽔の短歌を牧⽔調や近代朗詠で発表します。
３⻄南戦争最後の決戦「和⽥越えの戦い」：⻄郷隆盛の最後の決戦を漢詩・和歌の
朗詠で発表します。

市⺠ふれあいステージ

市⺠ふれあい
ステージ企画
運営委員会

（事務局：京
都市⽂化芸術

企画課）

2018/10/6 2018/10/7 京都府 京都市

公募で選考された団体・個⼈等による多彩なステージパフォーマンスを梅⼩路公園
で実施します。今年度も，パフォーマンスコーナーを設置し，多種多様なパフォー
マンスを⾏います。
また，芝⽣広場では，リサイクル品等のフリーマーケットや各種ＰＲブース，キッ
チンカーでの飲⾷コーナーも設置します。皆様の御参加お待ちしております。

円⼭コンサート「京の旅⼈again」 京都市 2018/10/13 2018/10/13 京都府 京都市

昭和２年に開堂し，多くの⾳楽ファンに愛されてきた円⼭⾳楽堂を舞台に開催され
るフォークコンサート。
呼びかけ⼈である杉⽥⼆郎，ばんばひろふみをはじめ，加藤登紀⼦，⽊村充揮，細
坪基佳，三浦和⼈，⾟島美登⾥らが出演する。

円⼭コンサート カントリードリーム 京都市 2018/10/14 2018/10/14 京都府 京都市

昭和２年に開堂し，多くの⾳楽ファンに愛されてきた円⼭⾳楽堂を舞台に開催され
るカントリーミュージックコンサート。永冨研⼆とテネシーファイブはもちろん，
ナッシュビルからのスペシャルゲストローガンレジャーを迎える等，国内外のアー
ティストが集結する。

⽇本⽂化総合講座と⾦継ぎ体験教室

⽇本⽂化構造
学研究会＆

「漆芸舎平安
堂」

2018/10/6 2018/12/31 京都府 京都市

漆芸修復「⾦継ぎ」などを通じて、⽇本⽂化の魅⼒を発信します。伝統⼯芸である
漆芸修復の体験・教室、⽇本⽂化講座を兼ねて開催。
⽂化財修復に不可⽋な漆芸技法は、クールジャパンとして世界が注⽬する京都⽂化
であり、すでに海外からの来店も増加しています。本講座・体験教室は、漆芸修復
を主に、⽇本⽂化構造学研究会の著書を活⽤し、漆芸修復以外の⽇本⽂化や、伝統
的芸術、⼯芸、花、建築など、多様な⽇本⽂化を総合的に伝えます。
「英⽂の⽂化観光情報誌の掲載記事」や「⽇英⽂によるオリジナルの紹介資料」も
準備。
京都から世界に⽇本⽂化を発信していきます。

⽇本⽂化と「漆芸修復」⾦継ぎ解説（修復ご相談
対応）

⽇本⽂化構造
学研究会＆

「漆芸舎平安
堂」

2018/10/5 2018/10/6 東京都 ⽂京区

特別期間限定開催
期間中各⽉第１週⽬⾦曜⽇１７：００〜２０：０0⼟曜⽇１０：００〜１７：００
予定⽇
2018年10⽉5⽇(⾦)6⽇(⼟)、11⽉2⽇(⾦)3⽇(⼟)、12⽉7⽇(⾦)8⽇(⼟)
2019年2⽉1⽇(⾦)2⽇(⼟)、3⽉1⽇(⾦)2⽇(⼟)
漆芸修復「⾦継ぎ」などを通じて、⽇本⽂化の魅⼒を発信します。⽇本⽂化と伝統
⼯芸である漆芸修復を解説や修復事例などご紹介します。⽂化財修復に不可⽋な漆
芸技法は、クールジャパンとして世界が注⽬する京都⽂化であり、すでに海外から
の来店も増加しています。本講座・体験教室は、漆芸修復を主に、⽇本⽂化構造学
研究会の著書を活⽤し、漆芸修復以外の⽇本⽂化や、伝統的芸術、⼯芸、花、建築
など、多様な⽇本⽂化を総合的に伝えます。
「英⽂の⽂化観光情報誌の掲載記事」や「⽇英⽂によるオリジナルの紹介資料」も
準備。
京都や東京から世界に⽇本⽂化を発信していきます。

⽇本⽂化「漆芸修復」⾦継ぎ【常設】（修復ご相
談対応）

⽇本⽂化構造
学研究会＆

「漆芸舎平安
堂」

2018/10/7 2018/10/31 東京都 中央区

漆芸修復「⾦継ぎ」などを通じて、⽇本⽂化の魅⼒を発信します。
⽇本⽂化と伝統⼯芸である漆芸修復を解説や修復事例などご紹介します。
⽂化財修復に不可⽋な漆芸技法は、クールジャパンとして世界が注⽬する京都⽂化
であり、すでに海外からの来店も増加しています。本講座・体験教室は、漆芸修復
を主に、⽇本⽂化構造学研究会の著書を活⽤し、漆芸修復以外の⽇本⽂化や、伝統
的芸術、⼯芸、花、建築など、多様な⽇本⽂化を総合的に伝えます。
「英⽂の⽂化観光情報誌の掲載記事」や「⽇英⽂によるオリジナルの紹介資料」も
準備しており、京都から世界に⽇本⽂化を発信していきます。

京都アートラウンジ

京都府、
ARTISTSʼ 

FAIR KYOTO
実⾏委員会

2018/11/1 2019/3/2 京都府 京都市

京都府内の芸術家が活躍できる場を増やす、アーティストと企業経営者との交流
会。
年間4,000名の卒業⽣を輩出する京都の地で、アーティストの活動⽀援に関⼼を持
つ企業経営者等とのマッチングを図るもの。企業経営者等による作品購⼊から制作
⽀援、アーティストの企業事業への参加まで、幅広くアーティストが作品の対価を
得られる活動環境を拡げることを⽬的とする。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

安養寺蝋燭能 ⼗周年記念能 〜丹後から能楽師
プロジェクト〜

たんたんのう
のう会

2018/10/27 2018/10/27 京都府 京丹後市

⽇本の舞台芸能を代表する「能楽」を、丹後・但⾺（近畿北部地域）に普及させる
こと、次世代の⽅々に興味関⼼を⾼めてもらいこの芸能を継承してもらうことを⽬
的に始めた「安養寺蝋燭能」が10回⽬の節⽬を迎えたことを記念して記念能を開
催。今回は観世喜正⽒に地元⼩学⽣に対して特別稽古をしてもらい、仕舞発表（5
名）と、能「邯鄲（かんたん）」の⼦⽅（2名）として出演する。また、邯鄲は中
国の故事を題材にした能であるので、導⼊として⼆胡の演奏を楽しんでいただく企
画となっています。会場の特徴として、お寺の本堂における「蝋燭能」という形式
なので、幽⽞の世界を存分に味わってもらうとともに⼀般の能楽堂よりも近い距離
での鑑賞であるため、その臨場感は特別なものがあります。来場に交通がやや不便
であるが、そこも含めて”⾮⽇常”を味わっていただくこともこの企画の特徴となっ
ています。

留学⽣の⽇
京都国⽴博物

館
2018/11/3 2018/11/3 京都府 京都市

京都国⽴博物館では、留学⽣の⽅々に⽇本⽂化への理解を深めていただくため、
「留学⽣の⽇」を設けています。
本年は、特別展「京のかたな匠のわざと雅のこころ」が割引になるほか、⼊館時に
当館公式キャラクター「トラりん」のノベルティ・セットをプレゼントいたしま
す。
作品キャプション及び⾳声ガイドは英語、中国語、韓国語に対応しているので、⾔
語の壁をこえて展覧会をお楽しみいただけます。
【特別展「京のかたな匠のわざと雅のこころ」】
王城の地・京都では、平安時代から近代にいたるまで、多くの⼑⼯が⼯房を構え、
多くの名⼑を⽣み出してきました。これら京都で製作された⼑剣は、常に⽇本⼑最
上位の格式を誇り、公家、武家を問わず珍重され、とりわけ江⼾時代以降は武家の
表道具として、⼤名間の贈答品の筆頭として取り扱われました。
本展では、現存する京都＝⼭城系鍛冶の作品のうち、国宝指定作品のほぼすべて
と、著名⼑⼯の代表作を中⼼に展⽰し、平安時代から平成にいたる⼭城鍛冶の技術
系譜と、⼑剣⽂化に与えた影響を探ります。また、武家⽂化だけでなく、公家・町
衆を含めた京⽂化の中で、⼑⼯たちが果たした役割に迫ります

第10回神奈川県障害者⽂化・芸術祭
神奈川県（障
害福祉課）

2018/12/15 2018/12/16 神奈川県 相模原市

障がい者の⽂化・芸術活動の促進と技術の向上や、⽂化・芸術活動を通じた地域社
会との交流により、障がい者の積極的な社会参加を推進するとともに、地域の障が
い者の⽂化芸術活動の振興を図ることを⽬的として、写真・書道・⼿芸・⼯作・絵
画等の展⽰及びダンスなどのサークル活動を⾏っている団体の発表を⾏う。

桐棚学園⼤学卒業⽣による第33回新⼈演奏会 名古屋桐棚会 2019/3/30 2019/3/30 愛知県
名古屋市

中区

名古屋桐朋会では東海地⽅出⾝の桐朋学園卒業⽣による新⼈演奏会を名古屋の電気
⽂化会館で実施します。演奏会は⼤学で学び成⻑した卒業⽣の姿を皆様に披露する
絶好の機会となるとともに、クラッシック⾳楽が定着され始めた⽇本の⾳楽⽂化の
創造と発展に繋げています。今回の演奏内容は、出演者によるフルート、チェロ、
ヴァイオリン、ピアノ、クラリネットの楽器による独奏を鑑賞していただきます。
会場では、⾝障者⽤トイレ、駐⾞場、客席には⾞椅⼦スペースが設けられており、
障害のある⽅もない⽅も、誰もが⾝近に⾳楽の楽しさに触れ、演奏者と観客が時間
の共有できる場となります。

第２６回閑輝会展 閑輝会 2018/12/26 2019/1/6 愛知県
名古屋市

東区

⽇本古来より⽇本画の画材のひとつである岩絵具を使い、主として⽇本の⾵⼟、情
景と感受性豊かに表現した絵画を制作・展⽰する。本展覧会では７０点〜８０点を
展⽰するとともに、優秀作品を表彰します。
会場には、エレベータ－、スロープが設置されバリアフリーに対応しており、この
展覧会を鑑賞していただく⽅に⽇本画の素晴らしいさを共感していただきます。

平成３１年瀬⼾市消防出初式 瀬⼾市 2019/1/13 2019/1/13 愛知県 瀬⼾市

瀬⼾市消防出初式は、１⽉初旬に瀬⼾市内の消防関係機関が参加し、市⻑や市⺠に
消防の設備や技術を披露する⾏事を開催する。厳格な式典に始まり、消防関係機関
や消防団、消防職員、消防⾞両が瀬⼾川沿いを⾏進する分列⾏進が⾏われ、最後
に、古くから代々受け継がれている消防団による伝統的な「はしご乗り演技」と
「⼀⻫放⽔」が⾏われます。
会場は名鉄尾張瀬⼾駅周辺で催され、障害者⽤駐⾞スペースの設置、⼿話通訳によ
る式典解説など、障害者の⽅にも楽しく理解しやすいようご観覧いただけるよう配
慮しています。

北⽂化⼩劇場施設事業 芸どころ名古屋公演 狂
う SCANDAL

公益社団法⼈ 
名古屋市⽂化
振興事業団

2019/1/19 2019/1/19 愛知県
名古屋市

北区

⽇本の伝統芸能である⽇本舞踊、雅楽、⻑唄、箏曲の総⼒を結集させて創り上げる
舞台公演。愛に狂う「⼥性」をテーマに、恋愛の先に⽣まれる⼥性の執念や情念、
哀愁や儚さを各ジャンルで表現する。地元名古屋を代表とする4⼈の実演家、⽇本
舞踊・五條美佳園、雅楽・柴垣治樹、⻑唄・杵屋六春、箏曲・岡崎美奈江が様々な
⼥性像を描く。
会場は、芝居⼩屋の雰囲気も感じられる⽇本でも数少ない本花道や枡席を備えた⼩
劇場となっており伝統芸能を思う存分堪能していただける空間となっている。ま
た、⾞椅⼦スペースも⽤意している他、障がい者⼿帳等をお持ちの⽅は、ご本⼈と
付添の⽅1⼈まで割引料⾦でお求めいただけるように料⾦を設定する。
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場所

（県）
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（市区町村）
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歌謡フェスタ
全国詩曲⾳楽

連盟
2019/5/9 2019/5/9 愛知県

名古屋市
中区

名古屋市の⽇本特殊陶業市⺠会館（ビレッジホール）に於いて、「歌謡フェスタ」
全国⼤会を開催します。今回の歌謡フェスタは、⼩⾦沢昇司、服部浩⼦をメインゲ
スト歌⼿として迎え、地元歌⼿襲名と全国の⼀般歌唱者によるイベントで、愛知県
及び全国の皆さんに向けて、歌の楽しさ等、歌の⼒で、笑顔と元気と健康の⼀助に
なることを⽬的としています。
会場は、スロープや⾞椅⼦スペースを設けてバリアフリーに対応しており、⾝障者
及び福祉関係者を無料招待し、歌の魅⼒を楽しんでいただきます。

プランタン管弦楽団第18回定期演奏会
プランタン管

弦楽団
2019/6/9 2019/6/9 愛知県

名古屋市
東区

クラシック⾳楽の演奏を開催する。今回は邦⼈作曲家も取組み、芥川也⼨志作曲：
交響管弦楽のための⾳楽、ベートーヴェン作曲：交響曲第1番、ブラームス作曲：
交響曲第3番の３曲を演奏する。
障害者に配慮しているスロープ、点字ブロック、⾞椅⼦スペースなどが完備されて
おり、外国⼈にも安⼼して演奏会を楽しんでもらうよう来場者の案内誘導など、通
訳ができるスタッフを配置している会場で開催する。

平成３１年 ⼀宮市消防出初式 ⼀宮市 2019/1/6 2019/1/6 愛知県 ⼀宮市

出初式では⼀⻫放⽔、消防⾞両や徒歩部隊の分列⾏進、消防団員から編成された
ラッパ隊の演奏や消防職員が⾏う「平成予防太⿎」という名の和太⿎演奏の他、江
⼾時代から⽕消しの⼼意気を⽰す儀式として伝統的に引き継がれている階梯演技を
消防職員が披露します。
会場は、多⽬的グランドとなり広い敷地で開催しており、障害者の専⽤駐⾞スペー
スを設けるなど⾼齢者や障害者の⽅、幼いお⼦様をお連れの⽅に配慮します。

華道家元 池坊 名古屋⽀部花展
華道家元池坊 
名古屋⽀部

2019/1/25 2019/1/28 愛知県
名古屋市

中区

⽇本⽂化の原点である、おもてなしの⼼を花で表現し、花が与えてくれる⼒と癒し
を⽼若男⼥に御鑑賞していただくイベントであります。展⽰作品は、⾼校⽣から８
０歳代までの⽀部会員による⽴花、⽣花、⾃由花の3つのスタイルのいけばなの多
様な魅⼒ををわかりやすく展⽰します。
会場は、エレベーター、⾝障者トイレなどが設置されて、バリアフリー対応してお
り、⾞椅⼦での鑑賞もできます。

⽝⼭からくり町巡り
⽝⼭祭企画委

員会
2018/10/27 2018/10/28 愛知県 ⽝⼭市

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年東京オリンピック・
パラリンピック競技⼤会への関⼼を⾼め、同時に伝統⽂化の活性化を図る。英語版
のリーフレットを⽤意し、名古屋圏内の⼤学の国際交流センター等への配布を通じ
て外国⼈の来訪を促し、⽇本⽂化の魅⼒発信に繋げるためのPRを展開中。
※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。⽝⼭では地域住⺠が⽝⼭祭
（ユネスコ無形⽂化遺産・国重要無形⺠俗⽂化財）を通じて⽣活の中でからくり⽂
化を継承している。

第36回 中道書き初め展
公益財団法⼈ 

晴嵐館
2019/2/2 2019/2/2 愛知県 江南市

中道書き初め展は、幼年から⾼校⽣までを対象とし、教育基本法ならびに学習指導
要領に準拠し、我が国特有の伝統⽂化である書き初めを通じて⽣きる⼒、豊かな⼼
の育成を⽬指す。また、応募された優秀な作品・⽣徒を顕彰することで学⽣の書道
技能ならびに指導者の指導技術向上をはかり、学校書写書道教育の発展を⽬的とし
ている。
作品を広く⼀般公開することで、観覧者の啓蒙と創造性豊かな感性を養う⼀助と
なっており、障害者の⽅にも観覧していただけるよう、バリアフリー対応の展⽰会
場を利⽤している。

第１8回やまなし県⺠⽂化祭 ⺠謡⺠舞フェス
ティバル

⼭梨県 2018/10/14 2018/10/14 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、⺠謡⺠舞
フェスティバルを開催します。このフェスティバルは、伝統⾳楽である⺠謡⺠舞の
分野において、担い⼿育成や⺠謡⺠舞活動の活性化を促すとともに、⺠謡⺠舞の素
晴らしさを共有し、⽇本⽂化の魅⼒を発信する事業です。会場はバリアフリーの会
場を使⽤し、誰もが楽しめるイベントを作り上げます。

第１8回やまなし県⺠⽂化祭 邦楽部⾨公演会 ⼭梨県 2018/10/21 2018/10/21 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、誰もが楽しめるイベントを作り上げます。
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⼭梨学講座 Ｍade in やまなし ⼭梨県 2018/11/21 2019/1/25 ⼭梨県 甲府市

⼭梨県内の特産品の「ミネラルウォーター」「やまなしジビエ」「甲斐サーモン
レッド」「甲州ワイン」について学ぶことにより理解を深め、県内の経済の活性化
を図るとともに、その魅⼒を実感し、郷⼟愛の醸成を図ることを⽬的としていま
す。また、実際に試⾷・試飲を⾏い、魅⼒を再認識する機会とします。
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。

第14回あさひ寄席 旭市 2019/2/11 2019/2/11 千葉県 旭市

毎年恒例の「あさひ寄席」は今年で14回⽬を迎える。今回は、落語、漫談、太神楽
などのプロフェッショナルが集結し、⽇本の伝統⽂化の多彩な魅⼒を存分にご堪能
できる公演となっている。会場施設は、バリアフリー対応で⾞いすをご利⽤の⽅に
も安⼼してご来場いただける。また、障害者⽤の駐⾞スペースにも配慮している。

楽しい和
特定⾮営利活
動法⼈BOSO

2019/2/17 2019/2/17 千葉県 千葉市

2020年を⾒据え、様々な場⾯でグローバル化が話題となる中、⽇本⼈として⾃国
の⽂化を知りそれを世界に発信していくことはとても⼤切なことである。今回は、
多少⾒聞きしながらも実際に⼿に触れたり演奏したことのない和楽器の演奏や、浴
⾐の着⽅などを体験する場を提供する。
会場には英語対応可能なスタッフを置き、チラシ等も英語版を⽤意するなど外語の
お客様も楽しめるようになっている。また、スロープやエレベーターが設置されて
おり、⾞椅⼦でも来場しやすい環境となっている。

いすみ市短歌⼤会
いすみ市短歌
⼤会実⾏委員

会
2019/2/17 2019/2/17 千葉県 いすみ市

いすみ市は、東に太平洋を望み、⻄には房総丘陵にむかって⻑閑な⽥園地帯がひら
け、その中央を夷隅川が蛇⾏を繰りかえしながら⼤海に向かい流れており、海・
⼭・川に囲まれた⾵光明媚な⽥園都市である。この⾃然や⾵景、⾵物を求めて、古
くから多くの⽂⼈墨客が当地を訪れ、とりわけ近代短歌の巨匠たちが数多くの名家
を遺しており、また、当地からも多くの歌⼈が輩出されている。このような⽂化資
産を、市⺠とともに広く後世に伝えていくこと、市内児童・⽣徒の歌⼼を育み伸ば
していくこと、そして市内外の短歌⼈の創作と交流の場を広げ深め、⽂化の⾹り⾼
いいすみ市づくりに寄与することを⽬的に短歌⼤会を開催する。
なお、会場は多機能トイレ、スロープなどバリアフリーである。

（公社）こだま⻘年会議所50周年記念事業
こだま芸術祭〜郷⼟の⾃然とアートの共演〜
（本庄市会場）

公益社団法⼈
こだま⻘年会

議所
2018/11/2 2018/11/18 埼⽟県 本庄市

「地域に魅⼒を与える「ヒト」を増やす」「芸術に触れる機会の創出」「地域をひ
とつ」を⽬的に、こだま芸術祭を開催します。街の歴史、伝統、偉⼈に関する作品
を制作・展⽰します。また、地元企業・まちづくり団体・アーティストが出店し
て、体験活動や物品販売を⾏う「ワークショップブース」、地元飲⾷店が出店して
地元名物をふるまう「飲⾷ブース」を設けます。会場は、⼀部の施設・野外を除き
バリアフリーです。バリアフリー⾮対応の施設については、⾞いすの⽅も参加でき
るよう動線を配慮いたします。

（公社）こだま⻘年会議所50周年記念事業
こだま芸術祭〜郷⼟の⾃然とアートの共演〜
（旧児⽟町会場）

公益社団法⼈
こだま⻘年会

議所
2018/11/2 2018/11/18 埼⽟県 本庄市

「地域に魅⼒を与える「ヒト」を増やす」「芸術に触れる機会の創出」「地域をひ
とつ」を⽬的に、こだま芸術祭を開催します。街の歴史、伝統、偉⼈に関する作品
を制作・展⽰します。また、地元企業・まちづくり団体・アーティストが出店し
て、体験活動や物品販売を⾏う「ワークショップブース」、地元飲⾷店が出店して
地元名物をふるまう「飲⾷ブース」を設けます。会場は、⼀部の施設・野外を除き
バリアフリーです。バリアフリー⾮対応の施設については、⾞いすの⽅も参加でき
るよう動線を配慮いたします。

（公社）こだま⻘年会議所50周年記念事業
こだま芸術祭〜郷⼟の⾃然とアートの共演〜
（美⾥町会場）

公益社団法⼈
こだま⻘年会

議所
2018/11/2 2018/11/18 埼⽟県 美⾥町

「地域に魅⼒を与える「ヒト」を増やす」「芸術に触れる機会の創出」「地域をひ
とつ」を⽬的に、こだま芸術祭を開催します。街の歴史、伝統、偉⼈に関する作品
を制作・展⽰します。また、地元企業・まちづくり団体・アーティストが出店し
て、体験活動や物品販売を⾏う「ワークショップブース」、地元飲⾷店が出店して
地元名物をふるまう「飲⾷ブース」を設けます。会場は、⼀部の施設・野外を除き
バリアフリーです。バリアフリー⾮対応の施設については、⾞いすの⽅も参加でき
るよう動線を配慮いたします。

（公社）こだま⻘年会議所50周年記念事業
こだま芸術祭〜郷⼟の⾃然とアートの共演〜
（神川町会場）

公益社団法⼈
こだま⻘年会

議所
2018/11/2 2018/11/18 埼⽟県 神川町

「地域に魅⼒を与える「ヒト」を増やす」「芸術に触れる機会の創出」「地域をひ
とつ」を⽬的に、こだま芸術祭を開催します。街の歴史、伝統、偉⼈に関する作品
を制作・展⽰します。また、地元企業・まちづくり団体・アーティストが出店し
て、体験活動や物品販売を⾏う「ワークショップブース」、地元飲⾷店が出店して
地元名物をふるまう「飲⾷ブース」を設けます。会場は、⼀部の施設・野外を除き
バリアフリーです。バリアフリー⾮対応の施設については、⾞いすの⽅も参加でき
るよう動線を配慮いたします。
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（公社）こだま⻘年会議所50周年記念事業
こだま芸術祭〜郷⼟の⾃然とアートの共演〜
（上⾥町会場）

公益社団法⼈
こだま⻘年会

議所
2018/11/10 2018/11/10 埼⽟県 上⾥町

「地域に魅⼒を与える「ヒト」を増やす」「芸術に触れる機会の創出」「地域をひ
とつ」を⽬的に、こだま芸術祭を開催します。街の歴史、伝統、偉⼈に関する作品
を制作・展⽰します。また、地元企業・まちづくり団体・アーティストが出店し
て、体験活動や物品販売を⾏う「ワークショップブース」、地元飲⾷店が出店して
地元名物をふるまう「飲⾷ブース」を設けます。会場は、⼀部の施設・野外を除き
バリアフリーです。バリアフリー⾮対応の施設については、⾞いすの⽅も参加でき
るよう動線を配慮いたします。

2018アクアレッロ11⼈展 世界を駆ける⽔彩画
家たちによる巡回展

Gallery エル・
ポエタ

2018/11/7 2018/11/13 埼⽟県
さいたま
市⼤宮区

2018秋アクアレッロ11⼈展・世界を駆ける⽔彩画家たちによるグループ展・国際
⽔彩連盟⽇本⽀部主催
2018年11⽉7⽇(⽔)〜11⽉13⽇(⽕)open10:30-17:30、ワークショップ開催⽇
12⽇(⽉)13:30〜
出品作家：⼩野⽉世、佐橋井久⼦、⻲崎敏郎、星野敬⼦、松林淳、村⽥旭(⽇本)、
アミット・カプール(インド)、ジョージ・ポリティス(ギリシャ)、セルゲイ・テル
メフ(ロシア)、ロベルト・アンドレオーリ(イタリア)、トーマス・シャレール(アメ
リカ)

ぞうれっしゃ70周年つながりコンサート・さい
たま

「ぞうれっ
しゃがやって
きた」を歌う

合唱団

2019/6/16 2019/6/16 埼⽟県
さいたま
市浦和区

70年前に戦争の中、東⼭動物園の⽣き残ったぞうを⾒るために、各地から⼦どもた
ちを乗せたぞう列⾞が⾛ったいう実話をもとにした⼤⼈と⼦どもで歌う合唱構成を
通して、平和への願い、世代間の交流を⽬的に、コンサートを⾏います。1部は、
市⺠とともに、合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」の演奏。2部は埼⽟合唱
団。3部は世界の⼦どもたちをゲストに迎え、⾳楽を通して、⽇本の⼦どもたちや
障害者、外国の皆さんと創るコンサートにする予定です。

げんきプラザフェスティバル
埼⽟県⽴加須
げんきプラザ

2018/11/11 2018/11/11 埼⽟県 加須市

加須げんきプラザは社会体験施設として様々な活動にご利⽤いただいています。今
回、多くの団体の協⼒をいただき、フェスティバルを実施します。「体験」とし
て、テニス教室やインラインスケート体験、アクセサリー・勾⽟作りなどを⾏えま
す。「発表」として、和太⿎やダンス、中学校の吹奏楽部の演奏や、アイドルグ
ループ川越クリアーズのライブなどを⾏います。「展⽰」として、陶芸作品や⽣け
花、絵画などを予定しています。その他にも屋台での⾷事販売もあります。初めて
げんきプラザを訪れる⽅でも楽しめるイベント盛りだくさんですので、この機会に
ぜひお越しください。なお、体験は⼀部有料です。バリアフリー対応の施設ですの
で、⾞椅⼦の⽅もご利⽤いただけます。

第23回吉川市⺠⽂化祭

吉川市⺠⽂化
祭実⾏委員

会、吉川市、
吉川市教育委

員会

2018/11/3 2018/11/4 埼⽟県 吉川市
「⽂化の環〜未来につなぐ市⺠の絆〜」をテーマに掲げ、舞踊や詩吟、書道、⽣け
花、茶道など、市⺠が⽇ごろの⽂化活動の成果を発表する場です。会場はバリアフ
リー対応で、⾞いすでの観覧も可能です。

（仮称）ＫＦＰプレミアムコンサート
公益財団法⼈
川越市施設管

理公社
2019/3/8 2019/3/8 埼⽟県 川越市

市⺠に良質の⾳楽を提供するため、ウェスタ川越で、川越市受託事業公開オーディ
ション合格者及びＫＦＰアーツ登録者によるコンサートを開催し、⽂化の振興を図
ることを⽬的とする。ウェスタ川越は、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。

さいたま国際芸術祭2020
さいたま国際
芸術祭実⾏委

員会
2020/3/14 2020/5/17 埼⽟県

さいたま
市

国内外の⼀流・新進のアーティストによる最先端の作品・プロジェクトを展開する
ほか、さいたま市の歴史資源や⽂化資源である盆栽、漫画、⼈形、鉄道などを取り
⼊れた新しい視点からの現代的な作品やプロジェクトを展開します。また、「共に
つくる、参加する」という市⺠参加型の芸術祭として、市⺠が主体となって参加で
きるバリエーションに富んだ機会と場を提供するほか、国内外のアーティストと地
域や来訪者の交流を促進し、にぎわいを創出する各種イベントを実施します。芸術
祭の開催にあたっては、WEBサイトで外国語による情報発信を⾏うほか、作品の解
説を外国語で表⽰するなど国内外からの来場者に対応します。

第37回埼⽟県中央書道展覧会
埼⽟県中央書

道⼈連盟
2019/2/1 2019/2/6 埼⽟県 上尾市

県中央書道⼈連盟として⼀年に⼀度開催の書道展。書作品の発表で⼀般に公募。優
秀作品には知事賞、市⻑賞など表彰するかたちをとっている。会場はバリアフリー
対応となっている。
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場所

（県）
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（市区町村）
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遠⼭邸の調度と漆器
公益財団法⼈
遠⼭記念館

2018/10/23 2018/12/9 埼⽟県 川島町

遠⼭記念館は、埼⽟県⽐企郡川島町の出⾝で、⽇興證券（現SMBC⽇興証券）の創
⽴者遠⼭元⼀（とおやまげんいち1890年〜1972年）の遺志により創⽴した美術館
です。登録有形⽂化財である建造物の保存・公開、及び重要⽂化財6点を含む美
術・⼯芸に関する資料の公開を⾏っています。旧遠⼭家住宅は平成30年に国の重要
⽂化財に指定されました。このたび、当館創設者である遠⼭元⼀が蒐集した、遠⼭
邸の調度や⼯芸品を展⽰いたします。その中には現在重要⽂化財に指定されている
中世蒔絵の名作「秋野蒔絵⼿箱」、豊⾂秀吉献上品を精巧に写したとされる「蔦の
細道蒔絵⽂台硯箱」など、美術史上極めて価値の⾼い作品も含まれます。また元⼀
は昭和11年の遠⼭邸竣⼯に際し、当時の東京を代表する指物師であった前⽥南⻫
に、30点近くの調度品を発注しています。この南⻫をはじめ、昭和時代の⼯芸家の
優れた作品も、遠⼭コレクションの重要な構成要素となっています。美術館リ
ニューアル後のコレクション名品選の3弾として、これら漆器の名品を含む調度品
を⼀堂に会して展⽰いたします。⾞椅⼦の⽅も御覧いただけます。⾞椅⼦の御⽤意
もあります。（数に限りあります）

遠⼭邸⼆階公開⽇
公益財団法⼈
遠⼭記念館

2018/10/27 2018/11/23 埼⽟県 川島町
重要⽂化財「旧遠⼭家住宅（遠⼭邸）」の、普段は⾮公開の邸宅2階の洋間と座敷
を特別公開いたします。⾞椅⼦の⽅も御覧いただけます。⾞椅⼦の御⽤意もありま
す。（数に限りあります）

⼿回し蓄⾳機によるSPレコード鑑賞会
公益財団法⼈
遠⼭記念館

2018/11/3 2018/11/3 埼⽟県 川島町

SPレコードは、20世紀初頭から⼀世を⾵靡したが、やがてLPレコードの出現に
よって姿を消した。しかし、当時の名演奏家・名指揮者の演奏は、SPレコードでし
か聴くことはできない。貴重な記録の中から、歌曲、童謡、唱歌などを⼿回し蓄⾳
機で楽しめる。当⽇は、⼿持ちのSPレコードの⾶び⼊り再⽣も受付けております。
⾞椅⼦の⽅も御覧いただけます。⾞椅⼦の御⽤意もあります。（数に限りありま
す）

平成３０年度「ふるさと群⾺のたからもの」⽂化
財の絵コンクール ⼊賞作品の展⽰

群⾺県教育委
員会

2018/11/3 2018/11/18 群⾺県 前橋市

群⾺県教育委員会では、児童⽣徒が⾃分たちの周囲にある⽂化財に気づき、⾝近な
ものとして興味関⼼をもってもらうために「ふるさと群⾺のたからもの」⽂化財の
絵コンクールを実施し、群⾺県内にある指定⽂化財等を題材にした絵画を募集し
た。その⼊賞作品（最優秀賞⼩学⽣の部１点・中学⽣の部１点、優秀賞⼩・中学⽣
の部８点、奨励賞⼩・中学⽣の部１６点）を展⽰する。

平成30年度茨城県芸術祭いけばな展
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/6 2018/10/9 茨城県 ⽔⼾市

⽇本の伝統⽂化である華道13流派（池坊，草⽉流，⼩原流，⿓⽣派，花芸安達流，
専⼼池坊，広⼭流，古流松應会，勅使河原和⾵会，古流松藤会，古流松ノ会，錦城
古流，松泉古流）によるいけばな展を開催する。なお，本いけばな展はバリアフ
リー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭合唱演奏会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/14 2018/10/14 茨城県 ⽯岡市

県南地区在住者，勤務者及び通学者で構成されている単⼀合唱グループによる演奏
と合同演奏を⾏う。合唱演奏会を開催し，広く県⺠の合唱に対する理解と関⼼を深
めると共に，豊かな情操を培い本県芸術⽂化の振興と向上をはかる。なお，本合唱
演奏会はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭オーケストラⅣ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/14 2018/10/14 茨城県 つくば市

県南地区の⾳楽⽂化の向上をめざし，演奏と鑑賞の機会を提供して，相互の⽔準を
⾼め，また県内のすぐれた⽂化の拡散をはかることを⽬的に，つくば学園都市オー
ケストラによる演奏会を実施する。なお，本演奏会はバリアフリー対応の会場で開
催する。

平成30年度茨城県芸術祭能楽⼤会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/14 2018/10/14 茨城県

ひたちな
か市

茨城県内における能楽各流各会派の相互の研鑽と交流を通じて，能楽の普及発展を
図り，もって伝統⽂化を継承し，県⺠⽂化の向上に資することを⽬的に実施する。
なお，本⼤会はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭茶会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/20 2018/10/21 茨城県 ⽔⼾市 県内で活動する6流派（表千家，裏千家，表千家不⽩流，⽯州流，遠州流，煎茶東

阿部流）が1⽇3席開席する。なお，本茶会はバリアフリー対応の会場で開催する。

平成30年度茨城県芸術祭各流⽇本舞踊⼤会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/21 2018/10/21 茨城県 ⽔⼾市

県内の⽇本舞踊家が⼀堂に会し，各流⽇本舞踊⼤会を開催し，⽇本舞踊の鑑賞の機
会を提供することにより，本県における⽇本古来の伝統芸能の普及発展と芸術⽂化
の振興に寄与する。なお，本⼤会はバリアフリー対応の会場で開催する。
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平成30年度茨城県芸術祭⺠謡⺠舞⼤会Ⅰ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/21 2018/10/21 茨城県 ⼤洗町

県内在住の⺠謡及び⺠舞の愛好団体ならびに愛好者により，郷⼟⺠謡及び⺠舞を主
体とした各地⽅の⺠謡⺠舞を発表する。なお，本⼤会はバリアフリー対応の会場で
開催する。

平成30年度茨城県芸術祭⺠謡⺠舞⼤会Ⅱ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/21 2018/10/21 茨城県 那珂市 郷⼟の⺠謡・⺠舞をはじめ全国各地の⺠謡・⺠舞器楽合奏等の発表をする。なお，

本⼤会はバリアフリー対応の会場で開催する。

明治150年記念講演会「現代に⽣きる『明治維新
と⽔⼾』」

茨城県営業戦
略部観光物産

課
2018/10/21 2018/10/21 茨城県 ⽔⼾市

平成30年は,「明治維新」から150年の節⽬の年にあたり,全国的に明治維新に係る
歴史の振り返りや観光資源としての活⽤がなされているところです。
こうした機運と併せて，本県においても県内の歴史的資源を広く県内外に発信する
ため，アメリカで明治維新期における⽔⼾について研究しているマイケル・ソント
ン⽒にご講演いただくとともに，観光⾯での歴史的資源の活⽤についてパネルディ
スカッションを実施いたします。
なお，本講演は，バリアフリー対応の会場で実施します。

明治150年記念講演会「板⾕波⼭〜陶芸とその⽣
涯〜」

茨城県営業戦
略部観光物産

課
2018/10/31 2018/10/31 茨城県 筑⻄市

平成30年は,「明治維新」から150年の節⽬の年にあたり,全国的に明治維新に係る
歴史の振り返りや観光資源としての活⽤がなされているところです。
こうした機運と併せて，県内の歴史的資源を広く県内外に発信する⼈材を育成する
ため，茨城県名誉県⺠である⽇本近代陶芸の巨匠「板⾕波⼭」をテーマに講演会を
開催いたします。
なお，本講演は，バリアフリー対応の会場で実施します。

続「おもてなし講座」
茨城県営業戦
略部観光物産

課
2018/10/23 2018/12/19 茨城県 ⽔⼾市

茨城県では，県⺠が⼀体となって，「おもてなし⽇本⼀」を⽬指し，平成26年11
⽉に「いばらき観光おもてなし推進条例」を施⾏しました。「いばらき観光マイス
ター」制度とは，条例を踏まえ，県⺠⼀⼈ひとりの観光知識や接遇スキルの向上を
図るため，試験を実施した上で、県が「いばらき観光マイスター」を認定する制度
です。本講座では，いばらき観光マイスターS級がより良い“おもてなし”の⽅法、
魅⼒発信の秘訣を伝授いたします。なお，本講座は，バリアフリー対応の会場で実
施します。

フランス⽂化講座
茨城県県⺠⽣
活環境部国際

交流課
2018/10/16 2019/1/8 茨城県 ⽔⼾市

フランス⼈の国際交流員を講師として，フランスの昔話・映画・芸術，パリの歴史
など，様々な切り⼝からフランスの⽂化を紹介します。参加者の皆さんとリラック
スした雰囲気で楽しくディスカッションをしながら，⽇仏の相互理解を促進するた
めの講座として開催します。旅⾏や書物からではなかなか知り得ないフランス⽂化
に触れることができます。
なお，本講座は，バリアフリー対応の会場で実施します。

北海道知事杯争奪囲碁⼤会
北海道囲碁普

及会
2018/11/3 2018/11/3 北海道 函館市

⽇本での囲碁愛好者の減少という状況を打開し、囲碁の普及及び囲碁⽂化の発展に
寄与することを⽬的に、⽇本棋院より棋⼠を招き、囲碁の基本的なルールの指導や
対局指導を実施し、囲碁の楽しさ・奥深さを体験してもらう。特に⼦どもたちへの
指導に取り組み、より多くの囲碁愛好者を育成する。
会場では、⾞いすの⽅も参加できるようスタッフを配置するなど、体制を整えてい
る。

第70回アサヒ北海道写真展
全⽇本写真連
盟北海道本部

2019/4/10 2019/4/14 北海道 札幌市

写真⽂化の発展と会員の親睦を図り、写真を通じて社会に貢献する。⼀年間の写真
⽂化活動の集⼤成として公募、会員及び中学・⾼校⽣から⼀般まで写真愛好者が北
海道の⾃然、観光、スポーツのほか⽇常⽣活、社会現象、産業などを表現した⾃由
な作品を応募し、写真展を開催する。また、会場はバリアフリーに対応した施設で
あり、⾞いすの⽅が写真を鑑賞できるよう、通路幅を確保するなど障害のある⽅も
参加できる体制を整えている。

⺠族共⽣象徴空間開設ＰＲキャラバン（福岡） 北海道 2018/10/7 2018/10/8 福岡県 福岡市

⽩⽼町に開設される「⺠族共⽣象徴空間」の2020年４⽉24⽇の⼀般公開に向け、
開設機運の醸成を図るとともに象徴空間への誘客促進に繋げるため、⺠族共⽣象徴
空間の開設ＰＲやアイヌ⽂化の発信イベントを実施する。
会場では、⾞いすなど障がいのある⽅が来場されても参加できるよう、スタッフを
配置するなどの体制を整えている。
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第32回舎⼈地域学習センター ふれあいまつり
舎⼈地域学習

センター
2018/11/11 2018/11/11 東京都 ⾜⽴区

舎⼈地域学習センターふれあいまつりでは、⽇頃活動されている登録団体の皆様に
よる作品の展⽰、発表、体育館では、体験、フリマーケット等の催し物がありま
す。
1階では⽇本⽂化である茶道体験、お⼦様からご⾼齢の⽅までお楽しみいただける
スポーツ吹⽮体験、地域で⻑く愛されるお店による模擬店があります。3階では俳
句や⼿芸体験、ステンドグラスなどの展⽰・体験に加え、⽇本の伝統芸能である相
撲甚句の発表などがあります。⼦どもから⼤⼈、外国⼈の⽅も⽇本⽂化を楽しんで
いただけるおまつりです。
各階には点字案内や⾳声ガイドによるフロアマップがあります。エレベーター、各
階の多⽬的トイレ完備、バリアフリー対応施設です。多国語表記（英語、中国語、
韓国語）のセンター案内を⽤意するほか、ポスターやチラシ、SNS等広報に外国語
表記を加えることで、多くの⽅々にお楽しみいただけます。

むこうし歴史⾏列絵巻推進事業 ⻄岡衆武者⾏列
むこうし歴史
⾏列絵巻実⾏

委員会
2018/11/18 2018/11/18 京都府 向⽇市

①京都の歴史を広く国内外に紹介し、⽇本の歴史や⽂化に対する理解を深めてもら
い、⽂化⼒の向上を図る。⽇本の歴史の中でも特に⼈気の⾼い戦国時代に焦点を当
てて、向⽇市域で活躍した武⼠（⻄岡衆）にまつわる市⺠参加による武者⾏列等を
実施し、向⽇市の歴史や⽂化を広く国内外に発信するため、市内⾼校と連携し、在
学の⽣徒及び留学⽣に参加協⼒を⾏い、⽂化の創造につなげる。
②本市ホームページにおいて、視覚障がい者に対しても広報できるよう⽂章を⾳声
変換できる機能を整備している。また、外国⼈の⽅に対しても広報できるよう多⾔
語に変換できる機能の整備を⾏っております。

タンザニアのこと知ってますか？豊⽥地区地域づ
くり研修会

豊⽥地区分館
連絡協議会

2018/10/14 2018/10/14 ⼭形県 ⻑井市

⻑井市はタンザニア連合共和国のホストタウン相⼿国であり、豊⽥地区としてもタ
ンザニアの⽅々がおいでになることを楽しみにしております。地域づくり研修会と
して、タンザニア連合共和国についての勉強会を⾏います。講師に⼭形・タンザニ
ア友好協会の落合春信会⻑をお招きし、タンザニアの気候や料理、⾖知識など、タ
ンザニアの⽂化と⼭形の⽂化を⽐較しながら学び、⼭形の⽂化をタンザニアの⽅々
へ魅⼒的に発信するため、地域における国際交流事業の可能性を考えます。なお、
会場はバリアフリー対応となっており職員が随時対応します。

Future Artists Tokyo
⼀般社団法⼈
アート東京

2019/3/7 2019/3/10 東京都 千代⽥区

芸術系⼤学の学⽣チームが主体となり、展覧会をつくりあげる展覧会
「FutureArtistsTokyo」展。
昨年度からはじまったこの企画は、昨年度の6⼤学から⼤幅に拡⼤し、今年度は全
国の芸術系19⼤学の学⽣作品を発表します。作品の選考から展覧会コンセプト、そ
して展⽰まで指揮するのは、学⽣によって編成されたキュレーターチームです。こ
の展覧会から、未来の⽇本を担うアーティストやキュレーターが⽣まれるかもしれ
ません。他⼤学、他学部の学⽣との交流をとおして、新たな刺激が⽣まれる場を創
出します。
また、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取り組みとしましては、サイトの外国
語対応や、外国語表記のパンフレットやチラシを作成するなどしております。

Hiroshima Cultural Night 広島県 2018/4/16 2018/10/22 広島県
広島市中

区

「HiroshimaCulturalNight」は，⽇本や広島ならではの歴史や⽂化を活⽤した外国
⼈向けのエンターテイメント公演です。サムライショーやけん⽟のパフォーマンス
等をメインに，尺⼋，三味線等，和楽器演奏を取り⼊れた公演を実施します。
また，殺陣体験やけん⽟体験，質問コーナーや演者との写真撮影会も⾏います。
公演の進⾏は全て英語で⾏います。

Experience Programs 広島県 2018/4/1 2019/3/31 広島県 県内

「ExperiencePrograms」は，外国の⽅々に⽇本や広島県の⽂化を体験いただく
様々なプログラムです。書道やお茶，琴の演奏やけん⽟など，多種多様な⽂化を実
際に体験いただけます。Webサイト上で予約から決済までがワンストップで⾏える
ため，旅⾏先での利⽤もスムーズに⾏えます。

「It's a Girl's Pop World！」 TNX株式会社 2018/10/4 2018/10/4 東京都 渋⾕区

⽇本のカルチャーを代表する”歌”を通して、国際交流を図ることを⽬的としたイベ
ントです。
⽇本で活躍する⽇系シンガー”メロディー・チューバック”
このイベントの為にニューヨークから駆けつけた⽇系シンガー”MARICO”
⽇本⼈アーティストからは、キャナァーリ倶楽部、など
の⼥性シンガーを出演者に迎え「It'saGirl'sPopWorld」を開催いたします。
会場内に外国語対応スタッフとMCを準備しておりますので、まだあまり⽇本にな
じみのない外国の⽅にも是⾮この機会にご来場いただき、POPカルチャーを楽しん
でいただくことで国際交流を深めたいと思っています。
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（市区町村）
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アジア太平洋ディスレクシア・フェスティバル
2018

APDF2018実
⾏委員会

2018/12/9 2018/12/9 東京都 渋⾕区

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としてプログラムには以下が含まれます：
-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
-JMOOCディスレクシアと関連した⽇本語の⾔語の特性を紹介
-ディスレクシアの⽇本⼈の若者によるスピーチ

ポッキー＆プリッツの⽇
江崎グリコ株

式会社
2018/10/22 2018/11/11 全国 0

・11⽉11⽇を中⼼に、⽇本を代表する流通菓⼦を分け合うことで⽣まれる、楽し
い・ハッピーな気持ちをより多くの⼈に実感してもらうプロジェクト。「分け合
う」は鍋料理、茶道の濃茶などに⾒られる⽇本の伝統⽂化。世界30か国以上で販売
されているポッキー、そしてプリッツを楽しむ⾏動を様々なシーンや場所で提案す
る取り組み。
・全国の⼤型モールスーパーでのカウントダウンイベントではフォトスポットを⽤
意し、広域コンビニで販売する製品には⼈気の⾼いカメラアプリのフォトフレーム
配信等、年代・性別・国籍、⾔葉の壁を越えて楽しめ、交流の輪を広げる施策を展
開。HPでは英語版も作成し、国内外へ広く発信。

第１８回まちかどコンサート
⼭形市福祉の
まちづくり活

動委員会
2018/12/1 2018/12/1 ⼭形県 ⼭形市

障がい者週間を記念し、障がい福祉事業所による⼿作り⾃主製品の販売や障がい者
の団体によるダンスや楽器演奏などのコンサートを⾏い、障がい者週間を啓発する
とともに当委員会の活動を市⺠に周知する。多くの市⺠が訪れる霞城セントラル１
階アトリウムで開催し、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。障がい福祉事業所の「みちのく屋台こんにゃく道場」で⼭形名物の「⽟こ
んにゃく」の販売と来場者へ数量限定で無料配布を⾏う
なお、会場は、バリアフリー対応（⾞いす⽤トイレ設置、インターフォン点字表⽰
あり、点字プロック設置、スロープ設置）である。

京都国際映画祭2018
KYOTO INTERNATIONAL FILM AND ART 
FESTIVAL 2018

京都国際映画
祭実⾏委員会

2018/10/11 2018/10/14 京都府 京都市

第5回⽬を迎える京都国際映画祭では、前進である『京都映画祭』の伝統と志を引
き継ぎ「⽇本映画発祥の地・京都」で⾏う映画祭であることを再認識し、京都なら
ではの⼈材・技術・経験を活かし、伝統⽂化・芸能も伝承してまいります。
「映画」「アート」「その他」のコンテンツを広げ、京都から世界へとわかりやす
く発信することを⽬指し、新たな映画⽂化の創造を図りたいと考えております。そ
れらの⽅向性を明確に打ち出すことで、当映画祭のもつ多様性への道を切り拓くと
ともに、「ちゃんばら」「伝統⼯芸」等を通じて京都・⽇本の⼼を⾒つめてまいり
ます。
会期中の4⽇間は京都各所で様々な⽂化発信イベントが開催され、また情報は公式
HP等で英語で提供されるほか、海外メディアを通しても様々な⾔語で発信されま
す。

⽊曜芸能公演 〜百花繚乱〜
那覇市ぶんか
テンブス館

2018/10/10 2018/12/27 沖縄県 那覇市

⽊曜芸能公演〜百花繚乱〜は、沖縄伝統芸能の普及を⽬的とし、那覇市の中⼼地、
国際通りにあるテンブスホールで毎週⽊曜⽇に開催されている伝統芸能公演です。
組踊(くみおどり)・琉球舞踊・沖縄芝居・沖縄⺠謡・離島芸能など、毎週異なる
ジャンルの芸能を開催。
県内のお客様だけでなく、県外/海外のお客様にもお楽しみいただくため、⽇本語/
英語の字幕を付けた組踊公演や、沖縄独⾃の所作や⾐装が楽しめる琉球舞踊・離島
芸能公演など、沖縄⽅⾔がわからない⽅でもお楽しみいただる内容となっていま
す。また、館内はバリアフリーで点字ブロックや多⽬的トイレも設置。ハード⾯だ
けでなく、⾞椅⼦の⽅優先公演を年数回開催するなど、多く⽅に沖縄芸能に親しん
でいただける公演創りを⽬指しています。

セブンティーンアイス⾃動販売機
江崎グリコ株

式会社
2018/9/24 2019/9/23 全国 0

・１７アイス⾃動販売機は、1985年から全国展開し、現在は約2万台を設置してい
ます。
・アイスクリームの保冷機能は⽇本が誇る技術の⼀つであり、アイスの⾃販機普及
率は世界レベルでも⾼く、⽇本の⾷⽂化を象徴するものです。１７アイスの⾃販機
に触れ合うことは、外国⼈にとって⽇本旅⾏の楽しみの⼀つであり、観光地などで
は、17アイス⾃販機の前で記念撮影をされる⽅々も多く⾒受けられます。ちなみに
⽇本ならではの「抹茶アイス」は特に海外からの観光客の⽅に⼈気であり、2017
年に⼀番売れたフレーバー、クッキー＆クリームは北海道産⽣クリームを使⽤し、
商品に国産素材を使うことで⽇本の⾷の魅⼒を発信し続けています。
・パネルにあるQRコードでは、⽇本語は勿論、英語、中国語（簡体字・繁体
字）、韓国語のそれぞれの⾔語で商品詳細とカロリーを確認でき、訪⽇外国⼈の⽅
でも事前に商品特徴を確認し、安⼼して購⼊する事が出来ます。
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“地元とつながる”
江崎グリコ株

式会社
2018/10/2 2019/10/1 WEB 0

各地域にある地元農産物の魅⼒を、⽇本を代表する流通菓⼦で発信する地域活性化
プロジェクト。厳選した⾷材の味を⼗分に⽣かし、地元素材の魅⼒をまるごと楽し
めて地元の⽅にも愛される、そして旅⾏者やその周りの⼈たちとをつなぐ架け橋と
なる取り組み。
ウェブサイト「地元とつながる」は、地域の名産物を使った流通菓⼦が出来上がる
ストーリーを通して、その名産物を育んだ、⾃然・⼤地・そこに住む⼈々の関わり
から⽣まれるさまざまな地元の魅⼒をリアルにお届けします。地元との取り組み品
は、国際線発着空港（出国⼿続き後の免税エリアにある⼟産店）で販売し訪⽇外国
⼈へもアピール。商品の全パッケージ裏⾯にはbeyondロゴ掲載。HPは英語版もあ
り、国内外へ広く発信します。

ロビーコンサート2018 in アクロスプラザ三芳
三芳町教育委

員会
2018/10/14 2018/10/14 埼⽟県 三芳町

⽇本の伝統芸能である和太⿎奏者による和太⿎演技を披露します。出演は、2015
年に岡⾕太⿎祭りの世界和太⿎打ち⽐べコンテストで優勝した鷹-TAKA-（三芳町

 在住）率いる「和太⿎暁」。
ロビーコンサートは広く町⺠のみなさんに芸術⽂化を⾝近に感じていただくための
取り組みとして、町の様々な開放スペースで実施する⼊場無料のミニコンサートで

 す。
 会場は三芳町最⼤のショッピングモールであるアクロスプラザ三芳の1階広場で⾏

 います。施設は多⽬的トイレやスロープ、点字ブロックなど完備しています。
また、⼤きな和太⿎が⽣み出す重みのある響きは、聴覚障がい者にも⾳楽を感じさ
せる特有のものですので、聴覚障がい者にも参加を促します。

⾳楽のおもちゃ箱の仲間たち「コンサートフェア
2018」

⾳楽のおも
ちゃ箱

2018/11/23 2018/11/23 京都府 京都市

施設などにクラシック中⼼の出前コンサートを実施している「⾳楽のおもちゃ箱」
の各演奏家が、ショートリサイタルを7ステージ展開する、コンサートフェア＝コ
ンサートの展覧会です。また、公募による⼥声合唱団・児童合唱団も出演します。
気軽さ・楽しさ・低料⾦（出⼊り⾃由）を重視した「皆で作る、皆の為のコンサー
ト」
お好きなコンサートを選べるように、いろいろなステージ⽤意しました。
・児童合唱団のステージ、・ヴァイオリンのステージ、・歌のステージ、・⼥声合
唱団のステージ、・フルートのステージ、・ピアノのステージ、・出前コンサート
で⼈気の曲⽬を集めたプレゼントステージ

⽂化庁京都移転の機運を醸成するための連続講座
（特別編）プロフェッショナルに聞く！〜⽂化庁
移転と⽂化芸術の未来〜「変⾰と挑戦－伝統⽂化
の可能性とは？」

京都市 2018/9/30 2018/9/30 京都府 京都市

京都市では，⽂化庁の京都移転の機運を醸成していくため，平成28年度から，連続講座「プロフェッショナルに聞く！〜⽂化庁移転
と⽂化芸術の未来〜」を実施しています。
今回は，同⽇に⾏われる⽂化庁創⽴50周年記念式典の開催に合わせた特別編として，「変⾰と挑戦―伝統⽂化の可能性とは？」を
テーマに実施しますが，出演者が下記のとおり決まりましたので，お知らせします。なお，同⽇，⽂化庁創⽴50周年を記念した
「SAKESpring発酵ワンダーランド」（SAKESpring実⾏委員会主催）が同会場で開催されます。
1登壇者
村⽥吉弘⽒／（株式会社菊の井代表取締役／NPO法⼈⽇本料理アカデミー理事⻑)
京都・祇園の⽼舗料亭「菊乃井」の⻑男として⽣まれる。⽴命館⼤学在学中，フランス料理修⾏のため渡仏。1976年に菊乃井⽊屋
町店，2004年に⾚坂菊乃井を開店。常識にとらわれない⾃由な発想から⽣まれる料理と経営哲学は国内外のシェフに影響を与え続
けている。また，機内⾷（シンガポール航空）や医療機関・学校等での⾷育活動を通じて，⾷に関する課題を提起し解決策を図る活
動も⾏う。厚⽣労働省「現代の名⼯」（2012年），⽂化庁「地域⽂化功労者（芸術⽂化）」（2014年）他，受賞歴多数。「儲かる
料理経営学〜ケチなお店にお客は来ない〜」（⽇経BP社）他，著書多数。
⼤⻄⾥枝⽒／（⼤⻄常商店四代⽬若⼥将）
⽴命館⼤学卒業後，通信会社に勤務。扇⼦を彩る「和の⾊彩」と「伝統⽂様」に魅了され，家業の⼤⻄常商店に⼊社。京都市の歴史
的⾵致形成建造物に指定される店舗兼住宅は，扇⼦の製造や販売を⾏うほかにも，能や⽇本舞踊などの伝統芸能の稽古場としても開
放している。⾹りを保つ⼒が⾼い扇⾻（⽵）の特性と，京扇⼦の加⼯技術を活かした，新しいルームフレグランス「かざ」を開発
し，クラウドファンディングを活⽤しながら普及に挑戦している。
河原尚⼦⽒／（株式会社スプリングショウ代表取締役／SIONEブランドデザイナー・陶板画作家）350年続く茶陶の窯元「真葛焼」
に⽣まれる。佐賀での修⾏の後，2005年から⾃⾝の⼯房にて陶板画制作をはじめる。その後，デザイナーや他業種の経験をもと
に，プロダクトの可能性を探求。2009年にブランド「SIONE（シオネ）」を⽴ち上げ，新しい陶磁器の可能性を追求しながら，現
代に沿ったもてなしの⽂化を創っている。LEXUSや伊勢丹など有名ブランドとのコラボレーションの他，海外でも積極的に作品を発
信している。
杉岡秀紀⽒（ファシリテーター）／（福知⼭公⽴⼤学地域経営学部准教授）
祖⽗・叔⺟は書家（⽇本書道美術館副館⻑），⽗は写真家（全⽇写連奈良県本部委員）という家系に⽣まれ，⾃⾝も幼少期から⽂化
に興味を持ち，⾳楽を始める。2003年，まちづくりNPOきゅうたなべ倶楽部を設⽴し，代表に就任。現在は京都府北部に移住し，
⼤学教員として街おこしに奔⾛する傍ら，京都府選挙管理委員会選挙啓発プロモーションビデオや舞鶴市イメージソングなどで作詞
を⼿掛ける等⾳楽活動も継続中。

京都ものづくりフェア2018
京都ものづく
りフェア実⾏

委員会
2018/11/10 2018/11/11 京都府 京都市

京都の約100の団体、企業等が出展し、伝統産業から最先端産業まで⾐⾷住に関連
する京都のものづくり産業と、「ものづくり」の基盤となる優れた技能を紹介しま
す。匠の伝統の技や⾼度な技術⼒とともに、次代を担う若者達の訓練機関や教育機
関での訓練や学習、研究の成果を、さまざまな実演や体験を通じてご紹介。様々な
分野のものづくりと⽇本⽂化の魅⼒に触れることができます。ステージでは、そば
職⼈による⼿打ちそば実演、四條流式包丁、フラワーパフォーマンスや春乃流⽇本
舞踊などバラエティに富んだ催し多数です。

鈴⽊弘之写真展『武⼠のうつろひ』
学校法⼈⼆本
松学院 京都
美術⼯芸⼤学

2018/10/5 2018/10/17 京都府  京都市

影は時として実像をこえて期待の真実を伝える。
「武⼠のうつろひ」を表現するモノクロームの写真は、⽇本流の⽣き⽅のあり様を
伝えます。
KOSHINOJUNKO株式会社の代表取締役でもあり、写真家としても活躍されている
鈴⽊弘之⽒の写真展を「ニュイ・ブランシュKYOTO2018」のプログラムのひとつ
として、本学内のギャラリーにて開催します。

第12回 にいつハロウィン仮装まつり

にいつハロ
ウィン仮装ま
つり実⾏委員

会

2018/10/27 2018/10/27 新潟県 新潟市
仮装コンテスト、仮装パレード、仮装ナイトパーティーを中⼼として、アトラク
ションブースおよび飲⾷物販ブースの設置などがある。10/27（⼟）のみの開催だ
が、朝から晩まで⻑い時間楽しめるようイベントが開催される。
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會津⼋⼀記念館企画展 「奈良⼤和路の美 あを
によし やまとしうるはし 写真家・⼩川光三の
仕事と⾶⿃園」

新潟市會津⼋
⼀記念館

2018/9/13 2018/12/9 新潟県 新潟市

本展では、會津⼋⼀が愛した奈良⼤和路にまつわる歌書作品と併せて、「⾶⿃園」
の写真家・⼩川光三（1928〜2016）の作品を紹介します。⾶⿃園は、⼤正11
（1922）年に⼋⼀の勧めもあって⼩川晴暘（1894~1960）が創業した⽂化財写
真・美術出版を専⾨とする会社です。昭和23（1948）年に⾶⿃園を継いだ三男・
光三は、戦後の⽂化財写真の第⼀⼈者として活躍しました。モノクロからカラー写
真、さらにはデジタルに変わる時代に、光三は晴暘の写真技法を継承しつつ、被写
体となる奈良の歴史、古代史を研究するなど研さんを重ねて、多くの奈良⼤和路の
美術と⾵景を撮影しました。奈良⼤和路を愛した⼆⼈の作品を⼀堂に展⽰する。

りゅーとぴあ・1コイン・コンサート vol.98 
「多彩な響き“サクソフォン四重奏”」

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/10/6 2018/10/6 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。
【出演】ルミエ・サクソフォン・カルテット

りゅーとぴあ開館20周年記念 ⽇本のオーケス
トラシリーズNo.9
NHK交響楽団演奏会

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/10/7 2018/10/7 新潟県 新潟市
出演：井上道義（指揮）辻彩奈（ヴァイオリン）
曲⽬：モーツァルト／歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲、ヴァイオリン協奏曲第5
番イ⻑調K.219「トルコ⾵」、ブラームス／交響曲第4番ホ短調作品98

りゅーとぴあ開館20周年記念
ミュージカル『シャンポーの森で眠る』

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/10/19 2018/10/21 新潟県 新潟市
【原作】ジョルジュ・サンド「愛の妖精」【脚本】菊池准【作詞】岡本おさみ【作
曲・⾳楽監督】宮川彬良【演出】⼾中井三太【出演】松村雄基、⽊村花代、オー
ディションで選ばれた新潟キャスト

りゅーとぴあ室内楽シリーズNo.33 三浦⼀⾺キ
ンテート2018〜ガーシュウィン&ピアソラ

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/11/3 2018/11/3 新潟県 新潟市

曲⽬サマータイム、ラプソディ・イン・ブルー（ガーシュウィン）、リベルタンゴ
（ピアソラ）他
出演バンドネオン：三浦⼀⾺、ヴァイオリン：⽯⽥泰尚、コントラバス：⿊⽊岩
寿、エレキギター：岡本和也、ピアノ：⼭⽥武彦、ドラム：⽯川智

東京交響楽団第110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

2018/11/4 2018/11/4 新潟県 新潟市
出演ジョナサン・ノット（指揮）、ヒンリッヒ・アルパース（ピアノ）
曲⽬ブラームス：ピアノ協奏曲第2番変ロ⻑調op.83／ラフマニノフ：交響曲第2番
ホ短調op.27

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.25〜
バッハ＜後編＞〜ケーテン、ライプツィヒ時代〜

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/11/10 2018/11/10 新潟県 新潟市
【出演】⼭本真希（オルガン）、藤⽊⼤地（カウンターテノール）
【曲⽬】J.S.バッハ：幻想曲とフーガト短調BWV542J.S.バッハ（グノー編）：ア
ヴェ・マリア

こども能楽たいけん☆ワークショップ「さわって
みよう能の世界」

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/11/10 2018/11/10 新潟県 新潟市
体験を中⼼に楽しみながら能楽に親しむことができる。
【内容】能舞台で能の動きに挑戦！楽屋で能の楽器を体験！能を実際に⾒てみよ
う！半能『安達原』（観世流）

春⾵亭⼩朝独演会 第⼆⼗回公演
公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/11/11 2018/11/11 新潟県 新潟市 【出演】春⾵亭⼩朝ほか

『ゲゲゲの先⽣へ』
公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/11/22 2018/11/23 新潟県 新潟市 【原案】⽔⽊しげる【脚本・演出】前川知⼤
【出演】佐々⽊蔵之介、松雪泰⼦、⽩⽯加代⼦ほか

東京交響楽団第111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

2018/12/2 2018/12/2 新潟県 新潟市

出演飯森泰次郎（指揮）、ウェンシン・ヤン（チェロ）
曲⽬シューマン:チェロ協奏曲イ短調作品129、ワーグナー:楽劇≪ニュルンベルクの
マイスタージンガー≫第1幕への前奏曲、楽劇≪トリスタンとイゾルデ≫から前奏曲
と愛の死ほか

⾺場あき⼦特選 能楽鑑賞会 塩津哲⽣の『景
清』

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/12/9 2018/12/9 新潟県 新潟市 ⾺場あき⼦がおすすめする今みていただきたい舞台。
【内容】解説⾺場あき⼦能『景清』塩津哲⽣
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『ロミオとジュリエット』
公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/12/19 2018/12/19 新潟県 新潟市 【脚⾊・演出】宮藤官九郎【出演】三宅弘城・森川葵、勝地涼、皆川猿時、⽥⼝ト
モロヲほか

Porto Cave D'occi Music Night~⽉に⼀度の⽣
演奏と歌をお楽しみください〜

ぽるとカーブ
ドッチ

2018/9/28 2018/11/30 新潟県 新潟市
登録有形⽂化財に指定されている旧第四銀⾏住吉町⽀店内にあるレストランで、⽉
に⼀度の⾳楽の⽣演奏付きの⾳楽イベントを開催する。お⾷事は地産地消にこだ
わったセット料理と新潟ワインを提供する。

第66回新潟市芸能まつり
⼀般財団法⼈ 
新潟市⾳楽芸

能協会
2018/9/24 2019/1/27 新潟県 新潟市

新潟市の芸術⽂化の振興発展に⼤きく貢献してきた「新潟市芸能まつり」は、（⼀
財）新潟市⾳楽芸能協会に加盟し新潟市を主な活動拠点とする市⺠の⾳楽・芸能の
発表の場として、昭和26年以降、昭和30年の新潟⼤⽕、昭和39年の新潟地震の年
を除く毎年開催し、新潟市における芸術の秋を飾る代表的な⽂化祭典となってい
る。66回⽬を迎える今年度は約4ヶ⽉間にわたり⾳楽、舞踊、能楽、演劇など21公
演を開催する。会場、⼊場料は公演により異なる。

岩室あなぐま芸術祭
岩室あなぐま
芸術祭実⾏委

員会
2018/9/1 2018/9/9 新潟県 新潟市

にしかん障がい者アート展は、障がい者を持つ⽅が制作した作品群を、温泉街のホ
テル・旅館・お店などに⼀⻫に飾り、岩室地域のおもてなしに触れてもらう企画で
す。
昨今の⼈⼝減少・⾼齢化の地域課題の中で、いま福祉課題に地域で向き合う意味は
とても⼤きく、アート作品を通して、障がい者ひとりひとりの個性とその周りに広
がる⼈のあたたかな繋がりを感じることができる芸術祭は、多様性の享受し思いや
りを育む場だと考えます。
地域住⺠の参画により、「観光と暮らし」「観光と福祉」とがともに⼀緒に取り組
む機会とし、岩室地域らしい温かい（アートの）祭典になることを⽬指し、地域コ
ミュニティの活性につなげます。

⽶フェス
新潟市アグリ

パーク
2018/9/2 2018/9/24 新潟県 新潟市

稲刈り体験や⽵筒ご飯作り体験、串団⼦作り体験などを通して、⽶の新たな魅⼒に
ついて知ってもらうとともに、⽇本⼈がどのようにして⽶と関わってきたかという
歴史についても感じてもらう。

ふるさと祭り
新潟市アグリ

パーク
2019/1/12 2019/1/13 新潟県 新潟市

アグリパーク開園時より継続しているイベント。当初から⾏っている「カルメ焼き
体験」や「きのこ汁振る舞い」に加え、⼆年⽬から農村の伝統⾏事である「どんど
焼き」を地域のコミュニティと⼀緒に⾏っている。「どんど焼き」は書き初めやし
め縄など、正⽉にまつわるものを炊き上げる⾏事。

アグリパーク５周年祭
新潟市アグリ

パーク
2019/5/3 2019/5/5 新潟県 新潟市 開園当初より⾏っているイベント。今年は５周年に当たる。毎年、⽥植え体験や種

団⼦作り体験、⼯作体験を⾏っている。

新潟市マンガ・アニメ情報館企画展「七つの⼤罪
原画展〜原作漫画からアニメーションまで〜」

にいがたアニ
メ・マンガプ
ロジェクト共

同体

2018/8/25 2018/9/30 新潟県 新潟市

鈴⽊央先⽣による原作漫画「七つの⼤罪」の原画・原稿から、TVシリーズ全24話
＋TVスペシャル「七つの⼤罪聖戦の予兆」の資料まで、200点以上を⼀同に展⽰し
ます。⼤⼈気スピンオフ作品「七つの⼤罪セブンデイズ〜盗賊と聖少⼥〜」なども
展⽰。メリオダス役梶裕貴さんのボイスガイド、会場内スタンプラリーの実施、原
画展オリジナルグッズや版画の販売も⾏います。
（画像は企画展メインビジュアルⒸ鈴⽊央／講談社Ⓒ鈴⽊央・講談社／「七つの⼤
罪」製作委員会・MBSⒸ鈴⽊央・講談社／「七つの⼤罪TVSP」製作委員会・
MBS）

春⾵亭昇太・雷⾨助六 ⾨下⽣ライブ
新潟市北区⽂

化会館
2018/9/16 2018/9/16 新潟県 新潟市

出演：春⾵亭昇吾、雷⾨⾳助
春⾵亭昇太さんと雷⾨助六さんのお弟⼦さん⼆⼈が北区に登場！「⼆ツ⽬」さんに
よる瑞々しい⾼座をお楽しみください。

北区ジュニア吹奏楽団 第４回定期演奏会
新潟市北区⽂

化会館
2018/9/24 2018/9/24 新潟県 新潟市 北区ジュニア吹奏楽団の４回⽬の定期演奏会。１年間の練習の成果を披露します。

Northern Music Festival 2018
新潟市北区⽂

化会館
2018/9/30 2018/9/30 新潟県 新潟市

新潟市北区で開催される過去最⼤級のフリーフェス。ファミリー向けのエリアや
ワークショップ、飲⾷ブースなどサブコンテンツも充実。会場どこにいても楽しめ
るミュージックフェスティバル！
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ワンコインご縁コンサート「ヴァイオリンとマリ
ンバ」

新潟市北区⽂
化会館

2018/10/16 2018/10/16 新潟県 新潟市

500円で上質な⾳楽を気軽に楽しめる１時間。０歳からご⼊場いただけます。(３歳
未満⼊場無料）
このコンサートで皆さまとさらに⽂化的に繋がっていきたいという思いから、ご来
場の⽅全員に５円(ご縁)⼊り⼤⼊袋をプレゼント！⼤⼊袋でパートナーショップで
の特典あり。

稲垣潤⼀コンサート2018
新潟市北区⽂

化会館
2018/10/21 2018/10/21 新潟県 新潟市

和製シティ・ポップスの代表格である稲垣潤⼀さん。
昨年デビュー35周年を迎え、輝き続けるレイニーボイスで⼤⼈のラブ・ソングをお
届けします。

第６回北区うたの祭典
新潟市北区⽂

化会館
2018/12/23 2018/12/23 新潟県 新潟市

公募で集まった市⺠で「北区うたの祭典合唱団」を結成。⼤⼈から⼦供まで垣根を
越えてうたで結ぶ祭典。オーケストラとの共演も魅⼒です。
[指揮]⻑⾕川正規、松浦良治[ゲスト]五⼗嵐尚⼦[合唱]北区うたの祭典合唱団、北
区少年少⼥合唱団
[演奏]北区うたの祭典特別オーケストラ
演奏予定曲：童声（⼥性）合唱組曲「あめつちのうた」、ミュージカル「サウンド
オブミュージック」より抜粋、カンタータ「⼟の歌」から⼤地讃頌ほか

映画上映会「陽のあたる坂道」
新潟市北区⽂

化会館
2019/1/13 2019/1/13 新潟県 新潟市

出演／⽯原裕次郎、北原三枝
⽯坂洋次郎原作の同名⼩説を、⽯原裕次郎主演で映画化した⻘春映画の⼤作をホー
ルのスクリーンに上映。懐かしの名作をお楽しみください。

チャリティーイベント 第７回みんなでつくる楽
しい⽂化・スポーツ発表会

新潟市北区⽂
化会館

2019/2/3 2019/2/3 新潟県 新潟市

北区および近郊で活動しているダンス・器楽・武道武術（演武）などの団体が⽇ご
ろ取り組んでいる活動の成果を発表し、お客様と⽂化・スポーツを満喫してもら
う。また、出演者・観覧者よりイベント協⼒⾦や募⾦を募り、運営費を除いた全額
を⽇本⾚⼗字社へ義援⾦として寄付します。

第９回新春北区落語まつり 春⾵亭昇太 独演会
新潟市北区⽂

化会館
2019/2/17 2019/2/17 新潟県 新潟市 ⼈気番組「笑点」の司会やドラマなど、⼤活躍中の春⾵亭昇太さんの独演会。噺家

さんならではの話術をお楽しみください。

北区少年少⼥合唱団 第2回定期演奏会
新潟市北区⽂

化会館
2019/3/17 2019/3/17 新潟県 新潟市 歌が⼤好きな⼦供たちで結成された合唱団です。様々なジャンルの楽曲を⼦供たち

の素敵な歌声でお楽しみください。

まつしげ⼈形劇フェスティバル2018
松茂町教育委

員会
2018/10/13 2018/12/9 徳島県

板野郡松
茂町

松茂町内の⼈形劇団や、徳島県内、県外から招いた⼈形劇団による、⼦ども向けの
現代⼈形劇や⼈形浄瑠璃の公演を⾏います。今回のフェスティバルでは、⼈形劇公
演を⾏う全ての会場において、バリアフリーに対応します。当⽇は⾞いす等利⽤し
ている⽅への、会場までの誘導のお⼿伝いや、観劇しやすい席を設定して対応予定
です。

⽂学特別展 有吉佐和⼦と丸川賀世⼦―⼆⼈の作
家の友情

徳島県⽴⽂学
書道館

2018/12/16 2019/2/8 徳島県 徳島市

⼀世を⾵靡した作家・有吉佐和⼦（1931-84年）と、友⼈として、作家として、近
くで彼⼥を⾒つめ続けてきた徳島市出⾝の丸川賀世⼦（1931-2013年）。丸川の
著書『有吉佐和⼦とわたし』をもとに、⼆⼈の友情の⽣き⽣きとした時間を再現す
る。戦後⽇本に華々しく登場した有吉佐和⼦の素顔を描く本企画は、当時の社会と
世相を辿ることにもなる。3階収蔵展⽰室では、⽇本の⼤衆芸能を好んで描いた丸
川の⼩説作品を紹介する。
開催場所はバリアフリー対応をしており、希望者には座⾯の⾼さを調節できる「座
⾼調整式⾞いす」の貸出を⾏う。⾼齢者や障害者にとっても展⽰ケース内の作品を
鑑賞しやすい会場となっている。

阿波⼈形浄瑠璃の世界特別公演「城北⾼校⺠芸部
〜62年の軌跡〜」

徳島県⽴阿波
⼗郎兵衛屋敷

2018/10/28 2018/10/28 徳島県 徳島市

城北⾼校⺠芸部の卒業⽣らが結成した「城北座」・「⻘年座」・「ポラリス座」の
3つの⼈形座、そして三味線奏者、太夫として活動する者など個性豊かに阿波⼈形
浄瑠璃を⽀えています。中にはプロのプレイヤーも輩出しており、太夫の⽵本友代
（本名/⼤和君代）さんは今年7⽉、重要無形⽂化財保持者として「義太夫節保存会
（東京都中央区）」の会員に追加認定されました。会場は多⽬的トイレを備えるな
どバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となっています。
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第9回 RAKUGO×ドイツ館「笑っちゃう会」
⼀般社団法⼈ 
鳴⾨市うずし
お観光協会

2018/11/11 2018/11/11 徳島県 鳴⾨市

上⽅落語家林家⽵丸さんを迎え、ドイツ館と和テイストのコラボという異⾊がなん
ともおもしろいイベント。毎年好評で今年で9回⽬。四国⼤学教授、須藤茂樹⽒と
の対談や解説を交えながら、落語初⼼者でも楽しんでいただける内容となっていま
す。ぜひ、⼤いに笑っちゃって下さい！会場は多⽬的トイレを備えるなどバリアフ
リー対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となっています。

特別陳列「ごっついで那賀川―博物館資料で⾒る
那賀川流域の⾃然とくらし－」

徳島県⽴博物
館

2018/10/13 2018/11/18 徳島県 徳島市
徳島県第⼆の⼤河、那賀川流域のすばらしい⾃然と⼈々のくらしを博物館に収蔵さ
れた資料を基に紹介します。会場は多⽬的トイレを備えるなどバリアフリー対応し
ており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となっています。

平成30年度沖縄県伝統芸能公演事業 かりゆし
芸能公演

公益財団法⼈
沖縄県⽂化振

興会
2018/7/13 2019/2/15 沖縄県 浦添

琉球の時代から脈々と受け継がれてきた伝統芸能の数々は、中国やアジア諸国の影
響を受けながら独⾃のスタイルを築き上げてきました。平成30年度沖縄県伝統芸能
公演（かりゆし芸能公演）は、若⼿実演家公演として計13公演を国⽴劇場おきなわ
（⼩劇場）にて開催します。会場施設はスロープやエレベーター、多機能トイレを
完備し、会場内においても⾞椅⼦⽤スペースの確保も可能となっており、バリアフ
リーに対応しています。

第14回おきなわ⽂学賞
公益財団法⼈
沖縄県⽂化振

興会
2018/4/2 2019/3/31 沖縄県 那覇

本県における⽂学活動の推奨及び県⺠⽂化の振興を⽬的に、県⺠及び県外・海外の
県系⼈から⽂学作品を公募しています。また、2⽉には受賞作品の表彰式を⾏うほ
か、⼊選作品は電⼦書籍化し、おきなわ⽂学賞ホームページで公開します。そのほ
か、点字作品の応募も受け付けており、他の応募作品と同時に選考を⾏うこととし
ています

沖縄県芸術⽂化祭 沖縄県 2018/11/10 2018/11/18 沖縄県 那覇

県⺠の様々な⽂化芸術活動を奨励し、広く県⺠に芸術鑑賞の機会を提供することに
より、県⺠⽂化の向上に寄与することを⽬的として、公募展等を中⼼とした芸術⽂
化祭を開催します。
会場施設はスロープや多機能トイレを完備し、会場内においても⾞椅⼦移動の導線
を確保しており、バリアフリーに対応しています。

沖縄芸能マグネットコンテンツ舞台公演 Ship of the 
Ryukyu
①「沖縄空⼿御庭（おきなわからてガーデン）」（10/3
〜10/7公演）
②「ルン♪ルン♪バルーン♪琉球舞踊」（11/28〜12/2
公演）
③「沖縄燦燦（おきなわさんさん）」（2/13〜2/17公
演）

沖縄県 2018/10/3 2019/2/17 沖縄県 那覇

沖縄の芸能・⽂化を観光とダイナミックにジョイントし、ステージを通じてウチ
ナーソフトパワーを発信することで「沖縄の魅⼒」をより多くの⽅々に届けてい
く。独創的なエンターテインメント空間が皆様の沖縄での旅を更に思い出深いもの
にすることでしょう。古くて新しく、優雅で躍動的な「新・伝統芸能舞台」です。
多⾔語への取組として、沖縄の伝統芸能の動きによる表現や、外国⼈にも楽しんで
もらえるノンバーバルの舞台公演も⾏うほか、多⾔語に対応したweb上の情報発
信、公演ガイドの作成を⾏っています。会場はバリアフリーで⾞椅⼦のご⽤意もし
ております。

沖縄県⽴芸術⼤学定期演奏会・卒業演奏会
沖縄県⽴芸術

⼤学
2019/1/12 2019/3/9 沖縄県

A：那覇市
B:南城市

本学⾳楽学部の⼤きな特徴であり、世界でただ⼀つの研究分野である琉球芸能と⻄
洋⾳楽が奏でられる定期演奏会。「沖縄⽂化が造りあげてきた個性の美と⼈類普遍
の美を追究すること」を建学の理念とした本学で、これまで学⽣達が習得してきた
⾳楽芸術知識と、磨き上げてきた演技・演奏技術を精魂込めて披露する。
本公演が⾏われる奏楽堂ホール（オーケストラ定期演奏会：南城市シュガーホー
ル）では、障がい者の⽅々の閲覧のため、⾞椅⼦⽤のスペースも確保されている。
教員・学⽣の⽇々の芸術活動を地域社会に還元すると同時に、2020年の東京オリ
ンピックに向けて沖縄⽂化・⾳楽芸術の発展を⽬指す。

美作no町家deクラス つるし柿作り
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/23 2018/11/23 岡⼭県 津⼭市

津⼭市城⻄地区は古い街並みと農地が隣接しており、⻄条柿が特産品です。地域の
⽅と⼀緒につるし柿作りを体験しませんか。（つくったつるし柿がお⼟産です）。
10:00〜12:00、参加費1,000円、定員20名。要予約。

美作no町家deクラス ちりめん布を使い⼩物作
り

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/17 岡⼭県 津⼭市

簡単でかわいく飾りに最適なもの、⼤⼈もこどもも楽しめます。はさみ、あさりの
⾙殻、ボンド、裁縫⽷をご持参ください。11:00〜13:00、参加費200円、定員10
名。要予約。

美作no町家deクラス 煤⽵の魅⼒と煤⽵箸づく
り

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/17 岡⼭県 津⼭市

煙にいぶされて飴⾊になった煤⽵（すすたけ）の魅⼒のお話と、煤⽵でお箸を作り
ます。⼿慣れた刃物があればご持参ください。13:30〜15:00、参加費700円、定
員9名。要予約。
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美作no町家deクラス 曲げわっぱ作り体験
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 津⼭市

古くから使われ、今また注⽬されている⽊のお弁当箱。曲げわっぱ作りの最終の⾏
程（桜の⽪で綴る、ふたと底板をつける、仕上げる）を体験し作品をお持ち帰りい
ただきます。①9:00〜11:00②13:00〜15:00、参加費5,000円、定員各回4名。
要予約。

美作no町家deクラス 美作産⼤⾖を使⽤した⾖
腐作り体験

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 津⼭市 美作産⼤⾖を使⽤した⾖乳と瀬⼾内海産にがりを使⽤し出来⽴て⾖腐を作ってみま

しょう。14:00〜15:00、参加費1,000円、定員20名。要予約。

美作no町家deクラス 町家で着物の着付け教室
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/20 2018/11/25 岡⼭県 津⼭市

「着物を⾃分でも着てみたいけれど難しくて敷居が⾼そう、何をもっていけば良い
のか分からない」そんな着物初⼼者さん気軽に参加ください。11⽉20⽇（⽕）〜
25⽇（⽇）①13:00〜②15:00〜の毎⽇2回、参加費1,500円、定員各回3名。要予
約。

美作no町家deクラス 勝⼭の⾈宿改修プロジェ
クト体験

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県 真庭市

⾈宿は旭川と町並み保存地区に⾯し、勝⼭の景観をつくる⾮常に重要な建物です。
有志による保存改修プロジェクトが現在進⾏しています。壁塗り、障⼦張り、庭づ
くりなど、専⾨職⼈さんと町屋づくりを体験しませんか。なお昼⾷は各⾃ご負担く
ださい。10:30〜15:00、参加費1,000円、定員15名。要予約。

美作no町家deクラス 古⺠館 書店喫茶とおて
がる短歌体験会（短歌カードゲーム）

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県 真庭市

貴重な明治期の古⺠家でおくつろぎいただけます。また、短歌のカードゲームをお
楽しみいただくことができます。初⼼者はもちろん、⼦どもと⼀緒にご家族で、
カップルで、仲良しグループでお楽しみいただけます。おいしいお飲み物（コー
ヒーor抹茶）を味わいながら和モダンな時間をお楽しみください。①15:00〜②
16:00〜③17:00〜、参加費500円、定員各回6名。要予約。

備中no町家deクラス まち歩き 新⾒市
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/10 2018/11/18 岡⼭県 新⾒市

元禄１０年につくられた御殿町。江⼾時代・明治時代・⼤正時代・昭和初期に建て
られた建物を⾒て歩きます。⼀部建物内部の⾒学も可能です。11⽉10⽇（⼟）・
18⽇（⼟）13:00〜16:00、参加費無料、定員各⽇20名。要予約。

備中no町家deクラス まち歩き ⾼梁市吹屋
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/23 2018/11/23 岡⼭県 ⾼梁市

⽯州（島根県）から宮⼤⼯の棟梁たちを招いて⽯州⽡とベンガラ⾊の外観で統⼀さ
れた、⾒事な町並みは、江⼾末期から明治にかけて建てられました。吹屋が後世に
残した建築⽂化遺産を巡ります。13:00〜15:00、参加費800円（⼊館料・お茶込
み）、定員20名。要予約。

備中no町家deクラス まち歩き 総社市
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県 総社市

総社は農業・商業のバランスのとれた「まち」でした。今でも町筋を歩くだけで観
ることができます。昔から暴れ川として知られる「⾼梁川」の恩恵を受け、かつ、
⽔害に強い町「総社」。そんな街の秘密を探ってみませんか。9:30〜、参加費500
円、定員20名。要予約。

備中no町家deクラス まち歩き 総社市⼭⼿宿
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県 総社市

総社市宿には違った顔を持つ２つの旧⼭陽道があります。近世の⼭陽道と古代の⼭
陽道（天平古道）です。この２つの道を絵図や地図を⾒ながら、そのルートを歩い
てタイムスリップしてみませんか。9:30〜、参加費500円、定員20名。要予約。

備中no町家deクラス まち歩き ⽮掛町
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

江⼾時代に発達した旧⻄国街道の宿場町の街並みは国の重⽂である本陣・脇本陣を
中⼼に重厚な町家が連なり、町家独特の地割が現存しており、重伝建選定に向けて
準備をしています。10:00〜12:00、参加費500円、定員20名。要予約。

備中no町家deクラス まち歩き 鴨⽅
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/17 岡⼭県 浅⼝市

鴨⽅は、鴨⼭の南東麓を通る鴨⽅往来を中⼼に繁栄した在郷町であります。県内最
古の県指定重要⽂化財の旧⾼⼾家住宅を有するかもがた町家公園は、江⼾時代の情
景を現在に伝えています。公園周辺には、町割り、鴨⽅藩御⽤場跡、町家や寺社建
築を巡り、備中の江⼾⽂化を感じていただきます。奮ってご参加を。9:30〜
12:00、参加費無料、定員20名。要予約。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

備中no町家deクラス まち歩き ⾦光
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/4 2018/11/4 岡⼭県 浅⼝市

⼤⾕地区は、⾦光教の発展と共に明治から⼤正にかけて栄え、その姿を⾊濃く残し
ています。⾨前町の名物などを味わいながら、⾦光教本部施設や江川三郎⼋さんの
設計した近代建築を中⼼とした街並みを巡ります。（お饅頭、お茶付き）。9:30〜
12:00、参加費500円、定員20名。要予約。

備中no町家deクラス まち歩き 倉敷市中⼼市
街地

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/23 2018/11/23 岡⼭県 倉敷市

倉敷美観地区の周辺の明治、⼤正。昭和の町家・町並みをご案内します。何気ない
路地の奥の⼩さな町家、視点を変えると、ここにも、あそこにもまだ町家が残って
います。10:00〜12:00、参加費500円、定員20名。要予約。

備中no町家deクラス まち歩き 美観地区
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/24 2018/11/24 岡⼭県 倉敷市

倉敷の町並み保存は、戦後間もなく始まり、1968年倉敷市伝統美観保存条例を制
定。今年で町並み保存50年を迎えます。常に保存修理を重ねることで、⾒事に町並
みは保存再⽣されます。この町並みはあなたのまちの未来の姿かもしれません。
10:00〜12:00、参加費500円、定員20名。要予約。

備前no町家deクラス まち歩き 出⽯
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/4 2018/11/4 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭空襲の戦災を免れた町並みで、明治・⼤正・戦前の昭和の建物が数多く残され
ています。後楽園の⾨前の町として栄えていました。近年、おしゃれなカフェ、ク
ラフトショップなどが増えています。10:00〜12:00、参加費無料、定員10名。要
予約。

備前no町家deクラス まち歩き ⾜守
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/8 2018/11/8 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭市街の北⻄、⾜守川沿いの⼭合いにある⾜守は、今でも江⼾時代の武家の息吹
が残る伝統的な家屋の姿をとどめており、当時のノスタルジックな町の⾯影を⾊濃
く残している町並みです。①10:00〜11:30②13:00〜14:30、参加費500円、定
員各回20名。要予約。

備前no町家deクラス まち歩き ⻄⼤寺五福通
り

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県

岡⼭市東
区

岡⼭市東区の五福通りは江⼾時代の商家から昭和初期の看板建築の残る元問屋街
で、数々の映画･ドラマのロケ地として使われています。五福通りの起こりから看
板建築の秘密、ロケ現場の紹介まで、五福通りの魅⼒の数々を紹介します。10:00
〜12:00、参加費500円、定員20名。要予約。

備前no町家deクラス まち歩き 備前福岡
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/24 2018/11/25 岡⼭県 瀬⼾内市

鎌倉時代から⼭陽道における経済の要所として繁栄していました。「備前福岡名所
町、七⼝、七つ井⼾、七⼩路」と古くから⾔い伝えているように、広い道路と整然
と区画されている町並みは当時の⾯影を残しています。両⽇とも10:00〜11:30、
参加費200円、定員各⽇30名。要予約。

備前no町家deクラス まち歩き ⽜窓
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 瀬⼾内市

古い街並みが残る「しおまち唐琴通り」は、そのメインストリートもさることなが
ら、通りをそれた⼩路にもたくさんの魅⼒があります。街⾓を探索するアプリ『ウ
シマド街⾓クエスト』を起動させて、⽜窓の隠された魅⼒を発⾒しましょう。
10:00〜15:00、参加費無料、定員はありませんが要予約。

美作no町家deクラス まち歩き 勝間⽥
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県

勝⽥郡勝
央町

出雲街道の宿場町「勝間⽥」の歴史を⾒守ってきた真福寺・下⼭本陣跡・勝間⽥神
社など、歴史ある建物が数多く残されています。シェアスペースの向かいには国登
録の重要有形⽂化財である旧勝⽥郡役所があり、近くには、⾦太郎像や鯉の泳ぐ⽔
路などのフォトジェニックなロケーションも楽しめます。9:00〜15:00、参加費無
料、定員はありませんが要予約。

美作no町家deクラス まち歩き ⼤原古町
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/4 2018/11/4 岡⼭県 美作市

播磨国と因幡国を結ぶ因幡街道にある⼤原宿。江⼾時代は⿃取藩主の江⼾参勤の道
となり、本陣・脇本陣が現存する、国内でも稀有な景観を守っている宿場町です。
11:00〜12:00、参加費200円、定員20名、要予約。

美作no町家deクラス まち歩き 新庄
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県

真庭郡新
庄村

旧出雲街道の新庄宿は、江⼾末期に建てられた脇本陣⽊代邸など古い建物が残る⾵
情ある町並みです。また、「がいせん桜」は明治39年、宿場町の街道の両側に⽇露
戦争での戦勝を記念して桜が植えられました。5.5mおきに132本の桜が咲揃う素
晴らしい桜並⽊のトンネルは、新庄村の春を代表する景⾊です。通りの両側には、
いつも、さらさらと流れる⽔路があり、そのやさしい⾳⾊は「⽇本の⾳⾵景百選」
にも選ばれています。9:30〜11:30、参加費200円、定員10名、要予約。

美作no町家deクラス まち歩き 津⼭城⻄
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/24 2018/11/24 岡⼭県 津⼭市

津⼭市城⻄地区は、旧出雲街道沿いに形成されている城下町の⻄部地域で、寺町と
⼤正時代ににぎわった商家の街並みが楽しめます。10:00〜12:00、参加費1,000
円（町家カフェでの珈琲・お菓⼦付）、定員20名、要予約。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

美作no町家deクラス まち歩き 津⼭城東
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県 津⼭市

旧妹尾銀⾏林⽥⽀店をはじめ、城東地区には江⼾時代から近代にかけて建築された
数多くの建物が残っています。町並みを散策しながら、城東地区を代表する町家を
いくつか学芸員の案内で⾒学します。13:00〜15:00、参加費無料、定員20名、要
予約。

美作no町家deクラス まち歩き 勝⼭
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県 真庭市

古くは城下町、宿場町として栄えた勝⼭。⾃分たちの暮らしを⼤切にした町づくり
の取組やものづくり⽂化などを紹介しながら、⽩壁の⼟蔵、軒先にかかる草⽊染め
の「のれん」、⾼瀬⾈発着場（船場）跡をめぐります。9:00〜10:30、参加費500
円、定員15名、要予約。

川﨑翔⼦ピアノリサイタル 〜幻想のうた〜
公益財団法⼈ 
真庭エスパス
⽂化振興財団

2018/12/1 2018/12/1 岡⼭県 真庭市

４者（真庭市・旭川荘・瀧井敬⼦・エスパス）が連携してエスパスホールで川﨑翔
⼦さんのCD制作のための録⾳を⾏うとともに、真庭市の⽂化振興を⽬的に川崎翔⼦
によるコンサートを開催し市⺠のクラシックに対する意識の向上を⽬指します。併
せて２⼩学校のアウトリーチを⾏うことにより、⼩学⽣の⾳楽に対する関⼼を⾼め
るとともに将来の鑑賞者育成に資する事業です。
また、コンサートでは今年度も市内障害者施設の利⽤者を招待します。同時に、こ
れら施設製品をホワイエで展⽰販売し⽂化と福祉の融合も促進します。

⽥中孝明展

特定⾮営利活
動法⼈ 勝

⼭・町並み委
員会

2018/11/17 2018/12/2 岡⼭県 真庭市

⽥中孝明は紙漉きの技法を応⽤し、⽷などの繊維を硬化させる制作を続けている作
家である。⽷を引っ張ったり、⽷を交差させたりなどテンションをかけた⽷の集合
体に紙の繊維を加え、⾃⽴する造形を制作する。素材から導かれるように様々な形
となり、軟体彫刻のような繊維造形の可能性を模索する作品である。これらの制作
テーマから紙の素材を⽤いた造形によるインスタレーション作品を構成する。展⽰
構成上、中⼼になる作品は紙漉きの技法を応⽤し、⿇⽷から構成される造形を和紙
原料により硬化させたものである。紙⾯に絵を描く感覚で、⽷の線を⽤いて描く⽴
体的な視点の作品となる。展⽰される地域の⾃然の形をテーマとすることも取り⼊
れる。また、会期中、若⼿テキスタイル作家福⽥笑⼦⽒によるワークショップを⾏
う。

ルス・アルカス ダンス創作ワークショップ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/11 2018/10/11 岡⼭県

岡⼭市北
区

10⽉12⽇（⾦）開催の岡⼭県天神⼭⽂化プラザホール・セレクションダンス作品
「カスパー・ハウザー/ヨーロッパの孤児」の振付とダンスを担当するスペイン気
鋭の振付家でダンサーのルス・アルカスを講師として迎えるダンス創作ワーク
ショップです。19:00〜21:30。中学⽣以上対象、定員15名、受講料1,800円、10
⽉4⽇まで応募受付。

天神⼭⽂化プラザ⼟曜劇場 劇団ひびき第97回
公演「⾚シャツ」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/24 2018/11/25 岡⼭県

岡⼭市北
区

明治38年、⽇露戦争の勝利に沸く四国のとある城下町。⼭嵐、野だいこ、うらな
り、マドンナ、狸、⾚シャツと、夏⽬漱⽯の⼩説「坊ちゃん」と登場⼈物は同じだ
が、主⼈公は⾚シャツ。しかも坊ちゃんは出てこない。坊ちゃんには⾒えなかっ
た、知られなかった⾚シャツは、誤解に誤解を重ねられた⼩⼼で柔弱で、悩める知
識⼈であったのではないか？⽇清、⽇露と⽇本が⼤きく変わっていく時代を、悪役
とされた⾚シャツこと教頭のもう⼀つの姿を通して炙り出す。

Ki-Bi Lab．48時間デザインFunRun ともに育
み、つくる、新たな創作の実験場。

岡⼭県備前県
⺠局

2018/11/22 2018/11/23 岡⼭県
岡⼭市北

区
障害者（⾝体・知的・精神）とデザイナーがグループをつくり、ファジアーノ岡⼭
の応援グッズのデザインを作成するイベント。

第22回（平成30年度）朗読会「永瀬清⼦の詩の
世界」

⾚磐市永瀬清
⼦の⾥づくり
推進委員会

2019/2/17 2019/2/17 岡⼭県 ⾚磐市

⾚磐市出⾝で、⽇本を代表する⼥性詩⼈、永瀬清⼦の詩を⾝近に感じていただくた
め、毎年2⽉に開催しています。⾚磐市⺠による永瀬清⼦詩の朗読と合唱、第16回
永瀬清⼦賞表彰式および受賞者による作品朗読、沢知恵さんのピアノ弾き語り「⼥
の戦い」で、詩の世界をお楽しみください。⼊場は無料ですが、⼊場整理券か、電
話での申し込みが必要です。詳しくは、⾚磐市ホームページをご覧いただくか、電
話でお問い合わせください。

新発⽥市所蔵美術作品展
新発⽥市所蔵
美術作品展開
催実⾏委員会

2018/11/16 2018/11/25 新潟県 新発⽥市

２０世紀に新発⽥市で誕⽣した美術グループの⾜跡を振り返り、今⽇につながるそ
の活動と美術表現の豊かさを、新発⽥市所蔵の美術作品を中⼼に検証する展覧会で
す。また、新発⽥の美術グループ活動と関わりながらも⾃⼰表現の試⾏錯誤を続け
た画家岡崎清郷を取り上げ、２０１７年に遺族から寄贈された９点の作品とともに
紹介します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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冬の観能の⼣べ ⽯川県 2019/1/12 2019/3/2 ⽯川県 ⾦沢市

冬季に、定期的に能楽を上演・鑑賞する機会を設け、能楽愛好者の増加と本県⽂化
の振興を図るとともに、「加賀宝⽣」として全国に知られている優れた幽⽞の世界
を⽯川県を訪れる観光客にも鑑賞の機会を提供、併せて能楽体験を実施する。
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。
また外国⼈が本県の質の⾼い伝統芸能を楽しみながら鑑賞し、より⼀層理解を深め
るため、公演において、英語での解説により鑑賞をサポートする機器を試験的に導
⼊し、貸出を⾏う。

7Colors!!-7⾊の職⼈-展
⽯川県（伝統
産業⼯芸館）

2018/10/19 2018/12/10 ⽯川県 ⾦沢市

⾦沢仏壇は「⽊地師」「宮殿（くうでん）師」「⽊地彫師」「塗師」「箔彫師」
「⾦具師」「蒔絵師」の７つの⼯程を担う７⼈の職⼈の分業によって制作されてい
ます。企画展では、伝統の技を受け継ぐ若き7⼈の職⼈たちを“虹”に例えて、⼀⼈
⼀⼈の仕事内容を紹介しながら⼀つの仏壇が出来るまでの過程を展⽰致します。未
来に向かって明るく進む⾦沢仏壇の若い⼒を感じていただきます。
会場では、⾞椅⼦でスムーズに⼊館できるよう⼊⼝にスロープを設置したり、多⽬
的トイレを備えるなど障害者にとってのバリアを取り除く取り組みを⾏う。

珠洲焼〜⿊灰⾊の輝き〜
⽯川県（伝統
産業⼯芸館）

2018/10/19 2018/12/10 ⽯川県 ⾦沢市

釉薬を使わず焼き締めることで美しい⿊灰⾊となる“珠洲焼”の全貌をご紹介する企
画展です。室町時代後にその作陶が⼀度途絶え、「幻の古陶」と呼ばれた“珠洲焼”
は、昭和５１年に珠洲市や珠洲市商⼯会議所の努⼒で再興されました。現在その素
朴で⼒強い美しさに⼈気があり、珠洲焼創炎会の作家を中⼼に多彩な作品が創られ
ています。⽤の美を備えて使い込むほどに味わいが出る珠洲焼の魅⼒を9⼈の陶⼯
の作品を通して紹介致します。
会場では、⾞椅⼦でスムーズに⼊館できるよう⼊⼝にスロープを設置したり、多⽬
的トイレを備えるなど障害者にとってのバリアを取り除く取り組みを⾏う。

⼋ヶ岳⾳楽祭 in Yamanashi
⼋ヶ岳⾳楽祭
運営委員会

2018/10/8 2018/10/8 ⼭梨県 北杜市

プロの⾳楽家とアマチュアの⾳楽愛好家が⾃然豊かな⼋ヶ岳南麓で⾳楽を通じて交
流を深め学びあいながら⽇本⼈の協調性を活かし芸術性の⾼い演奏を⽬指します。
コンサート来場者に普段あまり聴く機会のないオーケストラ＆合唱の⽣演奏を堪能
していただき、広くクラシック⾳楽の普及を⽬指し、⼋ヶ岳南麓地域の芸術⽂化振
興に貢献しています。
技術や年齢、⾔語を超えた出会いや発⾒を通じクラシック⾳楽の魅⼒を共有しま
す。楽譜は世界共通の⾔語です。（英語対応できるスタッフがいます。）
会場はバリアフリー化されておりますので、障がいのある⽅も、ぜひご来場くださ
い。

県⺠の⽇コンサート〜埼⽟から世界に響き渡る珠
⽟の⾳⾊を〜

埼⽟県 2018/11/14 2018/11/14 埼⽟県
さいたま
市浦和区

埼⽟県では11⽉14⽇（⽔）の「県⺠の⽇」に、平成29年度下總皖ー⾳楽賞受賞者
による「県⺠の⽇コンサート－埼⽟から世界に響き渡る珠⽟の⾳⾊を－」を開催し
ます。今回は、ヴァイオリン奏者として⻑年ロンドンを拠点に演奏や教育など多彩
な活動を繰り広げている相曽賢⼀朗⽒と、マリンバ奏者として名実ともに我が国の
第⼀⼈者であり、武蔵野⾳楽⼤学特任教授の⾼橋美智⼦⽒が出演します。第１部は
「相曽賢⼀朗ヴァイオリンリサイタル－世界の名曲を集めて－」、第２部は⾼橋美
智⼦プロデュース「武蔵野⾳楽⼤学パーカッションの饗宴」です。お⼆⼈による分
かりやすい曲⽬解説を交えながら、珠⽟の⾳⾊をお届けします。⼊場は無料です
が、事前申込が必要です。皆様の申込みをお待ちしております。会場には⾞イス席
を御⽤意し、⼿話通訳を配置します。

新春落語会 飯能市 2019/1/27 2019/1/27 埼⽟県 飯能市
⽇本の伝統的話芸「落語」。古今亭菊之丞、柳家三三、桂宮治の３⼈の噺家に漫才
の宮⽥陽・昇を交えた落語会。会場はバリアフリー対応で⾞いす観覧席も確保しま
す。

2018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

2018/11/18 2018/11/18 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、県⺠活動団体の⽇ごろ
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ンベントを開催しま
す。今年は、「スポーツでつなぐ⼈・⽂化・地域」をテーマに、ボルダリング・ト
ランポリン・ボッチャなどのオリンピック・パラリンピック競技体験、国際交流・
⽇本⽂化体験として茶道体験や世界の⺠族⾐装の展⽰も⾏います。この他にも「元
トランプマン２号による〜けんかつスペシャルマジックショー」や⼦どもあそび
コーナー・⼯作など盛りだくさんの内容となっています。お⼦様から⾼齢者まで、
ご家族みなさんでご来場ください。会場はバリアフリー対応施設です。

キン・シオタニ はんのうさんぽライブ４ 飯能市 2019/3/2 2019/3/2 埼⽟県 飯能市 旅好きイラストレーター「キン・シオタニ」が、飯能の歴史、⽂化、魅⼒について
語るトークライブ。会場はバリアフリーで⾞いす席もあります。
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場所

（県）
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吉川市演劇公演
吉川市教育委

員会
2018/11/24 2018/11/25 埼⽟県 吉川市

まちの価値を⾼める芸術⽂化事業のひとつとして演劇事業を実施し、今年度２回⽬
となるワークショップ演劇公演です。募集で集まった市⺠１９名が、演出家：⽯内
詠⼦⽒や振付師：城俊彦とともに稽古を重ね、作・柴幸男の「あゆみ」を演じま
す。会場は、観客が平場の舞台を取り囲むように配席し、出演者の息遣が聞こえる
距離感となっています。会場全体がバリアフリー対応で、⾞いすでの観覧も可能で
す。

⾳まちコンサートVol.11 所沢市 2018/12/28 2018/12/28 埼⽟県 所沢市

所沢市では、「⾳楽のあるまちづくり」を掲げ、あらゆる世代の市⺠や本市を訪れ
る⽅々に、うるおいと安らぎ、そして活⼒を与えるため、⾳楽を演奏する機会、聴
く機会を常に⾝近なものとして定着させ、豊かな⾳楽⽂化が持続的に発展していく
ことを⽬指しています。その事業のPRと、市⺠をはじめ市役所に来庁した⽅々が気
軽に⾳楽を鑑賞できるように、所沢市役所本庁舎を会場としてプロのアーティスト
等を招いたコンサートを実施しており、今回が11回⽬の開催となります。なお、会
場はバリアフリー対応で、⾞椅⼦観覧席をご⽤意します。

第１１回彩の国グランド歌謡⾳楽祭
ＮＰＯ法⼈彩
の国市⺠⾳楽

翔
2018/10/8 2018/10/8 埼⽟県

さいたま
市⼤宮区

市⺠応募者によるカラオケのど⾃慢と発表⼤会。⾼齢者を中⼼とした⽣きがいづく
りの場の提供。会場はバリアフリー対応で⾞いす観覧席を確保。

秋のわくわく公園まつり

公益財団法⼈ 
埼⽟県公園緑
地協会 ⽻⽣
⽔郷公園管理

事務所

2018/10/13 2018/10/14 埼⽟県 ⽻⽣市

「秋のわくわく公園まつり」は、隣接するキヤッセ⽻⽣との合同開催で、２５ｍの
⾦⿂すくい、フリーマーケット、ふれあい動物園、埼⽟県防災学習センターの出張
イベント、⼤道芸⼈によるパフォーマンス、バルーン搭乗体験、サツマイモ掘り体
験、地域の農産物販売を⾏います。さいたま⽔族館内では、さくまひできミニコン
サート、⽵とんぼ⼯作体験など、数多くの催し物を開催します。１４⽇は⽻⽣市コ
スモスフェスティバルと合同ワンデイスタンプラリーも⾏います。公園施設はバリ
アフリー対応です。

第１３回⼾⽥⾳楽祭メインコンサート〜いつも⾳
楽を⾝近に〜
村治佳織＆村治奏⼀ ギター・デュオコンサート 
―姉弟で織りなす安らぎの⾳⾊―

公益財団法⼈
⼾⽥市⽂化ス
ポーツ財団

2019/2/17 2019/2/17 埼⽟県 ⼾⽥市

⼾⽥⾳楽祭は誰にでも親しんでもらえるクラシック⾳楽を中⼼とした演奏やイベン
ト活動を通じ、⻘少年の情操教育の⼀環として、また⼼豊かでふれあいのある地域
づくりを⽬指すことを⽬的として実施しています。今年はメインコンサートとし
て、絶⼤な⼈気を誇るギタリスト・村治佳織とその実弟である、村治奏⼀のギ
ター・デュオコンサートを開催します。それぞれのギターの個性をお楽しみいただ
けるだけでなく、２台のギターが奏でる豊穣な⾳楽が堪能できるコンサートです。
会場には⾝障者⽤駐⾞場、エレベーター、スロープ、貸出⽤の⾞いす、⾝障者⽤ト
イレ、⾞いす席の⽤意があります。

平成30年度 市原市⼈権・男⼥平等参画フォー
ラム 森永卓郎 講演会 〜男と⼥のあり⽅が変
わる、経済も変わる〜

公益財団法⼈
市原市⽂化振

興財団
2018/12/1 2018/12/1 千葉県 市原市

⽣涯学習及びコミュニティの振興を図ることを⽬的とし、多くの市⺠に⼈権や男⼥
協同参画について、より⼀層の理解と関⼼を⾼めるため森永卓郎⽒による講演会を
開催する。会場となる市原市市⺠会館は、⾞椅⼦⽤座席、障害者⽤トイレ、障害者
⽤駐⾞場を設置しており、会場内はバリアフリーである他、⾞椅⼦の貸出も⾏って
いる。また、当⽇の公演中に⼿話通訳、要約筆記を⾏う。

とちぎの「技・巧」親⼦体感フェスタ 栃⽊県 2018/11/17 2018/11/17 栃⽊県
下都賀郡
壬⽣町

「とちぎ版⽂化プログラム」の平成30年度リーディングプロジェクトとして、平成
30年度の統⼀テーマである「技・巧」に因んだイベントを実施する。伝統芸能ス
テージや伝統⼯芸体験コーナーなど、県⺠に本県の特⾊ある伝統⽂化の“技”“巧”を
体感してもらい、本県⽂化の再認識と保存・継承に繋げることを⽬的とする。イベ
ント会場は、障害者専⽤駐⾞場や多⽬的トイレ等を完備したバリアフリー施設であ
る。その他、⾞いすの⽅でも観覧しやすいよう客席を配置する。

栃⽊県⽴博物館テーマ展「⼩泉斐の世界－鮎と⾵
景と⼈物－」

栃⽊県⽴博物
館

2018/9/8 2018/10/8 栃⽊県 宇都宮市

下野を代表する⽂⼈画家として知られる⼩泉斐（1770〜1854）は、芳賀郡益⼦で
神官を務める⽊村家に⽣まれました。10代初めより絵を学び、50歳以降は⿊⽻藩
主⼤関増業（1781〜1845）から鎮守社を与えられて宮司を務め、増儀(1811〜
66)に家督がうつった以後も、精⼒的に作画活動を⾏っていました。斐は鮎図の絵
師として著名ですが、その作域は広く、⼈物画・⾵景画・仏画など多岐にわたりま
す。本テーマ展では、斐の多彩な画域のなかから、鮎・⼈物・⾵景に絞り、近年の
研究成果とともに紹介していきます。また、斐の⾼弟として『⼩泉檀⼭⾨⼈録』の
系図に登場していながら、これまでほとんど知られていなかった無名画⼈・⽥⾕芝
斎（1770〜？）の新出作品もあわせて展観します。なお、当館では施設のバリア
フリー化や、常設展⽰（企画展と同時に観覧可能）の多⾔語化を実施しています。
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栃⽊県⽴博物館テーマ展「栃⽊の平野の暮らし－
稲作－」

栃⽊県⽴博物
館

2018/9/8 2018/10/8 栃⽊県 宇都宮市

本県の中央部から南部は、全国有数の⽶どころとして知られています。例えば、那
珂川、⼩⾙川、⻤怒川、⽥川、思川、渡良瀬川などの沿岸には、豊かな⽔⽥地帯が
広がり、古くから稲作が⾏われてきました。稲作は、⽥起こしから始まって代掻、
苗代しめ、苗取、⽥植、草取、稲刈、稲⼲、脱穀、籾⼲、籾摺などの複雑な過程を
たどります。この中で、鍬や犂、唐箕、万⽯など多種多様な農具が使われてきまし
た。このように、⽶を⽣産するまでにはとても多くの労⼒と、さらには農具を使っ
た作業が必要でした。
本テーマ展では、昭和40年代頃まで使⽤された農具を通して、とりわけ機械化され
る以前に⼈々がどのようにして⻑い間、⽶を⽣産してきたかを紹介します。なお、
当館では施設のバリアフリー化や、常設展⽰（企画展と同時に観覧可能）の多⾔語
化を実施しています。

芳賀町⺠祭
芳賀町⺠祭開

催委員会
2018/11/11 2018/11/11 栃⽊県 芳賀町

芳賀町⺠祭は今年で第３７回を迎えるイベントである。芳賀町浪漫太⿎の披露によ
る伝統芸能の発信や特産品の梨などの農産物の品評会の開催、芳賀⼯業団地内の企
業PR、また、飲⾷ブースでは地域住⺠による⼿打ちそばやB級グルメのHAGA焼き
ソバ等の販売が⾏われる等、芳賀町⺠総参加の催しとなっている。
⼦どもから⾼齢者まで幅広い年代の⽅が作成した絵画や⽂芸の作品展も⾏い、町⺠
の⽂化の発信を⾏うとともに、障害者を⽀援している社会福祉法⼈で⼀つのブース
を構え、飲⾷物の販売や様々なPRを⾏っており、様々な⽅の参加を促している。駐
⾞場には障害者⽤のスペースを確保するとともに、スロープを⽤意することで⾞い
すの⽅に配慮した会場の設営を⾏っている。

群⾺古墳フェスタ２０１８ 群⾺県 2018/10/13 2018/10/14 群⾺県

（13⽇）
⾼崎市

（14⽇）
藤岡市

群⾺県が東⽇本最⼤の古墳⼤国であり、古代東国⽂化の中⼼地であったことを、県
内外の多くの⽅々に再認識してもらうことを⽬的に開催する。
開催にあたっては、古代東国⽂化に関する専⾨家による講演会のほか、各種歴史体
験、郷⼟料理の販売等、関連イベントを多数実施する。
会場となる⾼崎産業技術専⾨校及び藤岡歴史館は、多⽬的トイレやスロープ等、バ
リアフリー設備が整備されており、障害者の参加・鑑賞に配慮した事業の実施が可
能である。

道産花きを使⽤した「いけ花展⽰」
北海道花き振

興協議会
2018/9/26 2018/10/1 北海道

札幌市中
央区

北海道いけ花連盟主催の「全道いけ花美術展」において、会場の⼀部に道内12流派
が道産花きを使⽤して作製したいけ花を展⽰することにより、道産花きといけ花の
融合を来場者にＰＲするとともに、道産花きの魅⼒を発信する。
会場は、バリアフリーに対応した施設であり、⾞いすの⽅が鑑賞できる通路幅を確
保するなど、障害のある⽅も参加できる体制を整えている。

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

2018/10/2 2018/10/30 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。

⽇本の⾷⽂化を伝承〜多⾔語料理教室（中国語・
英語・聴覚障碍者）

株式会社ジオ
フーズ

2018/10/1 2019/3/31 茨城県 ⽇⽴市

農業王国茨城の美味しい⾷材を使⽤した外国⼈向け多⾔語料理教室の開催及び聴覚
障碍者向けの⼿話料理教室の開催。茨城に古くから伝わる伝統料理や発酵⾷品を、
外国⼈や障碍者の区別なく、実際に調理をして試⾷をしながら⽇本の無形⽂化遺産
である「和⾷」を⾝近に感じることのできるノーマライゼイション料理教室。

建設フェスタ2018
茨城県⼟⽊部
検査指導課

2018/10/27 2018/10/27 茨城県
ひたちな

か市

建設フェスタは，茨城県内の公共団体や建設産業に関連する各種団体が⼀体となっ
て，県⺠の暮らしや経済活動に不可⽋な社会資本整備の重要性と建設産業の魅⼒を
県⺠に伝えることを⽬的に開催するイベントです。ステージイベントでは，県内の
団体による太⿎演奏や図画作品の表彰も⾏います。
なお，本イベントは，バリアフリー対応の会場で実施します。

いばらきのくすり展
茨城県保健福
祉部医療局薬

務課
2018/10/20 2018/10/21 茨城県 つくば市

「薬と健康の週間」の事業の⼀環として，下記のとおり「いばらきのくすり展」を
開催し，県内の製造所で⽣産される医薬品、医薬部外品，化粧品などを紹介すると
ともに，薬に関する理解を深めるクイズラリーや調剤体験などを⾏います。
なお，本イベントは，バリアフリー対応の会場で実施します。

パープルーム 展覧会【パープルーム⼤学附属
ミュージアムのヘルスケア】

茨城県政策企
画部県北振興

局
2018/9/15 2018/9/29 茨城県

常陸太⽥
市

交流型アートプロジェクトプロジェクトの招へいアーティスト「パープルーム」
は，常陸太⽥市鯨ヶ丘地域に滞在し，展覧会【パープルーム⼤学附属ミュージアム
のヘルスケア】を開催する。
地域の⽂化遺産であり郷⼟資料館でもある常陸太⽥市郷⼟資料館梅津会館にて，過
去と未来を接続しようと試みながら美術の本質を問う意欲的な展覧会を⾏う。
なお，展覧会会場である常陸太⽥市郷⼟資料館梅津会館は，⼀部バリアフリー構造
となっている。
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岡本晃樹 公演【Echoed Body】
茨城県政策企
画部県北振興

局
2018/9/29 2018/9/29 茨城県 ⽇⽴市

交流型アートプロジェクトの招へいアーティストである「岡本晃樹」は，ジャグリ
ングと映像によるパフォーマンスアート【EchoedBody】を発表する。
常陸多賀エリアの空き店舗を拠点とし，地域の場所やできごとにまつわる個⼈的な
記憶を地域の⽅々にヒアリングを⾏う。それらを作品に取り込みながら，作家⾃⾝
の⾝体を使ったジャグリングとメディアアート（映像）が融合した新しいパフォー
マンスに挑戦する。
なお，公演場所である多賀市⺠会館はバリアフリー構造となっており，公演当⽇
は，⾞いす利⽤者の鑑賞スペースも設置予定。

池平徹兵 【海から⼭へ ⼭から海へ】
茨城県政策企
画部県北振興

局
2018/11/15 2018/12/3 茨城県

⽇⽴市・
常陸太⽥

市

交流型アートプロジェクトの招へいアーティスト「池平徹兵」は，⽇⽴市および常
陸太⽥市に滞在し，【海から⼭へ⼭から海へ】を制作する。
⾃然界の景⾊は全ての箇所が主役の集まりでできている。様々な表現を⾒せる海，
多種多様な苔が⽣息する茨城県北地域で，海と⼭を⾏き来しながらたくさんの⼈の
「本気で描く⼒」をお借りして⽔と苔の絵画を制作する。
なお，地域住⺠とともに制作した作品は⽇⽴駅及び常陸太⽥市郷⼟資料館梅津会館
に展⽰予定。展⽰会場である⽇⽴駅と常陸太⽥市郷⼟資料館梅津会館の⼀部はバリ
アフリー構造となっている。

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

2019/2/19 2019/2/19 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。
⼆部構成、第⼀部では⽂楽をわかり屋sく解説するワークショップを実施。外国⼈
も多く、第⼀部では⽂楽の⾳楽を実演でお聞かせする。
第⼆部の⽂楽名作鑑賞では、わかり易く名作でもある「⽣写朝顔話」を上演。事前
に専⾨家（葛⻄聖司）に解説して頂き、古典でもわかり易いよう⽇本語字幕付きで
上演する。海外からの⼈向けには英語の解説書を配布する。

調布能楽odyssey 序 キネマ能楽

公益財団法⼈ 
調布市⽂化・
コミュニティ

振興財団

2019/3/23 2019/3/23 東京都 調布市

本事業は、⽂化・観光⾯において調布市内最⼤級の地域資源である古刹・深⼤寺と
ゆかりの深い「能楽」を軸にした事業⼤系「調布能楽odyssey（オデッセイ）」の
公演事業であり、既存の能・狂⾔の物語に新演出を加え能楽公演です。映画関連企
業が集積する「映画のまち調布」の当ホールならではの設備（４Kプロジェクター
等）を活⽤し、映像と伝統芸能をコラボレートします。⽇本⽂化の継承のため、調
布市の地域資源を演出の⼀部として活⽤し、より親しみやすい創造的プログラムづ
くりによって⽇本⽂化の継承と普及拡⼤を図るとともに、⽂化芸術を通して地域へ
の関⼼を⾼め、地域の⽂化⼒の向上に寄与することを⽬的としています。また、サ
ブスクリーンには字幕（⽇本語・英語）を投影し、初⼼者向けのガイドの役割だけ
でなく聴覚障がい者及び外国⼈来場者にも対応する予定です。

中央合同庁舎8号館 認証⾷材イベント
（株）ニッコ
クトラスト

2018/9/18 2018/9/21 東京都 千代⽥区

官公庁（内閣官房及び内閣府）の職員⾷堂で、持続可能性に配慮して⽣産され、か
つ、飲⾷提供戦略にもその活⽤について記載のある被災地産⾷材を使ったメニュー
を期間限定で提供し、⽇本⾷⽂化の発信を⾏うことで、GAP等の認証⾷材の認知度
向上等を図る。また、英語表記のポスターを作成し、多⾔語社会にも対応すること
としている。

Zen Concet by Project KANA

⼀般社団法⼈ 
Kanaミュー
ジック・ファ

クトリー

2019/3/2 2019/3/3 海外
マレーシ

ア

ProjectKANAによる海外で⽇本の⽂化を紹介する『Zenconcert』。ProjectKANA
では、⽇本の精神を海外の皆様が⾃分たちの⾔葉で紹介されることによりスムーズ
に理解できることを⽬的としており、⽇本国内では忘れかけた古来の⽇本の⼼を⽇
本の皆様が再認識される機会として開催する。また、⽇本語と英語（Ipohでは英語
と中国語）で紹介することにより、⽇本にいる外国⼈が複雑でわかりにくい⽇本⽂
化をより深く理解できる場を提供するものとする。

留学⽣の⽇
奈良国⽴博物

館
2018/11/1 2018/11/1 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。

特別陳列 おん祭と春⽇信仰の美術
奈良国⽴博物

館
2018/12/11 2019/1/20 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883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。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

アートフェア東京2019
⼀般社団法⼈
アート東京

2019/3/7 2019/3/10 東京都 千代⽥区

アートフェア東京は今回で14回⽬を迎える、国内最⼤級の国際美術⾒本市です。
国内外約150軒のギャラリーが⼀堂に会し、古美術や⼯芸、現代美術までの幅広い
ジャンルと時代の美術品が展⽰販売されます。
毎年約6万⼈が来場するアートフェア東京は、⽇本全国をはじめ世界各地からの出
展者・来場者も年々増加しており、アート市場の動向を探る情報交換の場、各地域
の伝統⼯芸や芸術⽂化の発信の場、⾃治体・教育機関・地域団体や企業等との連携
の場として多⾓的な側⾯を持ちつつ、⽇本の芸術⽂化を海外へ発信し、海外の芸術
⽂化を⽇本へ紹介するインタラクティブな⽂化交流に有効な絶好の機会でもありま
す。また、会場マップ・サイン等は⽇英バイリンガル仕様とし、会場には英語、中
国語に対応出来るスタッフを配置するなど、外国⼈の参加に対し、⾔葉の壁を取り
除く取組も⾏っています。

⽣きるよろこび展

Aichi Artbrut 
Network 

Center（特定
⾮営利活動法
⼈楽笑） ⽣
きるよろこび
展実⾏委員会

2018/11/17 2018/11/25 愛知県 知多市

平成30年度愛知県より採択を受けた障害者芸術⽂化活動普及⽀援事業の⼀環とし
て、芸術関係者並びに福祉関係者を中⼼とした実⾏委員会が運営しています。愛知
県内在住の障害者の作品（アール・ブリュット作品）を町の特⾊を活かし地域の⽅
との協働で、観光客や地元の⽅へ触れていただく展⽰会を開催いたします。
知多・岡⽥地区の歴史のある古⺠家、邸宅(範丈亭、旧岡⽥屋、なごやかサロン、
雅休邸)に作品を飾らせていただき、まちづくりボランティアの⽅にガイドもお願
いしながら、町並みとアートの散策を楽しんでいただきます。テーマは「⽣きるよ
ろこび」という事で、つくる喜び、表現する喜び、⽣きがい…など、アートを通し
て障害のある⽅々のいきいきとした姿がイメージできるような展⽰を⾏うことで、
地元の⼈、⾒てくれた⼈への理解・啓発にもつなげ、⼼のバリアフリーにもつなが
る事を⽬指していきます。会場の案内は地元のガイドが⾏い、キャプションにもひ
らがなのルビをつけ、少しでも多くの⽅が理解できるように配慮します。

平成30年度 第2回徳商デパート
徳島県⽴徳島
商業⾼等学校

2018/11/3 2018/11/4 徳島県 徳島市

徳島商業⾼校では、毎年、「徳商デパート」として、200〜300名の⽣徒が参加し
て、商業の学びの⼀環として地域の⺠間企業などと連携し、新たな商品を想像し、
企画開発、販売するイベントを開催している。今年のテーマは「⼀致協⼒
FromTCS」として徳島商業⾼校の頭⽂字TCSと東京オリンピック・パラリンピック
チャレンジストーリーの頭⽂字TCSを掛け合わせて実施することにしている。内容
としては徳島県がホストタウンとなっているドイツ、カンボジアの特産品と徳島県
の⾷材を活⽤して、それぞれの伝統料理をベースにした料理を新たに開発し、販売
するというものである。さらに、⼦どもたちが参加できる県の伝統産業である⽊⼯
やホストタウンの遊び体験コーナーなども⽤意し、お互いの国の⽂化を感じられる
イベントにする。
本校のみならず、「カンボジア⽇本友好学園」の⽣徒も出展者となり、県⺠や県内
在住外国⼈に参加してもらうことにしており、看板やPOPに英語表記を加えるなど
外国⼈に対応したイベントとする。

平成30年度 第2回徳商デパート
徳島県⽴徳島
商業⾼等学校

2018/10/28 2018/10/28 徳島県 鳴⾨市

徳商デパートは⽣徒たちが、商業の学びの⼀環として地域の⺠間企業などと連携
し、新たな商品を想像し、企画開発、販売するイベントである。毎年、200名から
300名の⽣徒が参加している。今年のテーマは「⼀致協⼒FromTCS」として徳島商
業⾼校の頭⽂字TCSと東京オリンピック・パラリンピックチャレンジストーリーの
頭⽂字TCSを掛け合わせている。内容としては徳島県がホストタウンである徳島や
ドイツ、カンボジアの特産品を使⽤した伝統料理を徳島の⾷材とコラボさせ開発・
販売する。その中には伝統産業である「藍」を⾼校⽣が「⾷」の材料として⽤い、
開発したスイーツや徳島の⽂化を紹介する映像を流し⽇本⽂化を感じられるイベン
トとする。本校のみならず、「JICA」も出展者となり、県⺠や県内在住外国⼈に参
加してもらうことにしており、看板やPOPに英語表記を加えるなど外国⼈に対応し
たイベントとする。

家族で⼤運動会
⿅浜地域学習

センター
2018/9/1 2018/10/31 東京都 ⾜⽴区

⽇本の恒例⾏事である運動会を通じて家族のコミュニケーションを図り、参加者同
⼠の交流や友達作りや、社会参加へのきっかけ作りにしていただく。地域に外国⼈
家族も増え運動会での恒例種⽬の障害物競⾛、パン⾷い競争、リレー等を通して⽇
本の運動会の楽しさを多くの外国⼈の⽅に体験していただき、⽇本⼈家族との家族
間交流を深めていただく。外国語表記の施設案内を作成し、会場には外国語表記を
している。

うたごえサロン
⿅浜地域学習

センター
2018/9/5 2019/3/23 東京都 ⾜⽴区

⽇本⼈に好まれている歌を通じて⽇本の歌（童謡・唱歌・演歌等）の魅⼒の発信、
参加者のコミュニケーションを図り、友達作りや、社会参加へのきっかけ作りにし
ていただく。また⼿話を取り⼊れながら歌う。
会場は外国語表記、バリヤフリー対応になっており外国⼈や障がい者の⽅にも利⽤
しやすくなっています。
また外国語表記のチラシ、案内を作成している。

Ping Chongʼs ドキュメンタリー・シアター 
Undesirable Elements
『⽣きづらさを抱える⼈たちの物語』

⽇本財団 
DIVERSITY IN 

THE ARTS
2019/1/18 2019/1/27 東京都 豊島区

当財団では、ニューヨークを拠点に活躍されている国際的な演出家ピン・チョン⽒
を招き、彼が世界各地で創作してきた「UndesirableElements（アンデザイアブ
ル・エレメンツ／存在を望まれない分⼦たち）」シリーズの⽇本版オリジナル公演
『⽣きづらさを抱える⼈たちの物語』を開催します。本公演では⽇本において障害
のある⼈や⽣きづらさを感じている⼈の声に⽿を傾け、その想いを舞台作品へと昇
華して、現代社会の課題を提⽰することを⽬指します。具体的なバリアフリー対応
は以下の通りです。・⾳声ガイドシステムを導⼊・⾞椅⼦・盲導⽝対応席を⽤意す
る・観客に向けて⼿話通訳による情報保障を⾏う・障害のある⽅のサポートを専⾨
とするスタッフを配置する
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国⾒町⽣活⽂化振興事業及び⽂化芸術振興事業 
暮らしの中の⽊づかい展

福島県国⾒町 2018/11/24 2018/11/25 福島県 国⾒町

⽇本の⽣活⽂化振興を⽬的に、「暮らしの中の⽊」をテーマにして、国産⽊材・地
域⽊材を使⽤した⽇⽤品等の物品展⽰などのブースを設けることにより、暮らしの
中の⽊を再認識し、国産⽊材製品等の良さや豊かさについて学び体験する場を設け
る。
また、国産材・地域材製品の利活⽤促進のための講演会・パネルディスカッション
を同時開催する。
なお、会場は国⾒町観⽉台⽂化センターで実施することで、町内及び近隣市町の⽅
のほか、福島県北管内に遊びに来ている⽅など幅広くPRできる。また、会場は⾞い
すの⽅も参加しやすいように配慮する。

練⾺アニメカーニバル2018
練⾺アニメ

カーニバル推
進連絡会

2018/10/20 2018/10/21 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。

港区華道茶道連盟2019年 いけばな展及びいけ
ばな初⼼者体験

港区華道茶道
連盟

2019/5/11 2019/5/12 東京都 港区

毎年、港区内最⼤の華道茶道の連盟が様々な流派のいけばなを展⽰するとともに、
初⼼者に向けたいけばな体験コーナーを併設し、⽇本の伝統⽂化の普及に努めてい
る。
開催会場を⽇本の伝統⽂化建築物であるお寺で開催することで、外国⼈に⽇本⽂化
をより⾝近に感じてもらう。また、会場内はバリアフリーの設備が整い、誰もが⾒
て楽しむことができる。
※港区在住・在勤・在学者は⼊場無料
※いけばな初⼼者体験コーナーは5⽉11⽇のみ開催

ジュニア⽇本舞踊教室（若柳流） おどりのわ 2018/5/12 2019/2/16 神奈川県 ⼤和市

地域の⼦どもたちを対象に、次代の担い⼿の育成につなげるとともに、多くの⼈々
に伝統⽂化の魅⼒を発信することを⽬的とした「やまと⼦ども伝統⽂化塾」の⼀環
として、ジュニア⽇本舞踊教室を開催。
⽇本舞踊を稽古する事により、⼦どもたちの⼼⾝の向上をはかるとともに、⽇本の
芸術⽂化の向上並びに社会福祉に貢献する事を⽬指します。また、稽古の成果を発
表する場として、1⽉に開催される「やまと伝統⽂化フェスティバル」に出演し、
地域の⽅々との交流を深めます。
バリアフリーの稽古会場で、皆で仲良く助け合い、協⼒しあって稽古します。ま
た、外国の⽅にも⽇本⽂化に親しんでいただける様、会場に外国語対応スタッフを
配置いたします。

ふるさとの祭り２０１８ｉｎ富岡
福島県、ふる
さとの祭り実

⾏委員会
2018/11/10 2018/11/11 福島県 富岡町

・震災後（平成24年）、多くの被災団体が出演し、県⺠に⼤きな感動と勇気を与え
た「地域伝統芸能全国⼤会（ふるさとの祭り）」の意義を継承する。
・東⽇本⼤震災や原発事故による避難などから、⺠俗芸能の継承が危ぶまれている
団体や芸能を披露する機会のない団体が数多くある。このような団体に発表の場を
提供し、⺠俗芸能継承の意欲を⾼めることにより、貴重な地域の⺠俗芸能や⼈々の
絆の再⽣を図る。
・「祭り」を訪れた⼈々に「ふるさとの良さ」を改めて実感してもらい、震災から
の⼼の復興を図る。
・公演内容は、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ものであ
るとともに、観覧スペースは、障がい者や⾼齢者に配慮するなどバリアフリーに対
応している。

2018年度の中国において開催するジャパンブラ
ンド事業 〜成都・⻘島・⻑沙・広東・蘇州〜

成都：成都ジャパ
ンブランド実⾏委
員会 ⻘島：⻘島
ジャパンデイ実⾏

委員会
⻑沙：⻑沙ジャパ
ンブランド実⾏委
員会 広東：広東
ジャパンブランド

実⾏委員会
蘇州：蘇州ジャパ
ンブランド実⾏委

員会
※各地の主催であ
る実⾏委員会の事
務局をJTB上海佳
途が担っている。

2018/10/12 2019/1/20 海外 中国

ジャパンブランドとは、2012年からJTB上海が主体的に取り組み、現地在外公館、
公的機関、商⼯会、⽇系企業などとともに⾏う官⺠⼀体によるオールジャパンイベ
ントです。
真のジャパンブランドの発信、⽂化・商品のPR、販売、⽇本製品・商品の安全PR
を⽬的に、これまで7都市でイベントを開催、2018年度は10⽉以降同様の取り組み
を5都市で開催します。
⾷品・⽣活⽤品のPRや販売、訪⽇観光のPR、そしてステージ等による⽇本⽂化発
信を軸にしています。茶道、華道、といった伝統⽂化や、コスプレショー・⽇本の
アイドルによるパフォーマンスなどのポップカルチャーを発信しており、今年度も
同様に⽇本⽂化発信を⾏います。
各出展ブースやステージ進⾏は中国語で⾏われ、PRする配布物なども中国語で作成
しており、⽇本を知って頂くために、⾔語の壁を取り除いたイベント作りを⼼がけ
ております。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⼭梨から放て！芸術⽂化のバイブレーション
2018 ー⼭梨⼤学と官・⺠が連携した地域アー
トマネジメント⼈材育成事業の昇華ー アート
ワークショップ・プロジェクト『地域アートマネ
ジメントにおけるアウトリーチ・ワークショッ
プ』

国⽴⼤学法⼈
⼭梨⼤学 教育
学部、公⽴⼤
学法⼈⼭梨県
⽴⼤学⼈間福
祉学部、⼭梨
県⽴美術館

2018/12/14 2018/12/16 ⼭梨県 甲府市

「絵や彫刻は⽬で⾒ることしかできないのでしょうか？
触れて、聞いて、様々な⾓度から『⼿でみる』ことについて⼀緒に考えてみません
か。」
触れて鑑賞する絵画についてレクチャーとワークショップをおこなうプロジェクト
です。視覚に障がいのある⼈もない⼈も楽しめる講演会と展覧会、盲学校との連携
ワークショップをおこないます。①展覧会「⼿でみる展覧会」平成30年12⽉14⽇
（⾦）〜16（⽇）9：00〜17：00⼭梨県⽴美術館
②講演会「⼿で触れる彫刻美術館オメロ美術館の魅⼒」平成30年12⽉15⽇（⼟）
13：30〜16：40⼭梨県⽴美術館講堂
③盲学校・⼤学・美術館連携ワークショップ平成30年5⽉〜12⽉⼭梨県⽴盲学校で
授業内連携し、②で展⽰※会場には点字解説の⽤意がございます。バリアフリー施
設での開催です。

⽇本料理「家庭でできるおせち作り」
梅⽥地域学習

センター
2018/12/15 2018/12/15 東京都 ⾜⽴区

お正⽉のおせち料理を作りながらおせちの意味を学びます。
会場がバリアフリー対応となっており、外国語表記のパンフレットや各部屋の案内
が外国語表記になっています。

危機的な状況にある⾔語・⽅⾔サミット（宮古島
⼤会）

⽂化庁 ⽂化
部国語科

2018/11/24 2018/11/24 沖縄県 宮古島市

多様な⽇本⽂化の基盤である⽅⾔と⽇本の先住⺠族であるアイヌ⺠族の⾔葉である
アイヌ語の危機的な状況について発信し、聞き⽐べや語り、芸能の披露をはじめ、
継承を受ける側である若者による協議などを通して、⽇本⽂化を⽀える⾔葉そのも
のの多様性とその価値を理解してもらう取組であることから「⽇本⽂化の魅⼒を発

 信する取組」に該当する。
会場がバリアフリーに対応した施設なっており、あわせて介助を担当するスタッフ
を準備することから「障碍者にとってのバリアを取り除く取り組み」に該当する。

ｂｅｙｏｎｄ２０２０プログラム認証活動事業 北九州市 2018/9/12 2019/9/11 福岡県
北九州市
⼩倉北区

⽇本⽂化の魅⼒を発信するとともに、共⽣社会、国際化に繋がるレガシーを創出す
るため、公的機関のほか、⺠間事業者、その他任意団体等幅広い⽅が実施する⽇本
⽂化の魅⼒を発信する事業・活動や多様性・国際性に配慮した事業・活動について
申請を受け付け、ｂｅｙｏｎｄ２０２０プログラムとして認証する。

0歳からのコンサート ⼦どものための⾳楽もの
がたり スイミー

ふれあいファ
シリティズ

2019/1/4 2019/1/4 岐⾩県 岐⾩市

サラマンカホールで毎年⾏っている0歳からのコンサートシリーズ。今年は、⾳楽
グループFelice、サラマンカホール少年少⼥合唱団、美術家である中島法晃の絵筆
によって⾳楽とライブペイントが融合したコンサートを⾏います。歌に合わせてラ

 イブペイントが描かれ、それぞれの芸術が交わり新たな⽂化、魅⼒を発信します。
障害者にとってのバリアを取り除く取り組みについては、サラマンカホールには、
6席分の⾞イススペースがありどんな⽅でもコンサートを楽しんで頂けます。また
公演中はサラマンカホールスタッフが待機しており、お客様の誘導、要望にお応え
できるようにしている。

寺井尚⼦ ヴァレンタイン ジャズ・ライブ
ふれあいファ
シリティズ

2019/2/11 2019/2/11 岐⾩県 岐⾩市

岐⾩県にあるクラシック専⽤コンサートホールサラマンカホールで⾏われる主催事
業。ヴァイオリニストである寺井尚⼦がピアノ、ベース、ドラムスと共にヴァレン
タインコンサートを⾏います。ジャズ・ヴァイオリニストの⼥王と謳われる寺井尚

 ⼦の演奏でジャズ⾳楽の魅⼒の発信、地域活性を⾏います。
障害者にとってのバリアを取り除く取り組みについては、サラマンカホールには6
席分の⾞イススペースがあり、どんな⽅でも公演を楽しんで頂けます。また、公演
中はサラマンカホールスタッフが待機しており、お客様の誘導、要望にお応えでき
るように待機しています。

第10回浜松国際ピアノコンクール 浜松市 2018/11/8 2018/11/25 静岡県
浜松市中

区

今年記念となる第10回を迎える浜松国際ピアノコンクールは、1991年に浜松市制
80年を記念し、楽器と⾳楽のまち浜松の歴史と伝統を誇るにふさわしい国際事業と
してスタートしました。世界を⽬指すピアニストの育成と⽇頃の研鑽の成果を発表
する場の提供、世界⾳楽⽂化の振興、国際交流の推進を⽬的として、３年に１度開
催しています。開催にあたっては、英語併記のプログラムや会場案内を作成するほ
か、１００名を超える市⺠ボランティアが参加し、出場者や海外からの来場者への
案内、通訳業務を⾏っています。

威⾵堂々クラシック in Hiroshima 2018

威⾵堂々クラ
シック in 

Hiroshima実⾏
委員会

2018/11/24 2018/11/25 広島県 広島市

広島市出⾝の指揮者である⼤植英次⽒プロデュースのクラシックコンサートのイベ
ントです。「格調⾼く敷居は低く」というキャッチフレーズをもとに、質の⾼い⾳
楽を誰もが気軽に楽しむことのできるクラシックのコンサートで、プロと中⾼⼤学
⽣を中⼼とする若い⾳楽家の卵が競演します。今年度は第６回⽬となります。2⽇
間に渡り広島市内でコンサートを実施し、多くのみなさんに様々な場所で無料で
（⼀部有料）プログラムを楽しんでいただきます。
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横濱 JAZZ PROMENADE 25周年記念〜氷川丸船
上特別ライブ〜

横濱 JAZZ 
PROMENADE 

実⾏委員会
2018/9/30 2018/9/30 神奈川県

横浜市中
区

横濱ジャズプロムナードは,25周年を記念し、1993年の第1回から第10回まで会場
となった氷川丸で16年ぶりに船上特別ライブを開催。出演は横浜のジャズの⼤御所
から、街⾓ライブから育ってきた若⼿実⼒派まで、まさに横浜オールスターズで
す。ライブの様⼦は世界へ向けてWEBでの中継も予定しております（クラウドファ
ンディングに挑戦中）。⻑年シアトルとの航路で活躍した氷川丸は、多くのジャズ
メンを横浜へ運び、ジャズと横浜の歴史の舞台となってきました。国の重要⽂化財
となった氷川丸で初めて開催するこのライブがジャズと横浜の歴史の新たな船出と
なることでしょう。9⽉30⽇（⽇）①15:00~16:30、②18:00~19:30

京都伝統⼯芸⼤学校 第１回 妙顯寺作品展
〈専〉京都伝
統⼯芸⼤学校

2018/11/10 2018/12/2 京都府 京都市

事業概要
今年で初開催となる展覧会です。
⿓華⼤本⼭妙顯寺の秋の特別拝観にあわせて、妙顯寺客殿にて京都伝統⼯芸⼤学校
の学⽣が制作した卒業・修了作品を展⽰いたします。陶芸・⽊彫刻・仏像彫刻・⽊
⼯芸・漆⼯芸・蒔絵・⾦属⼯芸・⽵⼯芸・京⼿描友禅の９専攻計26作品の展⽰を致
します。会場となります⿓華⼤本⼭妙顯寺は、尾形光琳・乾⼭の菩提寺でもありま
す。四海唱導の庭、光琳曲⽔の庭、孟宗⽵の坪庭など、数々の美しい⾵景がござい
ます。
芸術の秋に、秋の⾵景も楽しんでいただける展覧会内容となっています。是⾮お越
しください。

⽊津川アート
⽊津川アート
プロジェクト

2018/11/3 2018/11/18 京都府 ⽊津川市

⽊津川アートは、アートの持つ無限の⼒により、⼈々の⼼の中にさざ波を⽴て、予想もしなかった化
学反応が起こり、多くの⼈の創造⼒が養われたことを体感・実証してきた。芸術は作家の⾃⼰表現で
ありながら、さまざまな⼈と⼈、⼟地と⼈との関係性を柔軟にさせた。また、合併市が直⾯する課題
「希薄な⼀体感」を克服し、市⺠が⾃分たちのまちを⾒つめ直すきっかけを作り、市の魅⼒や⽂化を
市内外に発信することにも寄与してきた。広く市⺠に浸透してきた9年⽬、継続の⼤切さを実感しつ
つ、芸術祭としてのテーマを⾒失わず（つまり結果のためや貢献のためばかりを思わず）、どこまで
も⾃由で可能性に満ちた活動を⽬指している。2年毎の開催（ビエンナーレ形式）。開催場所を毎回変
えながら、丁寧な実⾏と新しい気持ちを忘れず臨んでいる。
古い歴史と⽂化を持つ⼟地柄であるがゆえに、⽂化は守るものという傾向に慣性的だった中、歴史的
景観を活かしつつも、⾃分たちの⼿で⽂化を⽣み出していく姿勢が、⽊津川アート以降に感じられ
る。⽊津川アートは、使われていない建物・空間を利⽤して展⽰やパフォーマンスがおこなわれてき
たが、開催が終わった後も、その場所が芸術振興の拠点となっている。例えば、⼋⽊邸⽶蔵→イベン
トホール『藏』、廃校になった当尾⼩学校→『当尾⽂化祭』、⾥⼭→『⿅背⼭アートフェス』、梅⾕
公⺠館→クラフトを中⼼にしたコミュニティ『うめだにカフェ』、当尾保育園・個⼈のログハウス→
『⽊津川アート参加作家のアトリエ』などなど。また、ボランティア・スタッフが⽴ち上げたプロ
ジェクト『上狛キャッツ』や、⼦どもたちにアートのワークショップを⾏うユニット『こどもおとな
アート隊』の結成は、場所だけでなく⼈々がアートを⾝近に触れられる機会を⽣み出しているなど、
まちにおけるその成果は数え切れない。

講演会「寿岳⽂章の⽣きた軌跡と新村出」
特定⾮営利活
動法⼈向⽇庵

2018/9/29 2018/9/29 京都府 ⻑岡京市

NPO法⼈向⽇庵（こうじつあん）は、和紙研究家、ダンテ『神曲』の名訳で知られ
る英⽂学者、寿岳⽂章⼀家の⽂化的業績を伝える活動を⾏っています。今回は、講
師に新村出記念財団重⼭⽂庫（ちょうざんぶんこ）より新村恭（しんむらやすし）
⽒をお迎えし、新村出と寿岳⽂章⼀家との親交についてご講演いただきます。昨年
刊⾏された著書『広辞苑はなぜ⽣まれたか新村出の⽣きた軌跡』（世界思想社）で
は、ご祖⽗新村出の⽣涯を描いておられます。

「〜船都佰織〜」フォト×アートギャラリー
⽇本⽂化プロ

グラム
2018/9/20 2018/9/28 京都府 京都市

『ウェブアートギャラリー』
9⽉29⽇開幕の福井国体記念・⽂化プログラム／鯖江市⻑命名「〜船都佰織〜」アートギャラリーが、9⽉20⽇(⽊)か
ら毎⽇更新されます！
本事業は、ウェブ上での公開となり、全ての⼈に開かれた企画になっています。
https://japaneseculturalpr.wixsite.com/salon-de-society
写真家・⽯⼭⽒が、全国各地で撮影された未発表写真を、全国より福井に⼊る国体関係者に⾒⽴て、荒⽊⽒の美しい
伝統的な折形画像を、鯖江市⺠の皆さんが来福関係者を、⼼から歓迎する気持ちの現れとしました。そんな⼈と⼈の
出逢い交流をイメージし、スポーツや⼈間の感性より⽣まれ、導かれるテーマから、映像コラボレーションしたプロ
グラムです！
「船都佰織」とは？
・船…鯖江に鎮座する北陸最古の船津神社を顕します。
・都…地⽅都市にありながら、全国的に先駆けた、地⽅創⽣事業に積極的に取り組み成果を上げていることを現しま
す。
・佰…命名者である牧野百男鯖江市⻑の「百」から⼀字を著してます。
・織…鯖江市は繊維の街でもあり、⾃然が、⼈が、環境が織り成す「地⽅⼒」も表します。
…⽯⼭貴美⼦さんの写真×荒⽊蓬莱堂さんの折形…
⽯⼭貴美⼦⽒…秋⽥県⽣まれ。東京在住、近年は東京、パリ、ベルリン、ハノイ（ベトナム）、国内外での個展、グ
ループ展にて活躍中。⼩説家・五⽊寛之⽒のエッセイ「流されゆく⽇々」でのコラボレーションは1984年にスタート
以来、実に30余年わたるロングランを継続中。また江⼾学者であり法政⼤学総⻑・⽥中優⼦⽒の著書のカツト写真を
担当するなど⼥性写真家として活躍中。公式ホームページhttp://www.k-ici.com/
荒⽊蓬莱堂…明治初期から150年続く⽼舗結納店であり、こちら⽇本⽂化サロンの折形講師。当代・隆弘⽒が製作さ
れた折形作品は、本来の結納品、寺社仏閣への献上包みなど、古からの作法も兼ね備え、伝統的な造形美の中に、現
代的な感性が吹き込まれ、リオ五輪ではある芸術スポーツの競技テーマに則した甲⽴折形×⽔引細⼯を作成するなど
活躍中。

⽶蔵修理完了記念 杉本家住宅 ⼀般公開
公益財団法⼈
奈良屋記念杉
本家保存会

2018/10/12 2018/10/14 京都府  京都市

３年にわたり⾏ってまいりました⽶蔵修理が完了いたしました。
重要⽂化財杉本家住宅の敷地内にある⽶蔵は、街中にある商家の⽶蔵として、
とても希少な⽂化財です。
これを記念して、⽶蔵および杉本家住宅を⼀般公開いたします。
期間中はご予約なしで⾒学していただけます。
同時開催で「杉本家古⽂書からわかるお⽶の話」講演、
料理研究家杉本節⼦による京都のほんまもんの「ぶぶ漬け試⾷体験」などの
特別企画開催！こちらは定員があるため、事前申込が必要です。
詳しくはホームページをご覧ください♪
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キッズショートムービーコンテスト2018 作品
展⽰・表彰式

イオンモール
株式会社

2018/9/22 2018/10/14 京都府 京都市

京都国際映画祭×イオンモール特別企画
キッズショートムービーコンテスト2018
後援：京都府、京都府教育委員会、京都市、京都市教育委員会
10⽉11⽇（⽊）〜14⽇（⽇）に開催される映画とアートの祭典、京都国際映画祭
とイオンモールのコラボレーション企画として、京都府内の⼩学⽣の皆さまより⾝
近な「お気に⼊りの場所」を紹介した作品を募集し、そのエピソードを元にショー
トムービーを制作するコンテストを開催いたしました。昨年に引き続き2回⽬の開
催となります。
そのコンテストにご応募いただきました約６５０作品の中からグランプリを３作品
を選出し、京都⼤学学⽣の⽅々により、ショートムービー化いたします。
そのグランプリ作品３作品を受賞された⼩学⽣の⽣徒さんの表彰式およびご応募い
ただいたすべての作品の展⽰を京都府内の３つのイオンモールにて開催致します。
是⾮お越しくださいませ。

国⺠⽂化祭、全国障害者芸術・⽂化祭プレイベン
ト ０光年芸術展 村上座

第34回国⺠⽂
化祭、第19回
全国障害者芸
術・⽂化祭新
潟県実⾏委員

会

2018/9/15 2018/10/15 新潟県 村上市

「城下町村上町屋の屏⾵祭り」の開催に合わせ、村上市内の会場に県内特別⽀援学
校の児童・⽣徒や障害のある作家による作品を展⽰します。初⽇の９⽉15⽇には国
⺠⽂化祭、障害者芸術・⽂化祭開催１年前のため、これを記念してオープニングセ
レモニーを⾏い、国⺠⽂化祭、全国障害者芸術・⽂化祭のPRを⾏います。

国⺠⽂化祭、全国障害者芸術・⽂化祭プレイベン
ト ０光年芸術展 ⻘陵座

第34回国⺠⽂
化祭、第19回
全国障害者芸
術・⽂化祭新
潟県実⾏委員

会

2018/10/8 2018/10/14 新潟県 新潟市

地元クリエーターを起⽤した作品展⽰、上映会＆クロストーク、障害者等のパ
フォーマンス、鑑賞の研修を⾏います。
福祉に関わる⼈材を育成する新潟⻘陵⼤学と連携することで、将来的に障害者の芸
術⽂化活動を⽀援する⼈材となることが期待されている学⽣にアプローチも⾏いま
す。

国⺠⽂化祭、全国障害者芸術・⽂化祭プレイベン
ト ０光年芸術展 新潟座

第34回国⺠⽂
化祭、第19回
全国障害者芸
術・⽂化祭新
潟県実⾏委員

会

2018/11/23 2018/11/25 新潟県 新潟市
朱鷺メッセで開催される⼀般社団法⼈⽇本LD（学習障害）学会第27回⼤会に合わ
せて、朱鷺メッセ、新潟駅周辺において街中アートを⾏います。街中アートの展⽰
場所は、ホテルや飲⾷店などを予定しています。

世界遺産セミナー「未来へつなごう！ 佐渡⾦銀
⼭の魅⼒と輝き」

新潟県 2018/11/18 2018/11/18 新潟県 新潟市
佐渡⾦銀⼭の世界⽂化遺産登録に向けて、記念講演や、児童による学習発表を通じ
て、世界遺産登録や佐渡⾦銀⼭の魅⼒について分かりやすく紹介し、県⺠の更なる
気運を盛り上げていきましょう。

第12回 ⽂化芸術交流実験室「海から⾒る岡
⼭」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/20 2018/10/20 岡⼭県 倉敷市

古来から交通の⼤動脈として⾏き来が盛んであった瀬⼾内海。海外と⽇本を結ぶ航
路は、様々な⽂化芸術を私たちの暮しにもたらしました。北前船が寄港した町は商
業活動が活発になりました。鉄道の整備に伴い海運は衰退していきますが、島々を
巡り作物を集荷したり、⽯や砂利などの港湾整備の材料を運ぶ焼⽟エンジン搭載の
⽊造機帆船は、瀬⼾内海らしい海運の象徴でした。そんな昭和の海側から陸を眺め
ると、何が⾒えるでしょう。私たちが失ったもの、そして、いまだに持ち続けてい
るものを、豊富な映像や写真資料を⾒ながら考えてみます。

第13回 ⽂化芸術交流実験室「岡⼭の中の異⽂
化コミュニティー」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/28 2018/10/28 岡⼭県 総社市

総社市には海外からやってきた⽅々とその家族が多く住んでいます。彼らにとって
⼤切な住⺠同⼠の交流を促す総社ブラジリアンコミュニティー＆インターナショナ
ルフレンズの活動は、どのように⽣まれてきたのでしょう。20数年前ブラジルから
やってきて、今は総社市役所の職員として働く譚俊偉さんと、国境を越えて移住し
た⼈びとが、どのように⺟国（あるいは他国）にいる「家族」とのつながりを維持
しているのか、映像を⽤いて調査研究を進めている⼤橋⾹奈さんとの対話から考え
てみたいと思います。

第14回 ⽂化芸術交流実験室「建築探偵団 其
の弐『団地』」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県 倉敷市

昭和28年に造られた⽼松団地は、現在では募集を停⽌している空き家率の⾼い団地
となっていますが、住空間に加え植栽や駐⾞場など、豊かな環境も⼤変魅⼒的で
す。県営と市営の団地が隣接している点もユニークで、公営住宅史において標準型
が⽣まれる直前の貴重な建築としても注⽬に値します。今回は、公共R不動産の菊
地マリエさんにご登場いただき、ワークショップではフィールドワークをもとに、
⽼朽化した団地の未来を考えたり、今後に向けて私達はどのように住まいを整えて
いけばいいのかなど、⼀緒に考えてみたいと思います。

第15回 ⽂化芸術交流実験室「価値を紡ぐプロ
ジェクトアーカイブ」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/16 2018/11/16 岡⼭県 ⽟野市

⽂化芸術活動の価値を広く届け、後世にも伝えるためには、活動そのものについて
はもちろん、関連する様々な情報を記録・整理して、アーカイブ資産にしておくこ
とが求められます。この回は参加しやすい2時間の設定。記録・アーカイブに関す
る基礎的なショートレクチャー、瀬⼾内海の島々で展開されるベネッセアートサイ
ト直島の事例紹介、備前を含む六古窯の情報発信などに関わってきた編集者を交え
たディスカッションを⾏い、⽂化芸術だけではなく、まちづくりや教育・福祉的観
点からの価値も視野に⼊れて考えます。
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第16回 ⽂化芸術交流実験室「アーティストが
作った料理 作家が作った料理」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/12/1 2018/12/1 岡⼭県

岡⼭市北
区

パウル・クレーやサルバトール・ダリなどが残したレシピをみると、アーティスト
の⼈となり、⽣活のリズムや傾向、それぞれの作品を⽀えている哲学が⾒えてきま
す。また、⽂学者にも⾷にこだわる⼈が多いのも周知の事実。岡⼭県ゆかりの作家
内⽥百間等が書き残した、作品に出てくる郷⼟料理にはなにがあるでしょうか？創
作は料理作りにも通じるところがあります。「つくること、たべること」を通じて
創造的な場作りをしているネイバー・キッチン主宰者をナビゲーターに、ワーク
ショップではパウル・クレーの⽇記や内⽥百間の『餓⻤道肴蔬⽬録』を読みなが
ら、彼等が残した料理のレシピを元に、料理作りにチャレンジしてみたいと思いま
す。

第17回 ⽂化芸術交流実験室「芸術⽂化の今 
ソウルと岡⼭」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/12/24 2018/12/24 岡⼭県

岡⼭市北
区

⾶⾏機で1時間半という距離にある岡⼭とソウル。⼈の⾏き来も盛んですが、意外
にそれぞれの芸術⽂化の現状は知らないもの。しかし、交流を深めることにより、
それぞれの良さも⾒えてくるはず。ここ数年のうちにオープンしたソウル市内の
様々な⽂化施設や、そこで⾏われている意欲的なプログラムの紹介をソウル市デザ
イン財団のユー・ソンジャさんに、また、ソウルと⽇本を⾏き来して演劇の活動を
繰り広げる演出家多⽥淳之介さんには芸術⽂化の草の根的な活動状況の報告などを
聞きながら、岡⼭の今と照らし合わせていきたいと思います。ミニワークショップ
は演劇とデザインの各分野を体験します。

福井⼀尊展 在るものと ⾒えるものと
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/26 2018/9/30 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭市出⾝の美術家・福井⼀尊の展覧会です。福井が「最近気に⼊っている」とい
うガラスを⽤いた作品、空間の張り巡らされた「線」から⽴ち上がる⽴体作品等最
新作で構成します。

久⼭淑夫展 事実が有って存在させない真実・被
爆汚染列島

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/2 2018/10/7 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭市在住の美術家・久⼭淑夫の展覧会です。本展では、様々な動物たちの彫刻作
品と、被爆をテーマとした絵画シリーズをメインに、⽴体約20点、平⾯約50点で
構成します。

松本和将の世界⾳楽遺産 ドイツ・ロマン編 〜
クララをめぐって〜

NPO法⼈バン
クオブアーツ

岡⼭
2018/11/4 2018/11/4 岡⼭県

岡⼭市北
区

クララ・シューマン。19世紀を代表するピアニストであり、絶世の美⼥としても知
られた。ロベルト・シューマンは彼⼥への愛を込めてたくさんの名曲を書き、ブ
ラームスは彼⼥への憧れや葛藤を⾳に託した。彼⼥なしにはもしかしたらこの⼆⼈
の作曲家は⾳楽史上に名前が残っていなかったかもしれない。このコンサートでは
そんなクララへの様々な思いが込められた名曲をプログラミングし、皆さんと⼀緒
にその時代にタイムトラベル出来ればと思っています。
シューマン：幻想曲ハ⻑調Op.17・ブラームス：ピアノソナタ第3番ヘ短調Op.5・
ブラームス：創作主題による変奏曲ニ⻑調Op.21-1

備前no町家deクラス 後楽園の⽵で茶杓をつく
ろう！

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/23 2018/11/23 岡⼭県

岡⼭市北
区

後楽園の⽵を削って，茶杓をつくります。茶道をたしなむ⼈でなくても，これを機
会に，気軽に，⽇本の伝統⽂化であるお茶を点てて楽しんでいただけるようになれ
ばと思います（お茶とお菓⼦付き）。14:00〜16:00、参加費500円、定員8名。要
予約。

備前no町家deクラス 陣屋町歩きと「くすりや
さん」で懐かしい⽵細⼯を創ろう。

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/8 2018/11/8 岡⼭県

岡⼭市北
区

旧野崎邸は明治時代の建造物で当時「薬屋」だったが現在は営業はしていません。
当時の「薬箱」ひとつ観るだけで⽣活感を垣間⾒ることが出来る⼟間で、懐かしい
⽵細⼯体験をしてください。①10:00〜②13:00〜、参加費500円、定員各回5名。
要予約。

備前no町家deクラス ヂャンティ織でつくろ
う！

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/23 岡⼭県

岡⼭市東
区

1940年に開発された⼩さな⼿織り機です。ジャンティ(gentil）とは可愛い･可憐と
いう意味です。その名の通りわずか10cm⾓の枠を使い、平織りはもちろん、花の
パターンなどの可愛く可憐なピースをつくり,組み合わせることにより様々な織物が
楽しめるというものです。11⽉11⽇（⽇）・15⽇（⽊）・23⽇（⾦・祝）の①
10:00〜②13:00〜③15:00〜、参加費1,500円、定員各回10名、各回75分。要予
約。

備前no町家deクラス 書を楽しもう
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県

岡⼭市東
区

好きな⽂字を2〜3⽂字を練習してもらい,⼩さい額に⼊れて持って帰って頂きま
す。①10:00〜12:00②13:00〜15:00、参加費1,200円、定員各回10名。要予
約。

備前no町家deクラス ⼑鍛冶に包丁の研ぎ⽅を
習おう

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/25 2018/11/25 岡⼭県

岡⼭市東
区

⼑鍛冶による本格的な包丁研ぎの⽅法を学ぶます。使⽤した砥⽯は持ち帰って頂き
ます。①10:00〜②11:00〜③13:00〜、各回60分、参加費4,000円、定員各回5
名。要予約。

備前no町家deクラス ⽇本ハーブの使い⽅
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/24 2018/11/25 岡⼭県 瀬⼾内市

⽇本には古くから⼈々と共に⽣きてきた薬草=和ハーブがあります。中でも、デ
トックス効果のあるドクダミ、抗酸化作⽤のあるシソで作ったエキス(チンキ剤)を
使って美肌軟膏をつくります。11:00〜12:30、参加費600円、定員各⽇20名。要
予約。
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備前no町家deクラス 由緒ある海辺のお座敷
で、海を⾒ながらのCafé気分

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/24 2018/11/25 岡⼭県 瀬⼾内市 瀬⼾内海が望め前島が⾒えるお座敷で期間中、お茶を飲みながらゆっくりくつろい

でください。10:00〜17:00、飲⾷代実費、全8席。予約不要。

備前no町家deクラス 町家で「ししこま」作り
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 瀬⼾内市

瀬⼾内市⽜窓町には古くから⼋朔（旧暦⼋⽉⼀⽇）に初節句を迎える娘のためにお
雛を飾り、お雛に⽶粉で作った餅で⼭海の産物を形作って着⾊した「ししこま」を
供える⾵習があります。その「ししこま」を町家で作ってみませんか。10:00〜
12:00、参加費500円、定員20名。要予約。

備前no町家deクラス ⽜窓の郷⼟料理「⽔夫
（かこ）のじゃぶじゃぶ」を町家で味わおう！

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 瀬⼾内市

「ゲタ（⾆平⽬）の汁かけめし」と呼ばれる⽜窓の冬場の家庭料理を、トッピング
に春菊、味の決め⼿にワサビを添えてアレンジし、「⽔夫（かこ）のじゃぶじゃ
ぶ」とネーミングした⽜窓ならではの味を、町家で味わってみませんか。11:00〜
13:30、参加費300円、定員30名。要予約。

備前no町家deクラス お寺の別邸で”簡単！キャ
ンディみたいな箸置き”を作ってみよう

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 瀬⼾内市

⼟台のレジンに千代紙を細かく切ったものをお好みで埋め込み乾燥すれば完成。
（製作費；サイズ⼩１個￥３００、２個￥５００、⼤１個５００円）乾燥を待つ間
に宝珠庵内覧、２階から海の⾒える⾵景を楽しんでいただきます。また別室で提供
中の点てたお茶と茶菓⼦（別料⾦）もいただけます。11:00〜16:00、参加費500
円、定員30名。要予約。

備前no町家deクラス 商家の別邸de抹茶でまっ
たり

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 瀬⼾内市

現在は東寺（妙法寺）の私有別邸である宝珠庵は商屋の別邸として建築されたもの
です。落ち着いた佇まいの和⾵建築で、2階からは瀬⼾内海の絶景が望めます。地
域のボランティアが点てたお茶と和菓⼦を味わい、建築物の内覧をお楽しみいただ
けます。11:00〜16:00、参加費500円、定員30名。要予約。

美作no町家deクラス ⽯畳の街道に⾯した町家
で和の⽂化体験

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県

勝⽥郡勝
央町

プログラム内容は①⾃分で結う⽇本髪体験（※⻑髪の⽅に限る）②抹茶体験③着物
の着付け体験（男⼥とも、※男性の場合は和装の普段着）④マナー講座⑤町歩き
（シェアスペース中庭〜真福寺〜下⼭本陣跡〜勝間⽥神社⾦太郎像や鯉の泳ぐ⽔路
などのロケーションあり）⑥現地ガイドによる出雲街道歴史ツアー⑦撮影サービス
⑧飲⾷提供（⽩⼩⾖しるこ、ベトナムコーヒーなど）の8プログラムです。9:00〜
15:00、参加費⼀部有料、定員はプログラムにより異なります。要予約。お申込み
お問い合わせは090-1013-4703まで。

美作no町家deクラス 草⽊染めで作る本格ス
トール

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県 美作市

天然染料ヒノキを煮出して抽出した染料で⼤胆でモダンな柄のストールをお作りし
ませんか？
「板締め絞り」という奈良時代から盛んに使われていた⽇本古来の染⾊の技法を使
い、⼤胆でモダンな柄を作ります。⽊板で折りたたんだストールを挟み、防染する
ことで、にじみや模様のゆらぎなど「偶然うまれる美しさ」を楽しむワークショッ
プになります。13:00〜16:00、参加費6,000円、定員5名。要予約。

美作no町家deクラス ⽯⾅を使ったきな粉づく
り

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県

真庭郡新
庄村

新庄村産の⼤⾖を使ったきな粉づくりを脇本陣⽊代邸で⾏います。炒った⼤⾖を⾃
分で⽯⾅を回してきな粉にしていきます。出来たきな粉は持ち帰っていただきま
す。11:30〜12:00、参加費500円、定員10名。要予約。

美作no町家deクラス 町家カフェで気軽にお抹
茶を！

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県 津⼭市

茶筅てどう使うの？そんな⽅お茶を点てる楽しみを感じてみませんか。江⼾末期の
商家の名残を今も残す貴重な建物が再び呼吸を始めました。⼀服のお茶から⾄福の
時をお過ごしください。①10:30〜②13:30〜、参加費1,000円（こども800
円）、定員各回8名。要予約。

美作no町家deクラス 炭⽕で焼く「津⼭名物 
初雪」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/6 2018/11/6 岡⼭県 津⼭市

後醍醐天皇の時代から津⼭に伝わると⾔われる餅菓⼦「津⼭名産初雪」を昔ながら
の炭⽕で焼く体験。初雪と津⼭の歴史や焼き⽅のコツなどを聞きながら、ゆったり
とした時間をお過ごしください。10:00〜15:00、参加費1,000円、定員⼀度に5名
まで。要予約。

アートフェスinつやま 〜衆楽園を遊ぼう〜
アートで地域
づくり実践講
座実⾏委員会

2018/11/17 2018/11/18 岡⼭県 津⼭市

⼦ども達やその親の世代を対象に、イベントを通じて衆楽園を知ってもらい、楽し
んでもらい、彼らの記憶に残すことを⽬指す。津⼭で活躍しているアーティストを
招集し、陶芸、苔、絵画の展⽰や、落語、ダンスパフォーマンスを⾏う。他にも、
地元⾷材を使⽤したピザつくり体験や、紙すき体験等、津⼭をイメージしたワーク
ショップを⾏う。

美作no町家deクラス 誰でも描ける仏画〜⼀緒
に描こうマイ・ブッダ〜

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/7 2018/11/7 岡⼭県 津⼭市

⻄村公朝先⽣が考案した技法で描く仏画です。⾒本を⾒て⽩紙に描くこの世に⼆つ
と同じものがない〜マイ・ブッダ〜。⼀緒に描きませんか（⼩筆を持参してくださ
い）。10:00〜12:00、参加費500円、定員15名。要予約。
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美作no町家deクラス 機織りコースター作り体
験

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/23 岡⼭県 津⼭市

岡⼭県郷⼟伝統的⼯芸品⼿織り作州絣の伝統的技術を学びながら、ミニ機織り機で
絣模様の⼊ったコースター作りを体験しましょう。コースターお持ち帰り付きで
す。11⽉11⽇(⽇)・18⽇(⽇)・23⽇(⾦・祝)の①10:00②11:00③13:00④
14:00の各⽇4回、参加費3,500円、定員各回20名。2⽇前までに要予約。

美作no町家deクラス 匂い袋をつくろう
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/12 2018/11/12 岡⼭県 津⼭市

お⾹をブレンドして、あなただけの匂い袋を作りませんか。鶴⼭おこわの昼⾷付
（裁縫道具、⽷、針、はさみを持参）。10:00〜12:00、参加費1,500円、定員15
名。要予約。

美作no町家deクラス つるし飾り作り
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/15 2018/11/15 岡⼭県 津⼭市

つるし飾りサークルは来年4⽉に開催される「城下町雛めぐり」に向けてつるし飾
りを作っています。あなたの作ったつるし飾りを城⻄地区に飾りませんか。珈琲付
き、つるし飾り１つ持ち帰り。13:30〜15:30、参加費1,000円、定員10名。要予
約。

吉備⾼原パカパカフェスタ2018

特定⾮営利活
動法⼈吉備⾼
原サラブリト
レーニング

2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県
加賀郡吉
備中央町

引退したサラブレッドの活躍できる場所としてイベントを展開。⼀般の⼦供たち・
障がいのある⼦供たちなどを対象にし、ホースセラピーを体験して頂くイベントを
展開致します。障がい者の就労⽀援や児童発達⽀援に⾺を活⽤している現状などを
多くの⽅に知って頂くきっかけになるイベントを予定しています。

サロンコンサート Vol.8 〜秋〜
公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/10/10 2018/10/10 千葉県 旭市

⽇常ではなかなか接する機会の少ない邦楽曲について、伝統的な⽇本⽂化の魅⼒を
再確認することを⽬的として開催する。出演者には、千葉県旭市出⾝の⼭⽥流箏曲
教授の嶋⽥岡峰和⽒を招き、ロビースペースにおいて箏を演奏し、どなたでも気軽
に鑑賞できる。
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る。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
設置している。

平成30年度 第1回斎宮ダイバーシティ・シンポ
ジウム「⼥と男の⾷⽂化―平安時代から“今”を考
える」

斎宮活性化実
⾏委員会

2018/11/11 2018/11/11 三重県
多気郡明

和町

平安時代の家族のありかたは現代と⼤きく異なっていた。その中でも家族をテーマ
に、平安時代と現代社会における家族を対⽐的に考えるとともに、切り⼝の⼀つと
して⾷⽣活と⽂化の関係について考える。また、ジェンダーの視点も重視し、⼥性
の⼦育て、男性の⼦育てなども視野に⼊れて、家族と⾷事の問題など、現代を⽣き
る私たちの⽣活に少しでも反映できるようなシンポジウムを開催する。

スポーツまちづくりトーク
スポーツコ

ミッションせ
んだい

2018/9/22 2018/9/22 宮城県
仙台市⻘

葉区

2年後に開催される東京2020オリンピック・パラリンピック。スポーツコミッショ
ンせんだいでは、市⺠スポーツボランティアSV2004、仙台みやぎ2020と協⼒し、
パラスポーツに深く携わっている⽅々をお招きし、『パラスポーツの楽しさを知ろ
う』をテーマにトークイベントを開催いたします。
基調講演には、パラリンピアンで、アテネ・北京・ロンドンの3⼤会に⾞椅⼦ライ
フル射撃競技で出場された、⽥⼝亜希⽒をお招きいたします。
また、パネルディスカッションでは⽥⼝亜希⽒に加えて、庄⼦健⽒（ウィルチェ
アーラグビー：TOHOKUSTORMERS所属、ロンドンパラリンピック出場4位・リオ
デジャネイロパラリンピック銅メダル）、佐々⽊智昭⽒（ブラインドサッカー：コ
ルジャ仙台所属）にご登壇いただきます。

1964年 聖⽕リレーパネル展 ⽯巻展 宮城県 2018/9/13 2018/9/21 宮城県 ⽯巻市

１９６４年の東京オリンピックでも，⼤会に先駆けて聖⽕リレーが開催されまし
た。⽇本全国を駆け抜けた聖⽕は，ここ宮城県でも多くの⼈々の⼿によって受け渡
され，東京へと向かいました。トーチを掲げて⾛る若者達や，各地で熱狂的な歓迎
を受けた様⼦などを当時の新聞記事より振り返ります。
なお，会場はバリアフリー対応施設です。

1964年 聖⽕リレーパネル展 気仙沼展 宮城県 2018/9/25 2018/10/5 宮城県 気仙沼市

１９６５年の東京オリンピックでも，⼤会に先駆けて聖⽕リレーが開催されまし
た。⽇本全国を駆け抜けた聖⽕は，ここ宮城県でも多くの⼈々の⼿によって受け渡
され，東京へと向かいました。トーチを掲げて⾛る若者達や，各地で熱狂的な歓迎
を受けた様⼦などを当時の新聞記事より振り返ります。
なお，会場はバリアフリー対応施設です。

第59回 ⽯岡市美術展
⽯岡市教育委

員会
2018/11/5 2018/11/11 茨城県 ⽯岡市

⽯岡市美術展は，⽯岡市ゆかりの，芸術活動を⾏っている⽅の作品を展⽰し，広く
皆様に紹介し，鑑賞してもらうことを⽬的としており，今年で59回⽬の開催となり
ます。
なお，本企画展はバリアフリー対応の会場で実施いたします。
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第42回 茨城県郷⼟⺠俗芸能の集い
茨城県教育庁
総務企画部⽂

化課
2018/11/3 2018/11/3 茨城県 ⼟浦市

県内に伝承されている⺠俗芸能のうち，国指定及び県指定の無形⺠俗⽂化財並びに
⼦どもが多く参加する市町村指定無形⺠俗⽂化財などを公開し，県⺠の⺠俗⽂化財
に対する理解と認識を深めるとともに，⽂化財保護意識の⾼揚，後継者の育成及び
伝承・保存を図ることを⽬的として，バリアフリー対応の会場で実施する。
出演芸能は，①菅⾕ばやし，②猿島ばやし，③君島ひょっとこ，④塚崎の獅⼦舞，
⑤⽯岡ばやし
なお本事業は，平成30年度⽂化庁⽂化芸術振興費補助⾦（⽂化遺産総合活⽤推進事
業）等の補助を受けて実施するものである。本事業を通して，地域に伝わる伝統⽂
化の魅⼒を再認識するとともに，広く内外に発信する。

五浦美術⽂化研究所所蔵作品「五浦から世界へ 
旅する岡倉の眼差し」展

国⽴⼤学法⼈
茨城⼤学・五
浦美術⽂化研

究所

2018/11/4 2018/11/18 茨城県 ⽔⼾市

茨城⼤学五浦美術⽂化研究所が所蔵する美術思想家・岡倉天⼼を紹介する展覧会
「五浦から世界へ旅する岡倉の眼差し」（11⽉4⽇〜18⽇、図書館本館1階展⽰
室）を開催します。
岡倉覚三は旅に明け暮れた⼀⽣を送りました。美術官僚時代には⽶国と欧州を1年
間、野に下ってからも中国やインドの遺跡に⾜を運びました。旅先で親しく交わっ
た⼈々は岡倉の思想に影響を与え、広がった⼈脈は彼の⼈⽣を次のステージへと導
き、『東洋の理想』と『茶の本』を⽣みました。こうした旅にフォーカスし、旅先
で出会ったひと・モノ・コトが岡倉の⽣涯にどのような光と影を投げかけたのかを
考える内容となっております。
なお，本展⽰展は，バリアフリー対応の会場で実施します。

［観⽉会２０１８］講演会「岡倉天⼼と髙橋健
三」

国⽴⼤学法⼈
茨城⼤学・五
浦美術⽂化研

究所

2018/10/14 2018/10/14 茨城県 北茨城市

岡倉天⼼（覚三）が、⾶⽥周⼭の案内で五浦に⼟地を求めたのは1903（明治36）
年の5⽉頃のことでした。天⼼はこの五浦の地をいたく気に⼊り、２年後には六⾓
堂を構え、ここを拠点としてボストン美術館勤務などの国際的な活躍をしました。
1906（明治39）年には⽇本美術院を五浦に移し、各界の名⼠を招待して「仲秋観
⽉会」を開催しました。「観⽉会2018」は、この催しを偲んで開催するもので
す。
明治20年発⾏の『国華』は、現在も発⾏され続ける、世界でも稀な美術専⾨書で
す。［観⽉会2018］講演会「岡倉天⼼と髙橋健三」では、創刊に重要な役割を果
たした天⼼と髙橋健三との関係を中⼼に、美術史学形成期の様相を探ります。
なお、本講演会は，バリアフリー対応の会場で実施します。

［観⽉会２０１８］五浦⽇本画塾

国⽴⼤学法⼈
茨城⼤学・五
浦美術⽂化研

究所

2018/10/6 2018/10/6 茨城県 北茨城市

岡倉天⼼（覚三）が、⾶⽥周⼭の案内で五浦に⼟地を求めたのは1903（明治36）
年の5⽉頃のことでした。天⼼はこの五浦の地をいたく気に⼊り、２年後には六⾓
堂を構え、ここを拠点としてボストン美術館勤務などの国際的な活躍をしました。
1906（明治39）年には⽇本美術院を五浦に移し、各界の名⼠を招待して「仲秋観
⽉会」を開催しました。「観⽉会2018」は、この催しを偲んで開催するもので
す。
［観⽉会2018］五浦⽇本画塾では、公益財団法⼈⽇本美術院から講師を招聘し、
⼤学⽣、⾼校⽣らに、岡倉天⼼が連れてきた横⼭⼤観、下村観⼭、菱⽥春草、⽊村
武⼭が研鑽を積んだ五浦の地で、⽇本画という⾵⼟に根ざした絵画技法を体験して
いただくイベントです。
なお、本イベントは，バリアフリー対応の会場で実施します。

［観⽉会２０１８］六⾓堂展「記憶を纏う̶⻄成
⽥洋⼦」展

国⽴⼤学法⼈
茨城⼤学・五
浦美術⽂化研

究所

2018/10/13 2018/11/4 茨城県 北茨城市

岡倉天⼼（覚三）が、⾶⽥周⼭の案内で五浦に⼟地を求めたのは1903（明治36）
年の5⽉頃のことでした。天⼼はこの五浦の地をいたく気に⼊り、２年後には六⾓
堂を構え、ここを拠点としてボストン美術館勤務などの国際的な活躍をしました。
1906（明治39）年には⽇本美術院を五浦に移し、各界の名⼠を招待して「仲秋観
⽉会」を開催しました。「観⽉会2018」は、この催しを偲んで開催するもので
す。
［観⽉会2018］六⾓堂展「記憶を纏う̶⻄成⽥洋⼦」展では、⽇常品を素材とす
る⽴体表現で独⾃の境地を切り開いてきた⽔⼾市在住の現代美術家⻄成⽥洋⼦が、
⽇常⽣活を芸術に転換するという、天⼼の『茶の本』に通じるヴィジョンを現代的
に展開いたします。
なお、作品には英語併記のキャプションを付けて開催いたします。

［観⽉会２０１８］天⼼邸茶会

国⽴⼤学法⼈
茨城⼤学・五
浦美術⽂化研

究所

2018/10/21 2018/10/21 茨城県 北茨城市

岡倉天⼼（覚三）が、⾶⽥周⼭の案内で五浦に⼟地を求めたのは1903（明治36）
年の5⽉頃のことでした。天⼼はこの五浦の地をいたく気に⼊り、２年後には六⾓
堂を構え、ここを拠点としてボストン美術館勤務などの国際的な活躍をしました。
1906（明治39）年には⽇本美術院を五浦に移し、各界の名⼠を招待して「仲秋観
⽉会」を開催しました。「観⽉会2018」は、この催しを偲んで開催するもので
す。
［観⽉会2018］天⼼邸茶会では、裏千家の鈴⽊宗博亭主をお招きし、先着50名を
対象として開催します。
なお，本茶会は，バリアフリー対応の会場で実施します。

常陸秋そばデー
茨城県政策企
画部県北振興

局
2018/9/23 2018/9/23 茨城県 ⽔⼾市

新そばの時期と秋の⾏楽シーズンを迎えるにあたり，ケーズデンキスタジアム⽔⼾
で⾏われる⽔⼾ホーリーホックとアルビレックス新潟の⼀戦を「常陸秋そばデー」
と位置づけ，開催。
「常陸秋そばデー」は，県北地域の代表的な⾷資源である「常陸秋そば」の認知度
向上を図るため，10⽉から始まる関連イベントの先陣を切って実施するもので，県
内はもとより「へぎそば」で有名な新潟県からの来場者の皆様に常陸秋そばを提供
し，その魅⼒をPR。
また，⽇本を代表する⾷⽂化のひとつである「蕎⻨⽂化」を体験できていない外国
⼈の⽅にも，世界共通であるサッカーというスポーツと共に発信することで，より
気軽に，「蕎⻨⽂化」に触れあえるきっかけとして提供する。
なお，本イベントは，バリアフリー対応の会場で実施する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

トリエンナーレスクール
あいちトリエ
ンナーレ実⾏

委員会
2018/4/22 2018/7/15 愛知県

名古屋市
中区

「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。「トリエン
ナーレスクール」は、「あいちトリエンナーレ2019」の開催気運の醸成を図るこ
とを⽬的として⾏うレクチャーとディスカッションを組み合わせたプログラムを４
回開催する。
本事業の実施に当たって、⾃分で会場まで⾏くことができない障害者・⾼齢者には
付き添い介護で対応するなどバリアフリー対応の施設を選定している。

第４３回親と⼦で楽しむ写⽣⼤会
豊⽥加茂ライ
オンズクラブ

2018/10/27 2018/10/27 愛知県 豊⽥市

広く⼀般県⺠の⽂化の振興を図る⽬的と共に、豊⽥市の市街地東部にあり、⼈と⾃
然がおりなす鞍ケ池公園で親⼦のふれあいを⼤切に、⾃然を愛し、可愛い動物たち
との触れ合いを感じ、環境の⼤切さを体感できる場所で写⽣⼤会を開催している。
多⽬的トイレもあり、⾝障者⽤スペースの駐⾞場も完備されているのでどなたでも
参加可能で賑やかな⼀⽇となります。

⺠族舞踊団⾳舞第４５回定期公演
⺠族舞踊団⾳

舞
2018/12/2 2018/12/2 愛知県 豊橋市

名古屋⼤学の学⽣を中⼼に、⽇本の伝統的な踊りや和太⿎・お囃⼦を年２回の⼤き
な公演に向けて練習、発表しているサークルです。⼀つは６⽉頃の名⼤祭で⾏う新
歓名⼤祭公演で、もうひとつが12⽉頭にある⾃主公演です。本公演の舞台構成は2
部構成で、⼋⽊節⾳頭、もみ太⿎、⽵踊り、古代神、御陣乗太⿎、さんさ踊り、⽥
楽、国頭さばくい、荒⾺、⼋丈島太⿎、秋⽥⾳頭などの演⽬を和太⿎と踊りなどで
演じます。
会場となる穂の国とよはし芸術劇場PLATは、多⽬的トイレや⾞いす⽤のスロープ、
⾞いす席などを完備しており障がい者も参加しやすい施設となっております。

歌舞伎の化粧「隈取」体験 歌舞伎の学校 2018/12/8 2018/12/8 愛知県
名古屋市

東区

⽇本⼈が⽣み出した世界に誇りうる最⾼の舞台芸術である「歌舞伎」は、ユネスコ
無形⽂化遺産に認定されました。その「歌舞伎」を通して、⽇本の⽂化に触れる体
験参加の講座です。今回は、歌舞伎の化粧法「隈取」について学びます。実際に、
⾃分の顔に「隈取」をすることで、理解を深めます。外国の⽅には、英⽂解説及び
通訳を、障害者の⽅にもご参加いただけるように、バリアフリーの会場を⽤意いた
しました。

⼤治太⿎尾張⼀座定期公演2019
⼤治太⿎尾張

⼀座
2019/3/30 2019/3/30 愛知県

名古屋市
中区

⼤治太⿎尾張⼀座は、愛知県の尾張地⽅に伝わる五穀豊穣と住⺠の安全を願って太
⿎を打ち鳴らす神楽太⿎を受け継ぐ和太⿎集団である。この神楽太⿎を基に、先⼈
たる太⿎の名⼿達が、桧造りの撥を独⾃の指使いをもって、伝統の打法ほ継承しつ
つ独⾃の創作活動に取り組みながら斬新かつ優雅な打法を⽣み出して多くの皆さん
に広く親しまれております。また、会場内では障害者に楽しんで鑑賞していただけ
るよう、バリアフリー完備（⾞椅⼦スペースの確保）など、障害者にやさしい対応
を確保しております。

メリー・アーティスツ・カンパニー オリジナ
ル・ミュージカル『VERY MERRY 
CHRISTMAS』

Merry Artists 
Company

2018/12/1 2018/12/2 愛知県
名古屋市

東区

『メリー・アーティスツ・カンパニー』は、芸術監督の永⾒が海外在住時に⽴ち上
げた団体で、直訳すると、愉快な芸術家の仲間たちという意味になります。現在は
中部地⽅から⽇本全国・海外に発信し、⽇本の芸術⽂化の発展のために活動してい
ます。特に歌は⾔語のもつイメージやニュアンスが⼤切なので、⽇本語のお話しの
中にも英語等の原語のままで歌い、雰囲気や意味を⼤切にしています。また、歌や
芝居以外にもダンス等の⾝体表現などを通して他国の⽅にも理解し楽しんでいただ
けるように⼯夫しています。
会場は、スロープ、多⽬的トイレ、⾞椅⼦スペース等が整備されおり障害者に楽し
んで鑑賞していただけます。また、外国語を話せるスタッフを配置し外国⼈にやさ
しい対応を確保しております。

新春展「⽇本のこころ〜つながる美」
公益財団法⼈ 
古川知⾜会

2019/1/2 2019/3/3 愛知県
名古屋市
千種区

平成最後の古川美術館所蔵品展となる新春展では、⽇本美に注⽬します。先⼈の築
いてきた「歴史」、⽇本美の象徴「富⼠」と「桜」、新春にふさわしい華やかな
「祝い」、雪⽉花に代表される詩情あふれる「⾃然美」をキーワードに⽇本画、洋
画、⼯芸品を展⽰します。芸どころ名古屋の基礎を築いた德川宗春を描いた加藤正
⾳「尾張春⾵伝德川宗春」も初公開。横⼭⼤観、川合⽟堂、前⽥⻘邨、上村松篁ら
の伝統的な⽇本美から、現代作家の描く⽇本美まで、様々につながる美の形、⽇本
のこころをお楽しみ下さい。
展⽰会場となる施設はスロープやエレベーターが整備され、展⽰スペースは⾞椅⼦
利⽤者等、皆様に⾒学しやすい展⽰レイアウトを⼼掛けます。

愛知県陶磁美術館開館４０周年記念イベント 
【対談】草⽉流勅使河原茜家元と陶芸家加藤清之
⽒によるいけばな公開制作と講演会

愛知県 2018/11/10 2018/11/11 愛知県 瀬⼾市

いけばなは、四季折々の花や草⽊の特性を⽣かしながら、美しさ、いのちの尊さを
表現する⽇本を代表する伝統⽂化であり、今回は愛知県陶磁美術館開館４０周年記
念イベントとして陶芸家加藤清之⽒制作の花器に草⽉流勅使河原茜家元が⽣け込む
公開制作を⾏いますのでいけばなの魅⼒を⼤いに味わっていただければと思ってお
ります。また、勅使河原茜家元と陶芸家加藤清之⽒の対談講演会や、公開制作した
いけばなの前で加藤清之⽒のギャラリートークを⾏います。
会場は、⾝障者専⽤の駐⾞スペース、エレベーター、スロープ、⾝障・多⽬的トイ
レなどが設置され、バリアフリー対応となっています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

トリエンナーレスクール
あいちトリエ
ンナーレ実⾏

委員会
2018/8/19 2019/3/17 愛知県

名古屋市
中区 他

「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。「トリエン
ナーレスクール」は、「あいちトリエンナーレ2019」の開催気運の醸成を図るこ
とを⽬的として⾏うレクチャーとディスカッションを組み合わせたプログラムを８
回開催する。
本事業の実施に当たって、⾃分で会場まで⾏くことができない障害者・⾼齢者には
付き添い介護で対応するなどバリアフリー対応を⾏う。

展覧会「美博びっくり箱－集める・伝える・これ
からも」

岡崎市美術博
物館

2018/11/24 2019/1/14 愛知県 岡崎市

岡崎市美術博物館は開館以来、「マインドスケープ（⼼象⾵景）」を基本コンセプ
トに、⼈間の深い内⾯性とそこから導き出される豊かな表現⼒を追求し、調査・研
究・収集活動を進めてきました。今回の展⽰では担当や関⼼が異なるそれぞれの学
芸員が収蔵品の中から各々テーマを決めて厳選した資料を130点程度展⽰すること
により当館コレクションの多彩な魅⼒をご紹介するとともに講演会も予定していま
す。
収蔵品には海外のものや広く⽇本⽂化に関わるものなどがあり、海外から来られた
来館者の⽅にとりましても、興味を持っていただける展⽰となっております。ま
た、当館には障害者の⽅が館内を移動できるように貸し出し⽤の⾞いすも⽤意され
ており、展⽰室は段差のないバリアフリーに設計されておりますので、気軽に観覧
することができます。

第21回南さつま児童⽣徒美術展   第21回尾
張と薩摩の⽂化交流南さつま児童⽣徒美術展

笠沙アート
フェスティバ

ルin南さつま実
⾏委員会・南
さつま市・教
育委員会・21
世紀のメッ

セージ作家の
視点協会

2018/11/6 2018/12/16 愛知県 ⽝⼭市

1987年芸術⽂化の発展と作家の育成、また芸術を通して地⽅⽂化の発展や紹介な
ど国際交流を⽬的として発⾜。次世代に引き継ぐ児童⽣徒の教育の⼀環として貢献
している。保育園、幼稚園、⼩中学校から全国公募し毎年約三千点の作品を集め、
その中から審査し特に優れた作品三百点を展⽰しています。どの作品も⼤変素晴ら
しく、国内外にも巡回しています。今回は南さつま市笠沙⾃然休養村管理センター
（⿅児島県南さつま市笠沙町⽚浦２３４７－６）で表彰式・展⽰をした後、愛知県
に巡回し表彰式・展⽰を⾏います。
どちらの会場も⾞椅⼦のお客様に対応出来る様にトイレの設備も整えています。
⼜、エレベーター、スロープで観覧して頂けるように対応致します。外国⼈のお客
様が楽しんで頂けるように英語の表記を⾏い対応します。⾔葉が全て分からなくて
も絵は世界共通なので想いは伝わると思います。

⼤⽥楽 いけぶくろ絵巻

公益財団法⼈
としま未来⽂
化財団、豊島

区

2018/10/20 2018/10/20 東京都 豊島区

「⼤⽥楽」は、平安時代から室町時代にかけて⽇本中で⼤流⾏し、忽然と消えた芸
能“⽥楽”をもとに、狂⾔師野村耕介が舞踊家、⾳楽家、俳優、学者らと協働作業で
創り上げた総合芸術。⾊とりどりの花を飾った笠や五⾊の装束を⾝につけた⽥楽法
師たちが、いにしえの旋律と軽やかなリズムで舞い躍る野外パフォーマンスです。
「⼤⽥楽いけぶくろ絵巻」では、九世野村万蔵の演出により、プロの舞踊家・演奏
家に加え稽古を積んだ⼀般市⺠も出演するほか、池袋の特⾊としてコスプレイヤー
も参加し、パフォーマンスを盛り上げます。バリアフリーな公園という開かれた空
間と舞を中⼼とした演舞は、⼦どもから外国⼈までどなたでもお楽しみいただけま
す。特設サイトでは、外国語ページも⽤意いたします。

平成30年度⽂化プログラム推進事業 華道体験

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

2018/10/8 2018/10/8 神奈川県 ⼤和市

この事業は、「スポーツと⽂化の祭典」という近代オリンピックの趣旨に基づき、
市内スポーツイベントと連携して⽇本⽂化に触れられる機会を提供し、⽂化プログ
ラムの認知度の向上及び市内における同プログラムの開催の推進を図ることを⽬的
としています。
スポーツイベントで賑わうスポーツ施設内に特設ブースを設け、華道家によるいけ
ばなの実演・展⽰と、⼀般の⽅へ向けたいけばなの体験指導を⾏ないます。いけば
なの実演･展⽰は、ベテランの華道家の⽅々が⾏います。いけばなの体験は、中学
⽣を中⼼とする「やまと⼦ども伝統⽂化塾（ジュニアいけばな教室）」の塾⽣たち
が、⽇ごろの稽古の成果を発揮して参加者への指導にあたります。会場は、バリア
フリーとなっており、障がいのある⽅にもお楽しみいただけます。

第３９回綾部市⺠合唱祭
綾部市合唱連

盟
2018/12/2 2018/12/2 京都府 綾部市

綾部市合唱連盟では、合唱を通して私たち市⺠⼀⼈ひとりが、綾部の⼤切な⽂化を
再認識するとともに、綾部市合唱連盟を中⼼に築き上げてきた合唱の輪を更に⼤き
く成⻑させ、引き続き「合唱のまち・あやべ」を発信していけるよう取り組んでい
ます。その中で、市内で活動する合唱団に対して、⽇ごろの練習の成果を発表し合
う機会である「市⺠合唱祭」を毎年開催し、今回で第３９回と続く地域に根付いた
合唱祭となりました。今年度についても園児や⾼齢者、お体の不⾃由な⽅も応募し
やすいよう、待機部屋や発表順を調整する事で様々な参加団体の募集を⾏っている
ところです。合わせて、本合唱祭に向けて、「合唱団あやべ」を結成し、各合唱団
に所属していない⽅でも合唱の楽しさを味わえ、愛好者の拡⼤と⽂化・芸術活動の
促進を図り、合唱愛好者の拡⼤に向け取り組んでいます。当⽇には、聴覚障がい者
の来場者に配慮し、ステージ上⼿で要約筆記を設置することで、障がい者にとって
のバリアを取り除く取組の⼀つとして、綾部市⺠合唱祭の成功に向け活動していま
す。

秋の所蔵作品展 開館50周年記念 広島県⽴美
術館名品セレクション

広島県⽴美術
館

2018/9/12 2018/12/24 広島県
広島市中

区

昭和43年に開館した当館は、50周年の記念の年を迎えます。当館は開館以来、多
くの⽅々のご協⼒を得て、コレクションを充実させてきました。「広島県ゆかりの
美術」「1920〜30年代の美術」「⽇本およびアジアの⼯芸」という３つの収集⽅
針を掲げ、現在は総数5,000点を超えています。秋期は当館所蔵品から約100点を
選りすぐり、当館を代表する作品を⼀堂にご覧いただけます。なお，会場はバリア
フリー構造となっています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

冬の所蔵作品展 新収蔵品紹介 （⼩特集）マル
セル・デュシャン/菅井汲/庭園に集う⽂化

広島県⽴美術
館

2019/1/2 2019/4/14 広島県
広島市中

区

冬の所蔵作品展では、昨年度新たに収集した作品をお披露⽬し、また、３つの⼩特
集で美術の楽しさをご紹介します。⼩特集の１つ⽬は20世紀美術に多⼤な影響を与
えたマルセル・デュシャンとマンレイなど同時代の美術の動向に注⽬，２つ⽬はパ
リを中⼼に活躍した画家・菅井汲の仕事を紹介，３つ⽬は美術館に隣接する縮景園
にちなみ，庭園をテーマに制作された⽇本画作品に思いを巡らせます。なお，会場
はバリアフリー構造となっています。

光の⾳：影の⾳ ―⽿だけで聞くものなのか―

公益財団法⼈とし
ま未来⽂化財団、
豊島区、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）

2018/12/7 2018/12/9 東京都 豊島区

「光の⾳：影の⾳」は⽇本⼈のろう者、南村により演出される新作ダンス作品で
す。擬態語など、光や影に伴う（実存しない）「⾳」の概念を、⾝体、映像、照明
を通した独特の表現に挑みます。
⽇本の⽂化の中で育ち、現在イギリスで活躍している南村は、今回の作品に対する
リサーチから、光を表す⽇本の⾔葉の多彩さに改めて驚き、漫画⽂化による視覚的
表現の多様さと併せ、⽇本的感覚を作品のコアとして表現しています。
本公演は、ろう者も同時に楽しめるような字幕対応や、視覚障害者にむけた⾳声ガ
イド、⾞イス対応など⾏っています。

第46回バトントワーリング全国⼤会
⼀般社団法⼈ 
⽇本バトン協

会
2018/12/8 2018/12/9 千葉県

千葉市美
浜区

第46回バトントワーリング全国⼤会は、全国10⽀部の予選を通過した学校部⾨と
⼀般部⾨の総勢約2,700⼈が千葉に集結し、1位を⽬指して競う⼤会である。バト
ンは、表現⼒や、演技における芸術性等の要素が求められる競技である。⾃由曲に
あわせたプログラムで競われ、⾳楽との関係性も深い。また、世界⼤会における⽇
本の成績は、他国の追随を許さない22⼤会連続23回のワールドカップの獲得であ
る。これは⽇本独⾃の技術発展を続けている結果であり、今や⽇本のお家芸といえ
る。当協会では、ホームページおよび⼤会プログラムに英語表記をいれるなど、世
界へ向けての⽇本バトンの情報発信をおこなっている。今⼤会は、駐⽇⼤使館にも
⼤会へのご招待状を送付する予定。競技⼤会だけではなく、今後は、バトンを通じ
た国際交流ができるようつなげていく。

東京藝術⼤学・美術と教育リサーチプロジェクト
2018 〜⽂化芸術基盤の拡⼤を⽬指して〜

東京藝術⼤学
美術学部

2018/10/2 2018/10/21 東京都 台東区

本⾏事は，我が国の美術教育の発展に寄与するため，初等中等教育の流れを良く
し，円滑な⾼等教育との接続を⽣みだし，我が国の芸術・⽂化をつくり出す⼈材育
成機能を強化することを⽬的とし，この取り組みが初等中等教育における美術教育
に新⾵を吹き込み，我が国が⽂化芸術⽴国を実現していく上で必要不可⽋な「⾃分
を⽣き⽣きと表現する」若者を育成し「⽣きる⼒を喚起し創造⼒ある」社会を⽀え
る⽂化芸術基盤の拡⼤に資することである。
展⽰作品は障がいのある児童からも募集し、参加者が多様性のある共⽣社会の実現
に向けた芸術の可能性、とりわけ他者の価値観や⽂化を理解を深めていける機会に
していきたい。なお、会場はバリアフリー対応となっており、⾞いす⽤のエレベー
ター、多⽬的トイレが設定されている。

第１６回「関⻄⽂化の⽇」

関⻄広域連
合、関⻄元気
⽂化圏推進協
議会、関⻄観

光本部

2018/11/1 2018/11/30 全国 各地

⼤⼈も⼦どもも⼊場無料で関⻄２府８県内の美術館や博物館、資料館などを観覧で
きるイベント。初めての施設にも訪れやすく、⽂化や歴史に気軽に触れられると毎
年⼤好評（原則、常設展のみ観覧）。会場により異なるが、障害にある⽅も観覧し
やすい⼯夫や外国語表記を⾏っているところもある。

平成３０年度平城宮跡資料館 秋期特別展 地下
の正倉院展―荷札⽊簡をひもとく―

独⽴⾏政法⼈
国⽴⽂化財機
構奈良⽂化財

研究所

2018/10/13 2018/11/25 奈良県 奈良市

奈良⽂化財研究所では、2007年より毎年、秋期特別展として「地下の正倉院展」
を開催し、平城宮・京跡出⼟⽊簡の実物展⽰をおこなっています。秋の恒例となっ
た本展には、近畿圏のみならず、毎年遠⽅からも多数の⽅々にご来場いただいてい
ます。そうした全国各地から平城宮跡を訪れてくださったみなさまに、⽊簡にもっ
と親しみをもってもらいたい、そのような思いから、今年度は、全国津々浦々から
集まった荷札⽊簡をご覧いただく展⽰を企画しました。荷札⽊簡とは、税として都
に納められた荷物に付けられた⽊簡です。それらには、様々な物品がみえ、⼤きさ
や形状は荷物によって異なります。また、荷札にみえる特産物、⽊簡の樹種から
は、奈良時代の豊かな地域⾊をうかがうこともできます。奈良時代、都につどった
荷札を多くの⽅々にご覧いただき、⽊簡を⾝近に感じていただければ幸いです。
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。

名古屋おもてなし武将隊
名古屋おもて
なし武将隊

2018/10/1 2019/3/31 愛知県
名古屋市

中区

名古屋おもてなし武将隊は名古屋開府400年に合わせて、名古屋の魅⼒を全国に伝
えるため、名古屋にゆかりのある「織⽥信⻑」「豊⾂秀吉」「徳川家康」をはじめ
とした武将6⼈と4⼈の陣笠隊で結成されました。
主な活動として、名古屋城にて観光客のお出迎え･観光案内･記念撮影などの「おも
てなし」を⾏うほか、⼟⽇祝⽇には「おもてなし演武」（パフォーマンス）を披露
し名古屋城に来場頂いた全ての⽅に楽しんで頂くために毎⽇城内で活動をしている
名古屋の観光ＰＲ団体です。海外からの旅⾏客にも理解を促すため英語版のリーフ
レットの城内設置や英語版ＨＰを展開しています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

極上の饗宴・三重県レセプション in 帝国ホテル
東京

三重県、東京
オリパラ三重
県農林⽔産協

議会

2018/10/9 2018/10/9 東京都 千代⽥区

三重県と東京オリパラ三重県農林⽔産協議会は、東京2020⼤会を契機とした県産
農林⽔産品の販売拡⼤を図る取組の⼀環として、⾸都圏のケータリング事業者、ホ
テル関係者、東京2020⼤会スポンサー等に県産農林⽔産品を披露する「極上の饗
宴・三重県レセプションin帝国ホテル東京」を開催します。レセプションでは、オ
リンピアン・⼥⼦レスリングの吉⽥沙保⾥さん、パラリンピアン・⾞いすテニスの
齋⽥悟司さん、オテル・ドゥ・ミクニオーナーシェフの三國清三さんなどによる県
産農林⽔産品の魅⼒発信や試⾷等を⾏います。また、農福連携に取り組む⽣産者に
よる取組・産品ＰＲや参加者との交流などを通して、障がい者をはじめとした農福
連携に取り組む皆さんの気運醸成につなげます。帝国ホテル東京の⼊⼝から会場に
⾄る経路、会場内等はバリアフリー対応となっています。

アール・ド・ヴィーヴル展覧会「⾃分らしく⽣き
る ９」

NPO法⼈アー
ル・ド・

ヴィーヴル
2018/10/5 2018/10/18 神奈川県 ⼩⽥原市

県⻄地域在住の障がいのある⼈たちの創作活動を周知させるための展覧会を開催す
る。障害福祉事業所を利⽤されている⼈達の絵画・織物・フィギュア作品など、障
がいのある⼈たちの多様な作品に触れて、障がいのある⼈たちが⾃分らしく⽣きる
姿に想いを寄せることで、ひとり⼀⼈とじっくり向き合い、違いを認め受け⼊れる
インクルーシブ社会となることを願い、２０１５年より毎年開催している。会期中
は、障がいのある⽅への配慮ができるスタッフを配置します。参加費は無料。

東京藝術⼤学美術学部絵画科油画専攻３年⽣展覧
会「Cloud City『ＮＩ/O』」

東京藝術⼤学
美術学部絵画
科油画専攻３
年⽣展覧会

「Cloud City
『ＮＩ/O』」
展⽰運営委員

会

2019/1/6 2019/1/14 東京都 千代⽥区

アーティストの創作現場を⾒たことはあるでしょうか。美しい蓮が泥沼から育つよ
うに、使い込まれた道具や資料の⼭、雑多な収集物を栄養源にして美術作品は⽣ま
れてきます。上野恩賜公園内、蓮で有名な不忍池の傍に東京藝術⼤学はあります。
展覧会では本⼤学油画専攻3年⽣のアトリエを作品と共に展⽰し、さらに１年間の
アトリエの変化をウェブサイトで公開して、ありのままの「若きアーティストたち
の⽣態」を⾒せていきます。会場とクラウド上という2つの展覧会拠点にて、導⼊
⽂から解説まで多くのテキストは全て専⾨のスタッフを設けた外国語対応を⾏なっ
ています。
鳰（ニオ）という⿃は、不忍池などの⽔辺に巣を浮かべ⼦育てをします。たゆたう
浮き巣とニオ親⼦の姿は、古くから⽇本で愛され詩歌にも詠まれてきました。本展
覧会もまた、アート界の波の中に漕ぎ出そうとする学⽣51⼈の姿を、⽇本の伝統的
な感性のもと新たな切り⼝で⽰していきます。上野という外国⼈観光客も多く訪れ
る場所で、⼈の営みが雑居するこの展覧会はリアリティのある都市の展望としても
⽴ち上がってくることでしょう。

２０１８パラスポーツカーニバル
パラスポーツ
カーニバル実

⾏委員会
2018/9/22 2018/9/23 ⼭形県 寒河江市

パラスポーツを通して「パラスポーツ⽀援」「障がい者⽀援」「地域⽀援」を柱
に、パラスポーツ・ツーリズムの地域普及を⽬指す。
初年度はパラカヌー、ブラインドサッカー・パラトライアスロンの3種⽬のエキシ
ビジョン、体験会等を予定している。また、本県の⽂化の発展に⼤きな役割を担っ
ている「最上川」について、その歴史と県⺠の関わりを説明した後に、カヌーで４
㎞ほどを下る。加えて、選⼿との交流会を⾏う際に郷⼟料理「⽟こんにゃく」等を
提供し、本県の⽂化に触れてもらう。
全国的に⽇本代表レベルのアスリートによるパラスポーツ多種⽬の普及認知活動は
少なく、東京2020パラリンピックに向けて県内の機運醸成を図るとともに、理解
促進を⽬的とする。更に2020年以降もレガシーとして、「パラスポーツ⼭形」を
全国に発信していく。
また、会場敷地内には、多機能トイレが２ヶ所設置されており、各会場はスロープ
で繋がっており、会場移動も⾞いす⼜は、会場周遊カートを運⾏します。健常者も
障がい者も⾃由に移動出来ることをコンセプトとしている。

なかのZERO新春能 「絵⾺」

株式会社JTBコ
ミュニケー

ションデザイ
ン 中野区も
みじ⼭⽂化セ

ンター

2019/1/26 2019/1/26 東京都 中野区

ユネスコより世界無形遺産第1号に認定された「能楽（能と狂⾔）」を、中野区在
住の能楽師・⼩島英明とメディアでも活躍中の野村萬斎を迎えて開催する、⽇本⽂

 化の魅⼒を発信する取組。
会場のなかのZERO⼤ホールはバリアフリー対応をしており、⾞椅⼦席もご⽤意し
ている。

なかのZERO新春能 『絵⾺』事前講座「能のてほ
どき」

株式会社JTBコ
ミュニケー

ションデザイ
ン 中野区も
みじ⼭⽂化セ

ンター

2018/12/15 2018/12/15 東京都 中野区

ユネスコより世界無形遺産第1号に認定された「能楽」の魅⼒を、中野区在住の能
楽師・⼩島英明が、開催演⽬の「絵⾺」のみどころ解説にてお届けする、⽇本⽂化

 の魅⼒を発信する取組の事前講座。
会場のなかの芸能⼩劇場はバリアフリー対応をしており、⾞椅⼦席もご⽤意してい
る。

第２９回 ２０１８宮崎国際現代彫刻・空港展 宮崎県 2018/9/2 2018/9/17 宮崎県 宮崎市

リゾート宮崎の空の⽞関⼝において、⽇本を含め７カ国５８名（国内作家４５名、
海外作家７カ国１３名）の作家が参加する国際的な現代彫刻展を開催することによ
り、インターナショナルな⽂化の発信として地域⽂化の向上を図るとともに、国内
はもとより海外含め、多くの創作的⽂化活動を⾏う⼈々との⽂化交流に寄与しま

 す。
美術館とは全く異なった状況で彫刻作品と接することができる本展は、国内でも類
を⾒ない形態での展覧会であり、公共性が⾼く毎年広く⽀持を得ています。現代彫
刻というジャンルにおいて、表現及び素材ともに多様であり、国内外から⾼い関⼼
を集め今年で２９回⽬の開催となります。会場において無料配布する図録パンフ
レットは、全て英語対応した内容となっています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

Culture NIPPON シンポジウム
⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/11/9 2019/2/9 京都府 ⻑岡京市

全国４会場で地域の⽂化資源の発掘・発信や共⽣社会の実現をテーマとしたシンポ
ジウムを開催いたします。会場はバリアフリー化が施されていることを基本とし、
また、シンポジウム開催においては多⾔語の翻訳や⾳声認識・合成システムを実装
を予定し、⾔語の壁を取り除く取組を⾏う。

 ワールドフェスティバル天理2018
ワールドフェ
スティバル天
理実⾏委員会

2018/9/29 2018/9/30 奈良県 天理市

当イベントは海外のダンスや楽器の演奏、世界の料理や雑貨の販売を通じて、天理
市が有する国際性という魅⼒をPRするものであるが、同時に⽇本⽂化の魅⼒発信と
いう側⾯も持ち合わせている。例えば、和太⿎の演奏、着物ショーの実演、餅つき
や⽇本酒の販売もあり、国際⾊豊かなイベントの中で、⽇本⽂化の発信にも⼒を⼊

 れている。
その他、会場となる天理駅前広場コフフンは動線上に点字ブロックが配置されてお
り、イベントのステージ会場でも⼿話通訳が付き、視覚あるいは聴覚障害のある⽅
にも楽しんでいただける仕組みづくりをしている。また、MCが外国語で進⾏した
り、ボランティアスタッフとして、外国語専攻の学⽣を中⼼とした外国⼈が訪れて
も⼗分な対応ができるような⼈員配置も⾏っている。

企画展「私的⽇本集 第２話 筑紫 ⿃栖展」
「私的⽇本

集」実⾏委員
会

2018/9/16 2018/9/30 佐賀県 ⿃栖市

 ・⽇本の伝統的⼯芸品の紹介・作品企画・制作・発表
 ・⽇本の古⺠家を活⽤した展⽰

 ・公式Webサイトとして、多⾔語対応SNSを採⽤必要に応じて英語での情報提供
 ・展⽰作品のキャプションの英語表記

 ・作品⽬録の英語表記
・会場での、EnglishSpeakerのガイド

京都⽂化⼒プロジェクト２０１６－２０２０ワー
クショップ「茶室と庭を作ろう」

京都⽂化⼒プ
ロジェクト実

⾏委員会
2018/9/23 2018/9/23 京都府 京都市

⼤切な⼈をもてなすことができる空間を、⾃分⾃⾝の⼿で作ることを試みるワーク
ショップです。⾝の回りにある物で、居場所を作る・空間を構成することで、⾮⽇
常における時間の過ごし⽅を体験しましょう。
※⾒学可
＜ファシリテーター＞加藤⽐呂史⽒（建築家）
【対象者】⼩学⽣以上⼤⼈も⼤歓迎※⼩学校４年⽣以下は保護者同伴
【定員】３０名
【参加費】無料
【持ち物】⾝の回りにある不要な物

第３７回⼤江⼭酒呑童⼦祭り
⼤江⼭酒呑童
⼦祭り実⾏委

員会
2018/10/1 2018/11/23 京都府  福知⼭市

福知⼭市の地域資源である⼤江⼭の酒呑童⼦伝説をテーマとした「酒呑童⼦祭り」
を開催します。全国各地の伝統芸能を「⻤伝説のまち」である⼤江に集結させ、福
知⼭の⻤芸能とともに、「⻤ブランド」の発信と観光誘客を図ります。また、⻤の
頭領である酒呑童⼦を先頭に鎧兜を着た武者が⾏列する⻤武者⾏列を繰り広げ、
「⻤⽂化」の継承を図ります。
本年は、宝塚市にあるミュージカルカンパニー「OZmate」を招き、⼀昨年ニュー
ヨーク公演をし、好評を博した「⼤江⼭⻤伝説（ＴheＬegendofoni）」を酒呑童
⼦が暴れまわったふるさと⼤江⼭の地で演じていただきます。

明治150年福井国体応援企画
⽇本⽂化プロ

グラム~Salon 
de Society~

2018/9/14 2018/9/14 福井県 鯖江市

明治150年福井国体に向けて、応援折形を鯖江市市政に贈呈。
福井県鯖江市は体操のまちを宣⾔しており、福井国体では体操競技が開催される。
明治150年福井国体開催を記念して、鯖江市市政に折形作品を贈呈する。
作品には、鯖江市で栽培されている⼆葉葵が描かれた紙が⽤いられている。

京都・パリ友情盟約締結60周年記念 展覧会
「描き，紡ぎ，絆ぐ」

京都市 2018/9/28 2018/10/14 京都府 京都市
障害のある⼈が「描き」，その作品を通じて⼈と⼈との関係が「紡がれ」，その⼈
たちの活動によって障害のある⼈と社会が「絆（つな）がっていく」その過程に注
⽬した，京都とフランスの「障害のある⼈の芸術作品」を紹介する展覧会です。

SAKE Spring~発酵ワンダーランド〜
SAKE Spring
実⾏委員会

2018/9/29 2018/9/30 京都府 京都市

伝統と⽂化が⾊づく街、京都にて⽇本酒の美味しさや和の⾷⽂化を全国・世界に発
信する企画です。本イベントでは全国の地酒を集め、さらに若者に⼈気の飲⾷店を
集めることで参加へのハードルを下げ、より広い層に和の⾷⽂化を発信していきま
す。
またVIPの特別席では、「菊乃井」「下鴨茶寮」「⽊乃婦」を含む京都を代表する
⽼舗料亭の「酒肴弁当」がお楽しみいただけます。京都の酒蔵では京都の酒⽶
「祝」を使ったお酒などが出品されます。国内外問わず多くの観光客が訪れる国際
都市京都にて⽇本酒、そして⾷を含む京都の⽂化を楽しみながら知っていただく場
を提供いたします。
・全国から約30蔵の蔵元が集まった利き酒ブース
・京都などの⼈気レストランを集めたフードブース
・⽼舗料亭の特製酒肴弁当
・野菜の販売ブース
・⽇本酒ビギナーでも楽しめるステージイベントなど、酒の合間のエンタメなど



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所
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（市区町村）
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「⻄区アートキャラバン」２０１８
アートクロッ
シングにいが
た実⾏委員会

2018/7/21 2019/3/28 新潟県
新潟市⻄

区

北国街道や今年の5⽉に国の有形登録⽂化財に登録された「中原邸」など歴史的資
産が数多く残るほか，市内唯⼀のラムサール条約の登録湿地「佐潟」が存在し，歴
史と⽂化，そして潟や砂丘などの⾃然豊かな⾚塚地域を会場に，地元の⽵や葦を材
料に使⽤して造形ワークショップを開催するほか新潟⼤学の教員及び学⽣が作成し
たアート作品を展⽰し，アートを通じた交流⼈⼝拡⼤による地域の賑わいを創出す
る。

全国ねぎサミット２０１８inにいがた

全国ねぎサ
ミット２０１

８inにいがた実
⾏委員会

2018/11/3 2018/11/4 新潟県
新潟市中

央区

ねぎをテーマに全国のねぎ産地が⼀堂に会しPRを⾏うことで、参加市町村で⽣産さ
れる農産物の消費拡⼤をはじめ、各地域の魅⼒や国産野菜の安全性を広く全国に発
信し、農業経営の安定を⽬指す。平成22年度に埼⽟県深⾕市でスタートし、産地持
ち回りで年に1度開催。第9回⽬を迎える平成30年度は新潟市で開催。新潟市産の
「やわ肌ねぎ」をはじめ、「⾷と花の銘産品」など新潟市の魅⼒的な農産物の知名
度向上、消費拡⼤を図る。併せて、新潟港開港150周年を契機に「みなとまち」の
歴史に育まれた新潟市の⾷⽂化や、周辺市町村と連携した農産物のPRなど、全国に
向けてそれらの魅⼒を発信し、地域経済の活性化を図る。

第13回瀬⼾市和太⿎連盟演奏会 和太⿎の祭典
瀬⼾市和太⿎

連盟
2019/1/14 2019/1/14 愛知県 瀬⼾市

瀬⼾市の発展を願っている団体が、⽇本の伝統⽂化である和太⿎を通じ、⽇頃抱え
ている問題を分かち合い、1団体ではできないことも、多くの団体が協⼒すること
で、より⼤きな⽂化活動をしたい、そんな思いで平成18年に発⾜しました。
現在は、瀬⼾⼦供太⿎こまいぬ座、天くう、みずのお狩場太⿎、聖霊中学校・⾼等
学校和太⿎部、瀬⼾北総合⾼等学校、⿎吹窯っ⿎、⿎⾵楽、狛⽝社中の8体が加盟
しており、地元のせともの祭りや陶祖まつり、招き猫まつりなど、瀬⼾の祭りには
⽋かせない存在となっている和太⿎連盟の集⼤成の場として、今回も「絆」をテー
マに和太⿎演奏を開催します。
会場は、スロープ、障害者⾞椅⼦スペースを整備しておりバリアフリーに対応して
おり、障害者の⽅のために⾞いすの貸し出しも⾏っています。

創⽴７０周年記念 第７２回名古屋邦楽⼤会
名古屋邦楽協

会
2018/11/25 2018/11/25 愛知県

名古屋市
中区

当協会の特徴でもある多ジャンルの邦楽（⻑唄・常磐津節・新内節・琵琶・⼩唄・
端唄・囃⼦等）を⼀堂に集めた邦楽演奏会。創⽴七⼗周年記念特別企画として⻑唄
「都⾵流」⼩唄「⼩唄宮の熱⽥」を披露。⽴⽅として花柳朱実・⼯藤寿々弥・⻄川
えつ・⻄川真乃⼥等賛助出演。最後に⻑唄約120名によります「末広狩」と正調名
古屋甚句伝承会約100名によります「正調名古屋甚句」を合同演奏にて披露。会場
は、⾝障者スペース席を設ける等、バリアフリー対応の会場を使⽤することで、す
べての⽅々が来場し易い環境を整え、県内外国内外すべての⽅々へ伝統芸能である
邦楽をひろく知って頂き地域の⽂化振興の⼀翼を担うことを⽬的とした演奏会。

冬休み⼈形げきじょう2018「あかずきんちゃん/
プッペンポップなにつくろ？」

株式会社⼈形
劇団むすび座

2018/12/22 2019/1/5 愛知県
名古屋市

中区

⼈形劇団むすび座は、東海地⽅初のプロ劇団として、1967年に創⽴しました。あ
かちゃんから⼤⼈まであらゆる世代に向けて、⼈形劇を創作し、⽇本のみならず、
海外公演にも⼒を⼊れています。今回は、幼児からファミリー向け⼈形劇の⼆本⽴
て「プッペンポップなにつくろ？」と「あかずきんちゃん」を上演します。⽇本の
現代⼈形劇の魅⼒を⼤いに味わっていただければと思っております。この公演は⾞
椅⼦のまま観劇できます。
会場は、バリアフリー対応となっており、スロープや⾝障・多⽬的トイレ、⾞椅⼦
スペースなどが設置されております。

⼈形劇団むすび座公演「かくれ⼭の⼤冒険」
株式会社 ⼈
形劇団むすび

座
2019/3/21 2019/3/21 愛知県 刈⾕市

⼈形劇団むすび座は、東海地⽅初のプロ劇団として、1967年に創⽴しました。あ
かちゃんから⼤⼈まであらゆる世代に向けて、⼈形劇を創作し、⽇本のみならず、
海外公演にも⼒を⼊れています。今回は、ファミリー向け⼈形劇「かくれ⼭の⼤冒
険」を上演します。⽇本の昔話でお馴染みの妖怪も登場し、主⼈公の気弱な少年の
成⻑や仲間との友情も描かれております。そして⽇本の現代⼈形劇の魅⼒を⼤いに
味わっていただければと思っております。
会場は、バリアフリー対応となっており、スロープや⾝障・多⽬的トイレ、⾞椅⼦
スペースなどが設置されております。

公募第14回新美術写真展
新美術写真協

会
2019/3/12 2019/3/17 愛知県

名古屋市
中区

新美術写真展は、写真芸術を写真展を開くことによって広く⼀般に親しんでもら
い、その写真の芸術性を理解しながら⾃分⾃⾝を成⻑させることを⽬的に開催して
いる。出展作品は、「⾃由写真の部」、「課題の部」の２部⾨に分けて、会員及び
⼀般から作品公募を⾏い、審査員の審査により優秀作品には「賞」を交付してい
る。
展⽰会場の名古屋市⺠ギャラリー栄は、中区役所・朝⽇⽣命ビル８階で点字ブロッ
クやエレベーター等が設置されてバリアフリー対応となっており障害のある⽅も安
⼼して気軽に観覧することができます。

平成30年度タウンミｰティング「東アジア⽂化都
市2020北九州」に向けて

北九州市役所 
市⺠⽂化ス

ポーツ局 ⽂化
部 ⽂化企画課

2018/11/2 2018/11/2 福岡県
北九州市
⼩倉北区

「２０２０年東アジア⽂化都市」への採択を記念し、⽂化芸術や東アジア⽂化都市
をテーマとしたタウンミーティングを開催することで、当該事業にかかる機運を醸
成することや、市⺠に広く事業を周知することを⽬的とする。また、⽂化芸術の⼒
を活⽤した「創造都市」として本市のイメージ転換を図り、地⽅創⽣につなげ、さ
らなる都市の発展を⽬指す。
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グランソレイユコーラスフェスティバル
アルモニーサ
ンク北九州ソ
レイユホール

2018/9/1 2019/1/14 福岡県
北九州市
⼩倉北区

グランソレイユコーラスは、「合唱のすそ野をさらに広げる」という⽬標を持っ
て、過去３年間、⼦どもたちからシニアまで男⼥年齢を問わず、また障がい者の参
加機会の拡⼤につながるよう⾞椅⼦席の設定や動線の確保など幅広く参加者を集い
合唱の街づくりの⼀助を進めてまいりました。今年度は地元出⾝のソプラノ歌⼿⼤
⻄ゆかさんを招き、今年北九州市も誕⽣した「北九州グランフィルハーモニー管弦
楽団」とともに合唱の皆さんと演奏会を開催します。

第20回静岡県障害者芸術祭
静岡県（障害
者政策課）

2018/10/6 2018/11/17 静岡県
静岡市駿

河区

障害者の芸術及び⽂化活動への参加を通じて、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
ことを⽬的として、イベントを開催する。イベントでは、障害者の発表機会の創
出、県⺠の障害への理解促進のために話題性のあるプログラムを実施し、障害者の
⽂化芸術活動の県全体への波及、すそ野拡⼤を図っていく。また、プログラムとし
て、障害者による和太⿎の演奏や席上揮毫を実施し、⽇本⽂化の魅⼒発信にも寄与
していく。

世界お茶まつり2019(春の祭典)
第７回世界お
茶まつり実⾏

委員会
2019/5/10 2019/5/12 静岡県 島⽥市

魅⼒ある茶⽂化の提案と発信、お茶の新たな可能性の発掘と挑戦、さらには世界に
向けた⽇本茶の需要拡⼤に繋がることを⽬指すイベントを開催します。併せて、国
内外の参加者がお茶を通して交流し、相互の⽂化を理解することで、平和な社会の
構築に寄与します。春の祭典では、茶園景観を含めた新茶を愉めるプログラム等を
実施します。

世界お茶まつり2019(秋の祭典)
第７回世界お
茶まつり実⾏

委員会
2019/11/7 2019/11/10 静岡県

静岡市駿
河区

魅⼒ある茶⽂化の提案と発信、お茶の新たな可能性の発掘と挑戦、さらには世界に
向けた⽇本茶の需要拡⼤に繋がることを⽬指すイベントを開催します。併せて、国
内外の参加者がお茶を通して交流し、相互の⽂化を理解することで、平和な社会の
構築に寄与します。秋の祭典では、新たな茶の消費ビジネスの創造・活性化に向け
たプログラムや、茶の産業や⽂化･国際的な成果を伝える学術プログラム等を実施
します。

ふじのくに野外芸術フェスタ2018 in掛川
ふじのくに野
外芸術フェス
タ実⾏委員会

2018/10/13 2018/10/14 静岡県 掛川市

掛川市⺠とSPAC-静岡県舞台芸術センターの俳優、地元アーティストによる野外公
演を⾏う。国の重要⽂化財である⼤⽇本報徳社⼤講堂、静岡県や掛川市の指定⽂化
財である仰徳学寮、仰徳記念館など歴史的建造物に囲まれた屋外広場を舞台に、時
代を横断して⽇本の⼈々の⽣活を描く。出演する市⺠は、稽古とともに掛川茶エン
ナーレの⽂化資源を活⽤した舞台芸術ワークショップを⾏う。公演⽇には、出演者
や演出家によるトークセッションを⾏う。公演は⼊場無料とする。会場は屋外で段
差の少ない通路とし、隣接する市⽴図書館や掛川城に多⽬的トイレを備え、多くの
⼈が演劇に触れられるようにする。

アール・ブリュットまちかどギャラリー ⻑岡市 2018/11/20 2018/12/20 新潟県 ⻑岡市
障害のある⽅が創作した作品を⻑岡駅周辺の公共施設等に会場を設け、展⽰しま
す。また、作品制作の様⼦や作品が⽣まれる背景などのドキュメンタリー映像を展
⽰場所等で放映します。

第55回⻑岡市⺠⾳楽祭
⻑岡市⺠⾳楽
祭実⾏委員会

2018/11/11 2018/11/11 新潟県 ⻑岡市 市⺠参加型の⾳楽祭で、市⺠の⾳楽⽂化活動の普及振興を図ることを⽬的に開催し
ます。⻑岡交響楽団や琴の演奏も楽しめます。

第57回⻑岡市美術展覧会 ⻑岡市 2018/11/1 2018/11/5 新潟県 ⻑岡市
市内の美術愛好家の創作活動の成果を発表する場として、また⽣活の中に美術を味
わう楽しさの普及を狙いとして、⽇本画・洋画・彫刻・⼯芸・書道・写真の６部⾨
にわたる公募展です。

新潟県⽂化祭2018 第34回国⺠⽂化祭、第19回
全国障害者芸術・⽂化祭300⽇前イベント

新潟県 2018/11/11 2018/11/11 新潟県 新潟市

新潟県における⽂化の祭典である「新潟県⽂化祭２０１８」のメインイベントとし
て、今回は来年度に当県で開催される「国⺠⽂化祭、全国障害者芸術・⽂化祭」の
開催300⽇前イベントとして開催します。新潟県出⾝⼜はゆかりのアーティスト等
による多彩なステージをお楽しみください。

新潟市芸能まつり参加
第２６回⼤正琴演奏会

⼤正琴新潟友
の会

2018/10/27 2018/10/27 新潟県 新潟市
新潟市芸能まつりに参加している今回で第２６回を数える⼤正琴演奏会である。今
年は、新潟開港１５０年を迎える年であり、元気の出る曲や今年７⽉に開催された
「琴リンピック」で演奏された曲などを演奏します。

第25回ロマンアンサンブルフェスティバル＆⾐
装コンテスト

⼤正琴新潟友
の会

2018/1/27 2018/1/27 新潟県 新潟市 ⼤正琴のアンサンブル演奏の普及と⼤正琴愛好家の相互交流を⾏います。新潟県外
からの参加もあり、また、留学⽣チームの受け⼊れも⾏っています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

いわて県南まつりフェス！ in えさし藤原の郷
まつりフェ

ス！実⾏委員
会

2018/9/22 2018/9/22 岩⼿県 奥州市

世界遺産平泉の価値・理念の普及を⽬的に、地域の⽂化芸術振興に積極的な若者が
主体となって企画・運営を⾏う、⽂化芸術関連のイベント。
当⽇は、県南地域の⺠俗芸能である達古袋神楽〜弁慶安宅の関〜・地元の厄年連に
よる演舞や津軽三味線のミニライブなど様々な催し物が実施されるほか、輪踊り体
験など、来場者が本イベントに主体的に参加できるような仕掛けも⽤意している。
さらに、地元のゆるキャラが登場し⼀緒に輪踊り体験等をすることで、来場者が本
イベントをさらに楽しめるような⼯夫が施されている。
また、会場については多⽬的トイレが設置されていることから、障がいの有無に関
わらずに誰もが本イベントに参加できるように配慮している。

平成30年度 岩⼿県⺠俗芸能フェスティバル
「岩⼿の⼤地に舞う」

岩⼿県・岩⼿
県⽂化財愛護

協会
2018/12/1 2018/12/1 岩⼿県 盛岡市

岩⼿県は⺠俗芸能の宝庫と⾔われ、県内で約1,100以上の活動団体を数え、それら
の保存伝承に意欲的に取り組んでいる成⼈及び⻘少年で構成される⺠俗芸能団体に
対し、⽇頃の活動成果を広く県⺠及び内外の⼈々に公開する機会を提供し、また、
その⺠俗芸能に携わる誇りと意欲を⾼めると共に、県⺠の⺠俗芸能に対する理解と
認識を深める⼀助としながら、⻘少年の健全育成や地域づくりに貢献することを⽬
的としています。
今年度の参加団体数は県内各地域で保存伝承に励み、活動が顕著な団体の中から概
ね６団体を選出し、また今年度の岩⼿県⾼校総合⽂化祭優秀校の2団体を加えた８
団体としています。
当該フェスティバルの開催会場については、⾞いす利⽤者⽤の席も設けられている
ことから、障がいの有無にかかわらず地域の⺠俗芸能に触れることができます。

コンドルズが幕張にやってきた！
ダンスLIVE＆みんなで⼀緒に踊ろう！

公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/9/29 2018/9/29 千葉県

千葉市美
浜区

本公演は、地元のショツピングモールと連携し、買い物や遊びに来た⽅々が多く往
来する屋外ロビーを使い実施する。出演者は、世界30ヶ国で公演を⾏い、オリジナ
ル性の⾼いダンスで有名な「コンドルズ」。鑑賞とワークショップを⾏い誰でも参
加が出来る体験型のイベントとなっている。
会場のイオンモール幕張新都⼼では、障害者⽤トイレや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る。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多⾔語表記やアナウンス、外国語版コ
ミュニケーションボードが設置されている。

栃⽊県⽴博物館第122回企画展「藤原秀郷－源平
と並ぶ名⾨武⼠団の成⽴－」

栃⽊県⽴博物
館

2018/10/27 2018/12/9 栃⽊県 宇都宮市

藤原秀郷は、平安時代の中ごろに活躍した下野の武将で、中世東国武⼠の祖とされ
ています。平将⾨の乱を鎮圧したことをきっかけに、秀郷は歴史の表舞台に登場し
ました。
秀郷の⼦孫には平泉の奥州藤原⽒や歌⼈・⻄⾏を⽣んだ紀伊佐藤⽒をはじめ、下野
でも⼩⼭⽒・⻑沼⽒（のち皆川⽒）・佐野⽒・⼩野寺⽒などの有⼒武⼠団が⽣まれ
ました。以上のように、全国に広がった秀郷流武⼠団はまさに源平と並ぶ名⾨武⼠
団と称しても過⾔ではありません。
本展では、藤原秀郷の⾜跡と今に語り継がれる伝説を通してその実像に迫るととも
に、全国に広がった秀郷流武⼠団についても紹介します。なお、当館では施設のバ
リアフリー化や、常設展⽰（企画展と同時に観覧可能）の多⾔語化を実施していま
す。

⼦ども郷⼟芸能発表会
那須塩原市郷
⼟芸能保存会
連絡協議会

2019/2/17 2019/2/17 栃⽊県
那須塩原

市

那須塩原市で郷⼟芸能活動をしている、⼦どもたちを主体とした団体を募集し、郷
⼟芸能を保存・推進するため本事業を開催する。⼦ども郷⼟芸能発表会をとおして
参加者との交流を深めるとともに、団体相互の親睦を図ることを⽬的とした事業。
平成２６年度から続いているもので今年度、第５回を迎える。⼦どもたちの発表を
機会を設け、後世へ郷⼟芸能の魅⼒を引き継ぐと共に⽇本の伝統⽂化である郷⼟芸
能を市内外に発信する。
会場の「三島ホール」では、障害者優先席を設け、障害者へのバリアを取り除いた
上で、事業を実施する。

朗読とチェンバロの午後

「朗読とチェ
ンバロの午

後」実⾏委員
会

2018/12/1 2018/12/1 北海道
札幌市中

央区

「朗読とチェンバロの午後」は、朗読と古の楽器であるチェンバロの演奏の融合に
よる朗読⽂化と⾳楽⽂化の振興と向上を⽬指すもの。朗読は、美しい⾃然描写に特
⾊のある『はるか摩周』を取り上げ、物語の⽂章を読むという「⾳の語り」に価値
を⾒出しながら、そこにどこか吟遊詩⼈を彷彿とさせる懐かしい響きのあるチェン
バロを融合させ、奥深い感動の世界を創造、共有する。『はるか摩周』は、弟⼦
屈、川湯など⼤⾃然を背景に昭和の歴史に翻弄された2世代の⻘春群像を描いた感
動作で、昭和を⽣きた北海道の⽂化や⾃然が⽣き⽣きと表現され、⾃然に溶け込む
アイヌの⽂化にも随所に触れられいる。さらに、当実⾏委員会では、⽬の不⾃由な
⼈々にも楽しんでもらいたいと⼒を⼊れている。会場では⾞いすの⽅が来場されて
も参加できるよう、スタッフを配置するなど体制を整えている。

第５６回全道いけ花美術展
北海道いけ花

連盟
2018/9/26 2018/10/1 北海道

札幌市中
央区

北の⼤地に根ざした北海道のいけ花芸術の向上と、多くの⼈に花の魅⼒を伝えるこ
とを⽬的に、道内在住のいけ花作家が伝統を踏まえ、北海道の花材を使ったいけ花
展を開催する。
半世紀以上の歴史がある花展であり、１２流派から約２５０作品が出展される。
会場では、⾞いすなど障がいのある⽅も参加できるよう、スタッフを配置するなど
の体制を整えている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
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オーバリン⼤学 アレン・メモリアル美術館所蔵
メアリー・エインズワース浮世絵コレクション－
初期浮世絵から北斎・広重まで

⼤阪市⽴美術
館

2019/8/10 2019/9/29 ⼤阪府
⼤阪市天
王寺区

アメリカ・オハイオ州オーバリン⼤学のアレン・メモリアル美術館には、アメリカ
⼈⼥性メアリー・エインズワース⽒の寄贈した1500点以上の浮世絵版画が所蔵さ
れています。同コレクションは、明治39年(1906)、エインズワース⽒の来⽇を契
機に始まったもので、初期から幕末まで、浮世絵の歴史を辿ることができる上、六
⼤浮世絵師の名品を含む優れた内容であることで注⽬されます。特に世界でも存在
が1点しか報告されていない初期の作品や、葛飾北斎、歌川広重の作品は、質量共
に最も注⽬すべきところです。
その優れた内容は⼀部浮世絵研究者の間では注⽬されていましたが、アメリカでも
あまり紹介される機会がありませんでした。本展覧会は、現地調査をもとにした選
りすぐりの200点を展観するもので、この珠⽟のコレクションを⽇本に紹介する初
めての⾥帰り展です。
会場はバリアフリー対応で、展⽰される作品のキャプション、図録には英語表記が
あります。

奥富かかし祭り
奥富かかし祭
り実⾏委員会

2018/10/28 2018/11/4 埼⽟県 狭⼭市

地域の⼈や市内外の⼈が作った、昔ながらのわらで作ったかかしから、ＰＰＡＰ
（ピコ太郎）など世相を反映したかかしが⽥園⾵景に⽴ち並ぶとともに⼦供たちの
塗り絵から介護施設の⾼齢者が作った折り紙なども⾊を添え、秋の⾵物詩として定
着した事業です。また、開場⽇には⻄⽅囃⼦保存会、吹上⼋⽊節連、奥富⼩学校⾦
管バンドの演奏などのほか、地域の⼈が育てた花の販売などもあります。
かかしの出展は誰でも参加が出来、開催期間中は⾃由に⾒学ができます。ちょっと
した野外美術館気分が味わえます。塗り絵や介護を受けている⼈達の作成した作品
なども受け付けて誰でも参加できるよう⼯夫するとともに、設置においては⽀援ス
タッフを配置しています。会場はバリアフリーで⾞椅⼦での⾒学もでき、毎年、デ
イサービスや保育園のお散歩コースのとして多くの⽅の⽬を楽しませています。

⼭響とみんなで創る⾳楽会

⼭形県、公益
財団法⼈⼭形
県⽣涯学習⽂
化財団、⻑井
市⺠⽂化会館
指定管理者

（有限会社⼭
形綜合舞台
サービス）

2019/1/12 2019/1/12 ⼭形県 ⻑井市

⼭形県を拠点に４６年に亘り地域の⾳楽⽂化を牽引してきたプロオーケストラ・⼭
形交響楽団と、地元の合唱団や⾼校⽣によるコンサートを実施する。本県の⾳楽⽂
化の振興に中⼼的役割を果たしている⼭形交響楽団と、地元合唱団や⾼校吹奏楽部
との共演の企画もあり、本県の⾳楽⽂化の素晴らしさを国内外に発信する。
会場の⻑井市⺠⽂化会館には、多⽬的トイレや⾞いすの⽅の鑑賞スペースが整備さ
れているほか、貸出⽤⾞いすや簡易スロープが準備されている等、障がい者の⽅も
楽しめる環境である。

第7回スポーツ⻤ごっこ全国⼤会in⼤和
⼀般社団法⼈
⻤ごっこ協会

2018/10/28 2018/10/28 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います。神社仏閣の
宮中⾏事として儀式として⾏われていました。また、昔から⼦ども時代に最も⼈気
があり、誰もが遊んだことがとがあります。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。本事業は、
⽇本全国からスポーツ⻤ごっこの代表チームが集まって、スポーツ⻤ごっこの⽇本
⼀を決定する⼤会です。カテゴリーは、U-9の部、U-12の部、U-22の部に分けら
れ、選⼿は総勢600名程が集まります。開催地域の神奈川県⼤和市の⽅からも⼤会
運営をご協⼒いただき開催されます。また、障害の有無や性別の差異に関係なく、
選⼿を募っております。障がい者の⽅へのご対応は、スタッフとしては⼤学の福祉
系学部に務めている教員や保育園や学童保育の勤務経験のあるスタッフが、障がい
者の⽅の対応は⾏っております。

京都観世会１１⽉例会
公益社団法⼈ 
京都観世会

2018/11/25 2018/11/25 京都府
京都市左

京区

会の創設以来、能楽の普及・振興を⽬指し、⻑い歴史の中で培われてきた京都観世
会会員の努⼒と⼯夫に裏打ちされた企画・演⽬構成を基盤に、主催公演の基幹事業
としての舞台成果を求めて継続開催しております。客演、ベテランと共に中堅・若
⼿を起⽤して活躍の場を広げ、演者が相互に影響を及ぼしあって価値を⾼め、京都
のみならず関⻄地域の能楽⽂化の拠り所、中核である能楽堂としての役割・期待に
応える公演活動です。
また年々増加してる外国⼈顧客の⾔葉の壁を取り除く取組として、英語表記の演⽬
解説書を作成して⼊場時に配布し、サイトを改修して英語表記の対応をしておりま
す。

京都観世会１２⽉例会
公益社団法⼈ 
京都観世会

2018/12/16 2018/12/16 京都府
京都市左

京区

会の創設以来、能楽の普及・振興を⽬指し、⻑い歴史の中で培われてきた京都観世
会会員の努⼒と⼯夫に裏打ちされた企画・演⽬構成を基盤に、主催公演の基幹事業
としての舞台成果を求めて継続開催しております。客演、ベテランと共に中堅・若
⼿を起⽤して活躍の場を広げ、演者が相互に影響を及ぼしあって価値を⾼め、京都
のみならず関⻄地域の能楽⽂化の拠り所、中核である能楽堂としての役割・期待に
応える公演活動です。
また年々増加してる外国⼈顧客の⾔葉の壁を取り除く取組として、英語表記の演⽬
解説書を作成して⼊場時に配布し、サイトを改修して英語表記の対応をしておりま
す。

第６０回京都観世能
公益社団法⼈ 
京都観世会

2018/10/21 2018/10/28 京都府
京都市左

京区

京都観世会館創設と共に歩み、以来最⾼峰レベルの舞台として魅⼒と奥深さを浸透
させてきた特別公演。本年は６０周年を迎え、記念公演に相応しい趣向として２⽇
間開催とし、両⽇とも祝賀的かつ伝統的な五番⽴て演⽬を意識した能４番⽴ての番
組構成で、各演⽬は⼩書（特殊演出）で様々な⾓度から迫って展開し、能の真髄と
奥深い世界により多くの⼈が⼊り込んでいただけるような魅⼒を提供致します。新
時代へと移りはじめる節⽬事業として、本年は客演を招聘せず壮年期を迎えた会員
を核として布陣で臨み、未来と可能性を⾒つめる活動として取り組みます。
また年々増加してる外国⼈顧客の⾔葉の壁を取り除く取組として、英語表記の演⽬
解説書を作成して⼊場時に配布し、サイトを改修して英語表記の対応をしておりま
す。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
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伝承の会
公益社団法⼈ 
京都観世会

2018/11/10 2018/11/10 京都府
京都市左

京区

能楽師の⾼齢化、減少と共に後継者不⾜という深刻な課題に対し、各家や個⼈レベ
ルでの伝承に⼤きく依存してきたスタイルに、新たな発想を取り⼊れて、京都観世
会として、⼀つになってシテ⽅や三役⽅の次世代を担う⼈材育成に取り組む事業で
す。充実したメンバーが⽀え、⼀定の関与をしながら、⼦ども世代の連帯意識と競
争意識のもと、萠芽期からその後の開花期までを中⻑期的に⽀援し学びと⾃覚・成
⻑を促していきます。
また年々増加してる外国⼈顧客の⾔葉の壁を取り除く取組として、英語表記の演⽬
解説書を作成して⼊場時に配布し、サイトを改修して英語表記の対応をしておりま
す。

⾼丘親王航海記
⼀般社団法⼈

天使館
2019/1/24 2019/1/27 東京都 世⽥⾕区

演出・振付・台本：笠井叡、意匠・舞台美術：榎本了壱による『⾼丘親王航海記』
は、澁澤⿓彦の原作にしたがって、ダンスと⾳楽と語りと映像、イメージ豊かな⾐
装、舞台美術によって繰り広げられる約120分の舞台作品である。
⾳楽は『⾼丘親王航海記』のテーマと同様に、1⼈の男性が⼈⽣の途上で、様々な
⼥性と出会うことを通して、次第に浄化されて天上へ上っていくというテーマを
扱ったモーツァルト作曲の歌劇（ジングシュピール）『魔笛』を主軸にする。それ
以外に様々の東南アジア系の⾳楽、中国伝統⾳楽、或いは現代⾳楽等を織り交ぜて
構成されている。
原作は全部で7章にわかれている。その中で⾼丘親王の航海中の様々な出来事や体
験が、ダンスと⾳楽と語りと映像を通して象徴的に描かれる。観客はそれらを通し
て、舞台上で展開される内容を⽬や⽿だけではなく全⾝を通してカラダの内側から
体験できるように進⾏していく。
劇場はバリアフリー対策を⾏っていて、⾞椅⼦対応はできている。

下野の華めぐり〜梅と桜と⽂化遺産〜

下野市の歴史
⽂化を活⽤し
た観光振興協

議会

2019/3/4 2019/3/31 栃⽊県 下野市

当市では、「史跡下野薬師寺跡」を梅の名所として「史跡まつり」、「史跡下野国
分尼寺跡」を桜の名所として「天平の花まつり」を開催し、毎年多くの⽅々にご来
場をいただいています。春の⾏楽として⽇本⼈に親しまれている花⾒は、平安時代
頃までさかのぼる我が国の伝統的な⾏事です。お花⾒の場で、お囃⼦など地域の伝
統芸能に親しんでいただき、地域の歴史や⽂化のすばらしさを感じていただきたい
と思います。また、⼆つのイベント会場をスタンプラリーを開催することで両会場
への市⺠の来場を促進するとともに、多様な来場者に対応できるよう観覧者席に優
先席を設けます。

⼩平市平櫛⽥中彫刻美術館 ⼈形浄瑠璃公演

⼩平市平櫛⽥
中彫刻美術館 
・ ⼀般社団
法⼈⼀⽷座 

（共催）

2018/10/6 2018/10/7 東京都 ⼩平市

⽇本近代彫刻界の巨匠・平櫛⽥中が晩年に住んだ「旧平櫛⽥中邸（記念館）」を舞
台に⼈形浄瑠璃を上演いたします。記念館の庭に客席を⽤意し（⾬天時は室内）、
劇場公演とは違った雰囲気で⽇本の伝統芸能をお楽しみいただけます。平櫛⽥中が
楽しんだ演⽬「伊達娘恋緋⿅⼦⼋百屋お七」と明治１５０周年にちなんだ演⽬「⽥
能久」を予定しております。両⽇とも１４時から始まります。開催中の明治１５０
周年特別展「彫刻コトハジメ」と合わせてお楽しみください。
※聴覚障害の⽅で、ご希望される⽅は、演⽬台本をお渡しいたします。
※本上演は無料ですが、⼊館料８００円がかかります。

J-CULTURE FEST／にっぽん・和⼼・初詣
株式会社東京
国際フォーラ

ム
2019/1/2 2019/1/15 東京都 千代⽥区

東京国際フォーラム開館20周年を記念し2017年1⽉より実施している「J-
CULTUREFEST」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
装着装体験や⽇本各地のお雑煮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、語学対応可能なスタッフに
よる会場案内等を予定しています。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-CULTUREFEST」にぜひご来場ください。

特集展⽰ ⽟－古代を彩る⾄宝－
九州国⽴博物
館、古代歴史
⽂化協議会

2019/1/1 2019/2/24 福岡県 太宰府市

「古代歴史⽂化に関する共同調査研究事業古墳時代の⽟類」の研究成果を反映した
展覧会である。当展覧会は古代歴史⽂化協議会（14県）と九州国⽴博物館の主催で
実施する巡回展である。研究テーマである、⽟の⽣産、⽟の流通と消費、東アジア
における⽇本の⽟類などの調査成果を紹介する。なお、本展のキャプションは、⽇
本語のほか、英語、中国語、韓国語の計４ヶ国語で作成し、外国⼈来館者の理解促
進を促す。また、当館は各種バリアフリー設備を備え、障がい者が利⽤しやすい環
境を整えている。

特集展⽰ 坂本五郎コレクション受贈記念 北斎
と鍋島、そして

九州国⽴博物
館

2018/9/12 2018/10/21 福岡県 太宰府市

世界の美術市場を舞台にその名を馳せた坂本五郎⽒（1923-2016）が、たぐいま
れな鑑識眼によって選び抜いた陶磁器・書跡・絵画・彫刻などの名品259件が当館
に寄贈されたことを記念して開催する特集展⽰である。主な展⽰品は、幻の重要⽂
化財である葛飾北斎筆「⽇新除魔図」、「⾊鍋島松⽵梅⽂瓶⼦」など。なお、本展
のキャプションは、⽇本語のほか、英語、中国語、韓国語の計４ヶ国語で作成し、
外国⼈来館者の理解促進を促す。また、当館は各種バリアフリー設備を備え、障が
い者が利⽤しやすい環境を整えている。
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ＩＮＧ兵庫県美術作家展2019
ＩＮＧ兵庫県

美術作家
2019/6/5 2019/6/15 兵庫県

神⼾市中
央区

国際都市である兵庫県・神⼾市も同様、2020年東京オリンピックに向け、先の
サッカーワールドカップ開催時のように各国の合宿所（候補）となり、国際交流が
県内でも盛んになると予想されます。アートの世界においてもオリンピックに合わ
せたイベントが各地で計画され、⽇本の芸術⽂化活動がアスリートの活動と同様に
⼒強く発信されようとしています。兵庫県・神⼾市におきましても2020年東京オ
リンピックに合わせて、美術公募展や各種美術コンクールで受賞歴を持つ、現在活
躍中の兵庫県在住の中堅美術作家の作品を⼀堂に集めＩＮＧ兵庫美術作家展の開催
を願うものです。作品の鑑賞はもとより、作家と外国⼈の交流、地域の⼦供たちと
の触れ合い、シニア世代に芸術活動の啓蒙などを通して、「兵庫県・神⼾市から世
界に⽂化を発信」できる機会と考えています。今回は英語表記のリーフレットを制
作して、外国⼈により分かりやすいく案内を⾏います。更にＳＮＳを⽣かし、世界
にＩＮＧ兵庫県美術作家展の芸術⽂化活動を発信します。

ＩＮＧ兵庫県美術作家展2020
ＩＮＧ兵庫県

美術作家
2020/1/28 2020/2/2 兵庫県

神⼾市灘
区

国際都市である兵庫県・神⼾市も同様、2020年東京オリンピックに向け、先の
サッカーワールドカップ開催時のように各国の合宿所（候補）となり、国際交流が
県内でも盛んになると予想されます。アートの世界においてもオリンピックに合わ
せたイベントが各地で計画され、⽇本の芸術⽂化活動がアスリートの活動と同様に
⼒強く発信されようとしています。兵庫県・神⼾市におきましても2020年東京オ
リンピックに合わせて、美術公募展や各種美術コンクールで受賞歴を持つ、現在活
躍中の兵庫県在住の中堅美術作家の作品を⼀堂に集めＩＮＧ兵庫美術作家展の開催
を願うものです。作品の鑑賞はもとより、作家と外国⼈の交流、地域の⼦供たちと
の触れ合い、シニア世代に芸術活動の啓蒙などを通して、「兵庫県・神⼾市から世
界に⽂化を発信」できる機会と考えています。今回は、英語表記のリーフレットを
制作して、外国⼈により分かりやすく案内を⾏います。更にＳＮＳを⽣かし、世界
にＩＮＧ兵庫県美術作家展の芸術⽂化活動を発信します。

BE Vint-Age 2018
BE Vint-Age 
実⾏委員会

2018/11/24 2018/11/25 東京都 渋⾕区

BEVint-Ageはヴィンテージになるような良いものを⾒つけ、繋げて発信して⾏
く。そんなイベントです。⾐服とアートでできる全ての提案をし視覚化していま
す。障害者のバリアを取り除く意味でダイバーシティをテーマに障害と向き合い、
それを個性として発信するファッションショーを⾏い今年も同プログラグラムを開
催します。⾔語の問題について視覚化することにより、⾔語補⾜がなくてもわかる
ものを作り上げることと、国際的なチームを組みその集⼤成としてロジェクション
マッピングのショーも展開いたします。国内の良いものの提案という形で着物
ショーや、トレンドであるハンドメイドアイテムの展開も⾏っております。 会場
では障害者専属のスタッフを配置し、⾞椅⼦対応を⾏なっている。また、会場もバ
リアフリーであり、優先エリアの導⼊会場には外国語対応のスタッフを配置してお
ります。

もみじ茶会 縮景園 2018/11/11 2018/11/11 広島県
広島市中

区

園内の⽊々が美しく⾊づく季節に合わせて開催する煎茶のお茶会です。外国⼈向け
に英語，フランス語等のパンフレットを配布するほか，スマートフォンやタブレッ
ト等スマートデバイス上で，多⾔語化された施設案内が閲覧可能です。

観⽉茶会 縮景園 2018/9/24 2018/9/24 広島県
広島市中

区

旧暦の８⽉15⽇，中秋の名⽉の⽇に開園時間を延⻑し，秋の訪れを感じられる園内
で，⽉を愛でながら催す茶会です。外国⼈向けに英語，フランス語等のパンフレッ
トを配布するほか，スマートフォンやタブレット等スマートデバイス上で，多⾔語
化された施設案内が閲覧可能です。

菊花展 縮景園 2018/11/1 2018/11/11 広島県
広島市中

区

広島市近郊の菊づくり愛好家により丹精込めて作られた⼤菊，懸崖（けんがい）等
の菊の作品を園内に展⽰します。外国⼈向けに英語，フランス語等のパンフレット
を配布するほか，スマートフォンやタブレット等スマートデバイス上で，多⾔語化
された施設案内が閲覧可能です。

菊⾒茶会 縮景園 2018/11/3 2018/11/3 広島県
広島市中

区

⽇本の秋を代表する菊花の薫る園内でを開催する茶会です。毎年⽂化の⽇に実施し
ており，2018年で54回⽬を数えます。外国⼈向けに英語，フランス語等のパンフ
レットを配布するほか，スマートフォンやタブレット等スマートデバイス上で，多
⾔語化された施設案内が閲覧可能です。

敬⽼茶会 縮景園 2018/9/16 2018/9/16 広島県
広島市中

区

多年にわたり社会に尽くしてこられた⾼齢者を敬愛し，⻑寿を祝う「敬⽼の⽇」を
記念して⾼齢者を接待する茶会を開催します。外国⼈向けに英語，フランス語等の
パンフレットを配布するほか，スマートフォンやタブレット等スマートデバイス上
で，多⾔語化された施設案内が閲覧可能です。

⼤福茶会 縮景園 2019/1/1 2019/1/1 広島県
広島市中

区

若⽔を汲んでお茶を点て，⼀年の無病息災を祈る新春恒例のお茶会です。薄茶の中
に梅⼲し，⿊⾖，⼭椒の実を⼊れた縁起の良い「⼤福茶」を楽めます。外国⼈向け
に英語，フランス語等のパンフレットを配布するほか，スマートフォンやタブレッ
ト等スマートデバイス上で，多⾔語化された施設案内が閲覧可能です。

桃⾒茶会 縮景園 2019/3/17 2019/3/17 広島県
広島市中

区

園内の桃の開花に合わせて開催するお茶会です。外国⼈向けに英語，フランス語等
のパンフレットを配布するほか，スマートフォンやタブレット等スマートデバイス
上で，多⾔語化された施設案内が閲覧可能です。
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梅⾒茶会 縮景園 2019/2/24 2019/2/24 広島県
広島市中

区

春を告げる梅の開花に合わせて開催するお茶会です。外国⼈向けに英語，フランス
語等のパンフレットを配布するほか，スマートフォンやタブレット等スマートデバ
イス上で，多⾔語化された施設案内が閲覧可能です。

acosta!@池袋サンシャインシティ
株式会社ハコ

スタ
2018/10/6 2018/10/7 東京都 豊島区

弊社では、豊島区にご協⼒頂き、2014年3⽉からコスプレイベントacosta!（アコ
スタ）を毎⽉開催している。
アニメ好きの⼥性の聖地「⼄⼥ロード」を中⼼とし、実際の池袋の街並みを背景に
してコスプレの写真撮影や街中を回遊できる事が⼤きな特徴となっている。
2020年に向けて、イベントを通じ、池袋の活性化を図る他、⽇本のポップカル
チャーであるコスプレの魅⼒を広めていく。イベント参加者に配布しているMAPは
英語にも対応し、外国⼈の参加者も増えている。

ホストタウンから広める「⼼のバリアフリー」シ
ンポジウム

株式会社JTB 2018/11/6 2018/11/6 東京都 ⽂京区

株式会社JTB（以下、JTB）は、「地球を舞台に、⼈々の交流を創造し、平和で⼼
豊かな社会の実現に貢献する」というJTBグループ経営理念に基づき、「⼼のバリ
アフリー」のきっかけとなることを⽬的として、⽂京区と共催でシンポジウムを開
催します。ホストタウンから広める「⼼のバリアフリー」シンポジウムでは、午前
中のセミナーで企業・⾃治体の研修担当者向けと地域関係者向けの「⼼のバリアフ
リー」研修を実施します。午後の部では、東京⼤学⼤学院教育学研究科附属バリア
フリー教育開発研究センターの星加准教授と⽂京区⻑による「⼼のバリアフリー」
をテーマにした基調講演と、ホストタウン、パラリンピアン、オリンピック・パラ
リンピック等経済界協議会、地元企業の皆様とパネルディカッションを⾏います。
会場では、⾳声変換ができるコミュニケーションツール機器を利⽤し、聴覚障害者
の⽅に情報保障をします。また、⽂京区の障害を持った⽅々が制作した絵画等の展
⽰や各団体の取組紹介を⾏う予定です。このイベントを通して「⼼のバリアフ
リー」を新しい⽂化として広めていきたいと考えています。

シリーズ舞台芸術としての伝統芸能 vol.2

京都市、公益
財団法⼈京都
市⾳楽芸術⽂
化振興財団

2019/2/3 2019/2/3 京都府
京都市左

京区

「舞台芸術としての伝統芸能」は、平成２９年度から始まった伝統芸能の継承と創
造を⽬指す、ロームシアター京都の新シリーズである。２年⽬となる今回は、ユネ
スコに「世界無形⽂化遺産」として認定され、現存する舞台芸術の中では世界最古
と⾔われる⽇本の伝統芸能、能楽をテーマとし、アイルランド出⾝でノーベル賞作
家のW.Ｂ.イェイツの戯曲「鷹の井⼾」を改作した「鷹姫」を舞台芸術バージョン
として上演する。演出には能楽シテ⽅観世流の観世銕之丞、⽚⼭九郎右衛⾨を迎え
る。また、外国⼈の⽅に、伝統芸能の「現在形」を発信するため、広報では英語対
応に努め、広く周知していく。

兵庫芸術⽂化センター管弦楽団 特別演奏会 ユ
ベール・スダーン「モーツァルトの旅」第８〜９
回

兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/4/6 2018/10/27 兵庫県 ⻄宮市

兵庫芸術⽂化センター管弦楽団は、国内外からオーディションで結集した若⼿演奏
家による、プロオーケストラとしては例のないアカデミー機能を有する「フレッ
シュでインターナショナル」な楽団として、兵庫からの芸術⽂化の発信を担ってい
る。
今回の特別演奏会は、ザルツブルグ・モーツァルテウム管弦楽団の⾳楽監督を１０
年以上務めたユベール・スダーンと贈る「モーツァルトの旅」シリーズ。「モー
ツァルトと共に⼈⽣を歩んできた」と語るマエストロが、誰もが知る名曲、そして
隠れた名曲をお贈りする、こだわりのシリーズ。
ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレベー
ター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応している。
【公演】第8回4/6(⾦)第9回10/27(⼟)

「１９８４」
兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/5/16 2018/5/17 兵庫県 ⻄宮市

新国⽴劇場制作の「１９８４」公演を芸術⽂化センターにおいて実施する。
公演に関連したイベントとして、アフタートークの実施を予定し、地域住⺠の鑑賞
機会の増⼤を図るとともに、英⽂での公演紹介・解説の配布等により、訪⽇外国⼈
にも鑑賞しやすい内容としている。
また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレ
ベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応してい
る。

「スカイライト」
兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/12/27 2018/12/28 兵庫県 ⻄宮市

新国⽴劇場制作の「スカイライト」公演を芸術⽂化センターにおいて実施する。
公演に関連したイベントとして、アフタートークの実施を予定し、地域住⺠の鑑賞
機会の増⼤を図るとともに、英⽂での公演紹介・解説の配布等により、訪⽇外国⼈
にも鑑賞しやすい内容としている。
また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレ
ベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応してい
る。

「消えていくなら朝」
兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/8/4 2018/8/4 兵庫県 ⻄宮市

新国⽴劇場制作の「消えていくなら朝」公演を芸術⽂化センターにおいて実施す
る。
公演に関連したイベントとして、アフタートークの実施を予定し、地域住⺠の鑑賞
機会の増⼤を図るとともに、英⽂での公演紹介・解説の配布等により、訪⽇外国⼈
にも鑑賞しやすい内容としている。
また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレ
ベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応してい
る。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
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「⾚道の下のマクベス」
兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/4/5 2018/4/6 兵庫県 ⻄宮市

新国⽴劇場制作の「⾚道の下のマクベス」公演を芸術⽂化センターにおいて実施す
る。
公演に関連したイベントとして、アフタートークの実施を予定し、地域住⺠の鑑賞
機会の増⼤を図るとともに、英⽂での公演紹介・解説の配布等により、訪⽇外国⼈
にも鑑賞しやすい内容としている。
また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレ
ベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応してい
る。

「夢の裂け⽬」
兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/6/27 2018/6/28 兵庫県 ⻄宮市

新国⽴劇場制作の「夢の裂け⽬」公演を芸術⽂化センターにおいて実施する。
公演に関連したイベントとして、アフタートークの実施を予定し、地域住⺠の鑑賞
機会の増⼤を図るとともに、英⽂での公演紹介・解説の配布等により、訪⽇外国⼈
にも鑑賞しやすい内容としている。
また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレ
ベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応してい
る。

⼆兎社公演42「ザ・空気 ver.2」
兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/8/28 2018/8/28 兵庫県 ⻄宮市

「報道現場における⾃粛・忖度・⾃⼰規制」という前作のテーマを引き継ぎなが
ら、今回は⽇本独⾃の制度、記者クラブに焦点を当てた。エンターテインメント性
も⼤事にして、観客が「今、⽇本で起きていること」をリアルに体感できる刺激的
な舞台を作るとともに、「⽇本の今」について気軽に、しかし主体的に話をしたい
という⼈々の潜在的なニーズに「劇場」という広場を通して応えられる作品を提
供。
普段は東京を中⼼に活動している選りすぐりの俳優たちが、⻑期間にわたる巡回公
演に参加し、全国各地、10館以上の劇場で演じるという、稀にみる貴重な機会を提
供する。また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホール
にエレベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応し
ている。

⽂楽 in Hyogo「恋⼥房染分⼿綱」
兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/5/6 2018/5/6 兵庫県 ⻄宮市

兵庫県ゆかりの伝統芸能の演⽬を取り上げ、地域の歴史を再認識し、地域の魅⼒を
再発⾒することで、地域への愛着が増し、街のにぎわいを創出（地域振興）するこ
とを促進する親しみやすい公演を実施。また、出演者にも兵庫県芦屋市（地元）在
住の⼈材を活⽤し、⽂楽公演のみでなく、実演や解説を交えた伝統芸能公演を実施
することで、伝統芸能ファンの開拓とともに普及・鑑賞機会の増⼤を図っている。
ホール内には⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレベー
ター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応している。ま
た、英語の解説書を配布するなど、⽇本⽂化を理解し、親しんでいただく環境を提
供している。

渋パラアートの⽇２０１８

１９６４から
２０２０へつ
なぐパラワー
クプロジェク
ト実⾏委員会

2018/10/5 2018/12/31 東京都 渋⾕区

渋⾕区では区内の若い世代にパラリンピックへの興味喚起・理解促進を図る教育プ
ログラムとの構築に取り組んでおり、2020年に区内で３競技が開催されるパラリ
ンピックに向け、障がい者によるアート活動「パラリンアート」のアーティストと
渋⾕区内の中学⽣が作品を合作し、発表・展⽰するプログラムを渋⾕区役所や渋⾕
区商店街連合会・渋⾕区観光協会等が⼀体になり実施するプロジェクトです。
10⽉5⽇で制作絵画を発表したのち、⻘⼭学院⼤学記念館体育館で⾏われるウィル
チェアラグビー⼤会の会場や渋⾕マークシティなど、バリアフリー設備に配慮した
複数の施設での展⽰を計画しており、渋⾕に関わる⼈が障害の有無に関わらず作品
を鑑賞できる環境で取り組みを発信していきます。

兵庫芸術⽂化センター管弦楽団 シーズンオープ
ニング・フェスティバル

兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/9/4 2018/9/8 兵庫県 ⻄宮市

兵庫芸術⽂化センター管弦楽団のミッションの１つであるアカデミー機能の強化・
充実を⽬的に、シーズン・スケジュールの初めの９⽉には、アンサンブル⼒の強化
やオーケストラのレベルアップを図るため、佐渡芸術監督や著名な演奏家からの指
導によるミュージックキャンプを開催している。
開催にあたっては、県内⽂化施設と共同開催することで、地域における⾳楽⽂化の
発展や市町⽂化施設スタッフのスキルアップに寄与するなど、楽団員及び県内⽂化
施設関係者の⼈材育成を図っている。
公演の会場は⾞椅⼦席、スロープ、多⽬的トイレ等を設置し、バリアフリーにも対
応している。
また、世界中から集まった楽団員は、ＳＮＳにより世界中へ⽇本での活動を情報発
信するなど、楽団員による草の根の国際交流が活発に⾏われている。管弦楽団のＨ
Ｐも外国語（英語）対応となっている。

世界⾳楽図鑑 ワールド・ミュージック・シリー
ズ2018 オカリナ七重奏団ＧＯＢ

兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/6/9 2018/6/9 兵庫県 ⻄宮市

⽇本では鑑賞機会の少ない世界各地の⺠族⾳楽などをシリーズで紹介。県⺠に馴染
みの少ない国・地域の⾳楽や、そのルーツを知ることにより、芸術⽂化を通した国
際理解が図られ、⼦どもから⼤⼈まで楽しめるプログラムとなり、新たな⾳楽ファ
ン層の掘り起し、普及・鑑賞機会の増⼤等を図ることができる。
異なる７つのサイズのオカリナを巧みに操るゴブは、2011年にイタリア⽂化省に
よって⽂化遺産に認められたイタリアを代表するアーティストで、今回も珠⽟のア
ンサンブルを演奏。
本事業は、世界各地の⺠族⾳楽を紹介するとともに、⽇本の⺠族⽂化とのコラボ
レーションを企画するなど、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、
⾳楽⽂化を通じた国際理解を⾼めていくうえでも、⼤きな意義を持っている。ま
た、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレベー
ター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応している。
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世界⾳楽図鑑 ワールド・ミュージック・シリー
ズ2018 カニサレス フラメンコ・クインテッ
ト

兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/9/20 2018/9/20 兵庫県 ⻄宮市

⽇本では鑑賞機会の少ない世界各地の⺠族⾳楽などをシリーズで紹介。県⺠に馴染
みの少ない国・地域の⾳楽や、そのルーツを知ることにより、芸術⽂化を通した国
際理解が図られ、⼦どもから⼤⼈まで楽しめるプログラムとなり、新たな⾳楽ファ
ン層の掘り起し、普及・鑑賞機会の増⼤等を図ることができる。
ベルリン・フィルとも共演したカニサレスが、ダンサーを擁するクインテットで魅
せる唯⼀無⼆のステージ。世界最⾼峰のフラメンコ・ギタリストがジャンルを超
え、磨き抜かれたテクニックによる超絶速弾きギターによる⼼を揺さぶる美しい⾳
⾊を奏でる。
本事業は、世界各地の⺠族⾳楽を紹介するとともに、⽇本の⺠族⽂化とのコラボ
レーションを企画するなど、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、
⾳楽⽂化を通じた国際理解を⾼めていくうえでも、⼤きな意義を持っている。ま
た、ホール内には⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレ
ベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応してい
る。

世界⾳楽図鑑 ワールド・ミュージック・シリー
ズ2018 ナポリ マンドリン・オーケストラ

兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/7/7 2018/7/7 兵庫県 ⻄宮市

⽇本では鑑賞機会の少ない世界各地の⺠族⾳楽などをシリーズで紹介。県⺠に馴染
みの少ない国・地域の⾳楽や、そのルーツを知ることにより、芸術⽂化を通した国
際理解が図られ、⼦どもから⼤⼈まで楽しめるプログラムとなり、新たな⾳楽ファ
ン層の掘り起し、普及・鑑賞機会の増⼤等を図ることができる。
⺟国イタリア・ナポリよりマンドリンの伝道師が初来⽇し、ナポリ独特の訛りのあ
る歌をマンドリンでアレンジ。伝統楽器と伝統⾳楽、双⽅を時代に呼応したサウン
ドで再構築し、その豊かな⾳楽性に誰もが⽿を傾ける。
本事業は、世界各地の⺠族⾳楽を紹介するとともに、⽇本の⺠族⽂化とのコラボ
レーションを企画するなど、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、
⾳楽⽂化を通じた国際理解を⾼めていくうえでも、⼤きな意義を持っている。ま
た、ホール内には⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレ
ベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応してい
る。

平成３０年度戦略的芸術⽂化創造推進事業「国際
芸術祭実現に向けてのろう者の芸術活動推進事業
2018」

社会福祉法⼈
トット基⾦

2018/5/11 2019/3/31 東京都 品川区

①ろう者等障がいを持つアーティストに学びの場を提供し、スキルアップ及び⼈材
育成を⽬的に内外から第⼀線の指導者を招いて多様なワークショップを開催（講

 師：渡辺えり【演技】/⼤島輝久【能楽】ほか。
 ②2020年オリンピック・パラリンピックを機に発信する演劇作品のワークショッ

 プ（講師：⼩野寺修⼆・アティーナ・バーラ）
 ③ろう者の演技メゾット研究会の開催。

④⼿話狂⾔公演（１⽉国⽴能楽堂）における鑑賞⽀援（盲ろう者⽀援業）

宮⾕理⾹＆中鉢聡デュオ・リサイタル
プラザノース
マネジメント

株式会社
2019/2/24 2019/2/24 埼⽟県

さいたま
市北区

全国で活躍中のピアニスト宮⾕理⾹と⽇本を代表するテノール歌⼿の⼀⼈、中鉢
聡。⼆⼈で初めてのデュオ・コンサートを開催します。⽂化芸術を気軽に楽しんで
頂くため、落語や狂⾔、クラシックといったホール公演、またギャラリーでは若⼿
アーティストによる展覧会を開催。造形・ＣＧ・絵画・陶芸などの各種アトリエや
和室では茶道・茶会、着付け、⽣け花、和裁など各種サークル活動も盛んで、年間
を通し芸術および⽇本⽂化の魅⼒を伝える事業に取り組んでいます。施設全体がユ
ニバーサルデザインによって設計され、年齢や障害の有無にかかわらずさまざまな
⼈にとって利⽤しやすい施設となっています。介護ベッド、オストメイト対応のト
イレも完備。ホール内に⾞いす席があり、⾞いすの⽅も安⼼して公演を楽しめま
す。

ノース狂⾔会 野村万作の狂⾔の世界
プラザノース
マネジメント

株式会社
2019/3/10 2019/3/10 埼⽟県

さいたま
市北区

毎年恒例の野村万作狂⾔の世界を今年も開催します。⽂化芸術を気軽に楽しんで頂
くため、落語や狂⾔、クラシックといったホール公演、またギャラリーでは若⼿
アーティストによる展覧会を開催。造形・ＣＧ・絵画・陶芸などの各種アトリエや
和室では茶道・茶会、着付け、⽣け花、和裁など各種サークル活動も盛んで、年間
を通し芸術および⽇本⽂化の魅⼒を伝える事業に取り組んでいます。施設全体がユ
ニバーサルデザインによって設計され、年齢や障害の有無にかかわらずさまざまな
⼈にとって利⽤しやすい施設となっています。介護ベッド、オストメイト対応のト
イレも完備。ホール内に⾞いす席があり、⾞いすの⽅も安⼼して公演を楽しめま
す。

こもれび狂⾔会 野村万作・萬斎 狂⾔の世界

⻄東京市保⾕
こもれびホー

ル
2018/11/27 2018/11/27 東京都 ⻄東京市

 ⽇本⽂化の狂⾔の普及公演。
開催されるメインホールは⾞椅⼦席が4席設けられており、ホール内はスロープ化

 されている。
 多⽬的トイレも完備。

公演の内容は⽇本語だが、解説書などの配布物は英語表記がされている。

ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代
国⽴国際美術

館
2018/11/3 2019/1/20 ⼤阪府 ⼤阪市

1980年代は、⽇本の現代美術にとって⼤きな転換期となる10年でした。それまで
の難解で観念的とされた美術に代わり、若い世代の作家たちによる、感覚的で主観
的な新しいタイプの表現が台頭してきます。本展では、幅広い作品を通して80年代
美術の⾜跡を振り返りながら、美術からアートへと変化した時代の様相を再現しま

 す。
なお、国⽴国際美術館はバリアフリー化や⾞椅⼦の貸出し等を実施することでより
多様なお客様にお楽しみいただく環境を整備しております。また、本展においては
⾳声ガイド等を多⾔語化（⽇本語・英語・中国語・韓国語）します。

鶴峯⼋幡宮に伝わる「古河永代太々神楽」の伝承
活動

古河神樂保存
会

2018/8/1 2019/7/31 茨城県 古河市

享保⼗年（１７２５年江⼾時代）より伝承される永代太々神楽。地元古河市を始
 め、茨城県の無形⺠俗⽂化として⼦ども達への授業や、⽂化祭、古河のお祭りなど

様々に⽇本伝統⽂化を⼀般に広め、未来へ継承する⾏いをしています。⼜、近年海
外の⽅にも興味を持たれる⽇本⽂化、古事記や⽇本書紀に由来する神楽は⽇本の良

  さを⽰す、⼀つの物語です。
少々の英語による案内が可能・英語によるリフレットがあります。
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札響の第９
公益財団法⼈ 
札幌交響楽団

2018/12/15 2018/12/16 北海道
札幌市中

央区

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。

能楽事前講座
逗⼦⽂化プラ

ザホール
2019/2/15 2019/10/22 神奈川県 逗⼦市

 ●⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組み
⽇本が世界に誇る伝統⽂化「能」により親しむ機会を提供する。2⽉24⽇に⾏われ
る「能狂⾔公演」の鑑賞の助けになる講座を開催し、興味・関⼼度を⾼め、気軽に

 能を楽しんでもらうことを⽬標とする。
 ●障がい者にとってバリアを取り除く取組み

筆談での対応、⾞椅⼦、アシストホンの貸出し、補助⽝の受⼊れ、多⽬的トイレ、
エレベーター、点字ブロック、⼿すり、AEDの設置、障がい者等⽤の駐⾞場スペー

 スの確保等。
 ●外国⼈にとって⾔語の壁を取り除く取組み

英語でのホール案内パンフレットの設置、外国語が話せるスタッフの配置等。

札幌交響楽団 東京公演2019
公益財団法⼈ 
札幌交響楽団

2019/1/30 2019/1/30 東京都 港区

 北海道唯⼀のプロオーケストラ札幌交響楽団が、年⼀度開催する東京公演。
今年4⽉から⾸席指揮者に就任したスイス出⾝マティアス・バーメルトを指揮に、

 北海道出⾝のピアニスト岡⽥奏とともに、クラシックの名曲モーツァルト／セレ
ナータ・ノットゥルナ、ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第4番、ブラームス／交響

 曲第2番を演奏します。
 同演奏会場のサントリーホールでは⾞椅⼦スペースを完備。

外国の⽅への対応として、プログラムに⽇本語と英語を併記（⼀部）。

第10回 ⼯芸甲⼦園

学校法⼈⼆本
松学院 京都伝

統⼯芸館 
⼀般財団法⼈
京都伝統⼯芸
産業⽀援セン

ター

2018/11/17 2018/12/2 京都府 京都市

今回で第10回⽬を迎える⼯芸甲⼦園は、全国の⾼校⽣が⼿がけた陶芸や漆芸、染織
など「⽣活に潤いと幸せを与え、創造性にあふれる⼯芸作品」をテーマにした作品
を展⽰いたします。
平成21年から毎年開催されている本展は、全国の⾼校⽣の⼯芸教育の振興及び、⽇
本が世界に誇る伝統的なものづくりの技を次代へ受け継ぎ、豊かな才能を有する将
来の担い⼿を発掘することを⽬的としております。
若く可能性と才能に満ちた、⾼校⽣たちの瑞々しい感性で作られた作品の数々をご
覧ください。

歌舞伎義太夫三味線奏者 野澤松也「創作浄瑠璃
弾き語り 第30回築地チャリティライブ」

三味似粋⼈
JAPAN

2018/9/29 2018/9/29 東京都 中央区

⽇本の伝統芸能である「義太夫」や「浄瑠璃」「歌舞伎」の魅⼒を、⼦どもたち
や、これまで歌舞伎や⽂楽に関⼼のなかった⼈たちにも知ってもらうため、現役の
歌舞伎義太夫三味線奏者（⽵本連中）の野澤松也（重要無形⽂化財総合指定保持
者）が、⼟地に伝わる⺠話や童話を題材にした、誰にでもわかりやすい“創作浄瑠
璃”の演奏を、⾃ら弾き語りで⾏う。
また、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取り組みとして、ボランティアによる
わかりやすい解説（⽇・英）を⾏う。
後半に三味線体験も有り。
⼦供の参加可。

京都新世代いけばな展2018

京都府、「京
都新世代いけ
ばな展2018」
運営・実⾏委

員会

2018/11/1 2018/11/6 京都府 京都市

京都における若⼿華道家の育成及び華道の振興を⽬的に、27流派より若⼿華道家66⼈が出品する展覧
会です。今回は、「華と菓〜KATOKA〜」をテーマに、⽇本独⾃の季節感、⾵物を伝統に培われた⼿
わざで表現するいけばなと和菓⼦のコラボレーションをご覧いただきます。いけばなと和菓⼦、⼆つ
の世界が出会い、共鳴して展開される新たな世界を、ごゆっくりとご鑑賞ください。
【EVENT】＜トーク＆デモンストレーション＞「華と菓のはなし」
華道家と菓⼦職⼈が、トークと実演を交えて、作品ができあがっていく様⼦を紹介します。いけばな
と和菓⼦、それぞれの創作、表現の世界観を語り、共通のテーマのもとに作品をつくります。
●⽇時／11⽉4⽇（⽇）午後4時〜5時●会場／⼤丸ミュージアム京都展覧会会場内
☆出演中丸剛志⽒（有職菓⼦御調進所⽼松取締役）中村凜翠⽒（⼩松流家元嗣）
☆司会堀江道佑⽒（池坊京都新世代いけばな展2018実⾏委員会副実⾏委員会⻑）
○参加費／無料（展覧会の⼊場料500円が必要）○事前申込不要
＜いけばな体験のご案内〔参加無料〕＞
華道家（出品者）の指導のもとで「いけばな」を体験。花はお持ち帰りいただきます。
●参加対象／⼀般・⼩学⽣以上（各回12名様/事前受付）●⽇時／11⽉3⽇（⼟・祝）、4⽇（⽇）各
⽇午前11時〜（約30分〜1時間）●会場／⼤丸ミュージアム京都展覧会会場⼊⼝付近
○応募⽅法／お電話またはメールにてお申し込みください。（定員になり次第、締め切らせていただ
きます）○メールの記載事項／⽒名、年齢、参加希望⽇時、当⽇連絡を受けられる電話番号○申込先
／京都府庁府⺠総合案内・相談センター℡：075－411－5000メールアドレス：411-
5000@pref.kyoto.lg.jp

第５０回記念 ２０１８京都野外彫刻展
京都府、京都
彫刻家協会

2018/9/29 2018/10/14 京都府 京都市

府⺠の憩いの場として親しまれている府⽴植物園⼀帯を会場とした彫刻展です。
野外にふさわしい、優れた彫刻を展⽰していますので、ぜひお越しください。
【会期中同時開催】
作品交流会10⽉8⽇（⽉・祝）13:00〜15:00
第2回植物園彫刻⼩品展10⽉8⽇（⽉・祝）〜14⽇（⽇）10:00〜17:00

第６回 禅⽂化フォーラム
シァル鶴⾒⽂
化事業協議会

2018/11/3 2018/11/3 神奈川県
横浜市鶴

⾒区

シァル鶴⾒⽂化事業協会が主催するイベントとしてスタートしたもので、地域の皆
さまに禅⽂化をより⾝近に感じて頂く機会として、関係各位のご協⼒により開催す
るものです。お坊様によるわかりやすい「禅」のお話や、イスに座ったままできる
「イス坐禅」で、⾝近な「禅」をお楽しみいただけます。宗派を超えたいろいろな
お寺のお坊様をお迎えしての座談会もございます。会場には⾞椅⼦専⽤スペースを
ご⽤意します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

英国オリンピック・パラリンピック代表チーム応
援ウェブサイト

横浜市・川崎
市・慶應義塾

2018/8/30 2020/12/31 WEB WEB

横浜市・川崎市・慶應義塾⼤学は、東京2020オリンピック・パラリンピックにお
ける英国代表チームの事前キャンプをホストとして受け⼊れます。この３者は、
チーム「FriendsofGreatBritain」を結成し、GOGB（がんばれ、英国）を合⾔葉
に、市⺠、学⽣とともに、英国代表チームを応援し、様々な活動を⾏います。今回
のウエブサイトでは、英国事前キャンプ地（横浜市・川崎市・慶應義塾⼤学）の魅
⼒を紹介すると共に、ホストタウン交流事業や事前キャンプに関するイベントなど
の様々な活動を、ポータルサイトとして発信していく予定です。英訳ページも設置
し、国内外へ広く発信し、応援の気運を盛り上げます。

東アジア⽂化都市ネットワークメディアフォーラ
ムへの横浜市メディア派遣事業

横浜市 2018/9/13 2018/9/13 海外 韓国

平成26（2014）年11⽉に本市、中国泉州市及び韓国光州広域市の３都市間で締結
した「東アジア⽂化都市友好都市協⼒協定」に基づく交流事業として、横浜市・光
州広域市・泉州市は毎年⽂化交流を続けています。
このたび、光州広域市で、都市発展に係るメディアの役割について議論する「東ア
ジア⽂化都市ネットワークメディアフォーラム」が開催されることとなったことか
ら、横浜市のメディア関係者を派遣し、メディア間の交流を⾏うことで⽇中韓３か
国の相互理解を促進します。

東アジア⽂化都市交流事業in横浜2018 横浜市 2018/9/30 2018/10/1 神奈川県 横浜市

2014年、⽇本・中国・韓国の相互理解を促進するために始まった国家事業「東ア
ジア⽂化都市」において、横浜市は⽇本における初代開催都市を務め、それ以降、
同年に「東アジア⽂化都市」を開催した中国泉州市、韓国光州広域市との⽂化芸術
を通じた交流を継続しています。
今年は、泉州市、光州広域市に、2016年の開催都市である韓国済州特別⾃治道を
加えた３都市のアーティストを横浜に招へいし、⽇中韓３か国の相互理解を促進し
ます。
9/30AM「磯⼦まつり」出演、PM「横浜ダンスパラダイス」出演
10/1AM横浜市内の⼩学校で公演

川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカ）発アート
講座

芸術によるま
ちづくり・か
わさき２０１
８実⾏委員会

2018/10/6 2019/3/16 神奈川県 川崎市

川崎市の⻄北部・新百合ヶ丘地域では、平成２１年に地域と⽂化施設、⼤学等が連
携し、「川崎・しんゆり芸術祭」が誕⽣し、この芸術祭を中⼼として、⽂化芸術を
活かしたまちづくりに取り組んでいます。この芸術祭を⽀えるボランティアスタッ
フの発掘と育成を⽬的に、川崎市アートセンターを中⼼にアート講座等の事業を展
開しています。オペラから落語まで多ジャンルの著名な講師を招聘し、受講者が質
の⾼い⽂化芸術を学び肌で感じることにより、⽂化芸術に対する関⼼が⾼まり、そ
うした質の⾼い⽂化芸術活動に直接関わってみたいといった興味を喚起し、様々な
公演等の鑑賞者やボランティアとして地域における⽂化芸術を⽀える⼈材となるこ
とが期待でき、⽂化芸術を活かした持続的なまちづくりへと繋がっていきます。

川崎郷⼟・市⺠劇「⽇本⺠家園ものがたり」
川崎郷⼟・市
⺠劇上演実⾏

委員会
2019/5/10 2019/5/19 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することで市⺠⽂化の向上を
はかるとともに、町づくりを推進するという⽬的のもと2006年から始まりまし
た。主に市内の劇団、演劇⼈、市⺠からの公募により出演者を決定し、スタッフは
主にプロの⼒を借りて質の⾼い舞台づくりを⽬指しています。第７回⽬となる今回
のテーマは、⽣⽥緑地に広がる川崎市⺠の憩いの森に、川崎にふるさとを求める願
いを込めて開設された「⽇本⺠家園」。昨年、開園50周年を迎え、近年では国内外
から多くの⽅々が訪れています。⽇本に、世界に誇る「⽇本⺠家園」がいつ、どの
ような思いが込められて創られてきたのか。様々な思いの中で繰り広げられるドラ
マを来年初夏に上演することになりました。また、⾞椅⼦で来場される際の座席確
保への対応や障がい者料⾦の設定など、障害者のバリアを取り除く取組を推進して
いきます。

狂⾔全集 第１０回
公益財団法⼈
川崎市⽂化財

団
2018/10/27 2018/10/27 神奈川県 川崎市

この狂⾔全集では、現在上演されている狂⾔およそ２００演⽬の中から、その主
だったものをシリーズでお届けします。また、⼈間国宝の⼭本東次郎⽒による解説
つきで、狂⾔が初めての⽅も、そうでない⽅も、伝統芸能の奥深さ、⾯⽩さを楽し
んでいただける内容となっています。
会場となっている川崎能楽堂は、⼀般的な能楽堂に⽐べ148席とコンパクトな空間
のため、舞台を間近で鑑賞することができ、演者の息遣いまで感じられるという好
評をいただいています。
また、⾞椅⼦で来場される際の座席確保に対応し、障害者のバリアを取り除く取組
を推進していきます。

第８回⽇本アンプティサッカー選⼿権⼤会2018

特定⾮営利活
動法⼈ ⽇本
アンプティ

サッカー協会

2018/11/17 2018/11/18 神奈川県 川崎市

以前より障がい者スポーツに理解と協⼒を惜しまない川崎市でパラスポーツの魅⼒
を発信する観戦応援型イベントを開催。北海道から九州まで⽇本全国から、四肢の
⼀部を失った切断障がい者が⽇本⼀を競い合うサッカー⼤会を紹介。本イベントを
通して参加者・観戦者の交流が図れ、障害のある無しにかかわらず誰でもがサッ
カー（スポーツ）をすることが出来て、共⽣する社会を築くための⼀助となる。
会場は障がい者にとってのバリアを取り除く対応として、スロープ（斜路）やエレ
ベーターそして⾞椅⼦観戦スペースが設けられ、観戦スペース近辺には障がい者⽤
トイレを設置しており、障がい者のスポーツ⼤会を同じ障がい者がより応援観戦し
やすいように配慮されている。
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Colors かわさき展
〜未来へ向け⾊とりどりのアートが花咲く〜

公益財団法⼈ 
川崎市⽂化財
団   /   川崎市

2018/11/16 2018/11/25 神奈川県 川崎市

障害の有無に関わらず共に⽂化芸術に取り組む機運の醸成及び、障害等のあるアー
ティストの⼈材育成に寄与することを⽬的としています。会場はバリアフリーと
なっており、⾞いすの⽅も参加いただけます。
（１）展⽰プログラム／昨年に続き、障害の有無に関わらず作品の魅⼒をダイレク
トに感じてもらう絵画展を開催します。（11⽉16⽇〜25⽇開催予定。市内アー
ティスト約40名＋市内特別⽀援学校の児童⽣徒約80名が出展予定）
（２）実演芸術プログラム／・市⽴総合科学⾼等学校吹奏楽部らへ「⼿話歌」体験
及び発表の機会を提供（協⼒：株式会社コヤマドライビングスクール）・障害のあ
る⽅もない⽅も参加できるダンス・ワークショップの実施（委託：カルッツかわさ
き）

誰でもアート交流サロン「遊（すさび）」

⼀般社団法⼈
ソーシャル・
アーティス
ト・ネット

ワーク

2018/9/22 2018/12/1 神奈川県 川崎市 障害の有無にかかわらず、ミュージックベルや筆ペンアートなどのアート活動
（ワークショップ）を通じて、交流を図り、相互理解を促進するサロンです。

世界忍者戦ジライヤ三〇周年記念『世界忍者展ジ
ライヤ』

超次元電視い
と、まほろば

2018/10/6 2018/10/8 神奈川県 川崎市

⽇本の「特撮」という独⾃性の⾼い映像表現と、海外でも知られている「忍者」が
融合した特撮ヒーロー番組「世界忍者戦ジライヤ」の放送開始30周年を記念し、
ヒーローをデザインした村上克司の原画をはじめ、当時武術考証を担当した⼾隠流
忍術武神館の忍者関連資料など、当時のスタッフ・出演者の所蔵する
関連物品を展⽰する。また、当時の関係者の逸話を深く掘り下げ、番組の企画意図
や撮影時のこだわりなどを聞くトークイベントも同時開催。海外でも「特撮ヒー
ロー番組」の⼈気が⾼く、番組を⾒て初めて⽇本⽂化に触れる外国⼈が多い。海外
の⽅と共に、多くの⽅々が楽しみ、新たな発⾒をし、交流する場を提供。「特撮」
に関係が深い川崎の中で、特にアニメ・マンガ・特撮関連の企画を多く⼿がけてい
る川崎市市⺠ミュージアムで開催。会場はバリアフリーとなっており、⾞椅⼦の⽅
も参加できる。

平成30年度指定⽂化財等現地特別公開「よみが
えった⻑念寺ー平成⼤改修の⽂化財的成果ー」

川崎市教育委
員会事務局⽣
涯学習部⽂化

財課

2018/10/12 2018/10/14 神奈川県 川崎市

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、多摩区の⻑念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。

交流の響き２０１８inかわさき
川崎市市⺠⽂
化局市⺠⽂化

振興室
2018/9/22 2018/9/22 神奈川県 川崎市

全国の新聞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⾼い
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。

第１１回 北九州市障害者芸術祭（ステージイベ
ント）

（公財）北九
州市⾝体障害
者福祉協会

2018/11/25 2018/11/25 福岡県 北九州市 市内で活動している障害のあるアーティストのステージパフォーマンス

第１１回 北九州市障害者芸術祭（作品展）
（公財）北九
州市⾝体障害
者福祉協会

2018/11/27 2018/12/2 福岡県 北九州市 市内で活動している障害のあるアーティストの作品の展⽰

市政５５周年記念 北九州市⽴⽂学館
第２７回特別企画展描かれた⻄郷どん展〜アー
ト、⽂学、サブカルから〜

北九州市⽴⽂
学館

2018/10/27 2018/12/16 福岡県 北九州市 明治維新から150年⽬を迎える平成30年（2018年）、ＮＨＫ⼤河ドラマにも取り
上げられている⻄郷隆盛の企画展を開催する。
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にっしん市⺠まつり
にっしん市⺠
まつり開催委

員会
2018/11/10 2018/11/18 愛知県 ⽇進市

５つのまつりなどが同時開催され、商⼯業、農、⾷、⽂化、芸術、スポーツ、読書
など、⽇本のそして⽇進の秋をまるごと堪能できるまつりです。各施設を回遊して
観覧してもらうようスタンプを集めて景品がもらえるスタンプラリーも開催しま
す。各施設には障がい者⽤駐⾞場や⾞椅⼦⽤スロープ等敷設されています。なお、
障害等を理由とする配慮が必要な⼈は事前にお申し出いただければ対応できる体制
を整えています。
1.産業まつり（開催⽇：11⽉18⽇(⽇)、⽇進市役所・JAあいち尾東⽇進⽀店周
辺）
2.にっしん⽂化祭（開催⽇：11⽉17⽇(⼟)〜18⽇(⽇)、⽇進市⺠会館）
3.レクリエーションスポーツまつり（開催⽇：11⽉18⽇(⽇)、⽇進市スポーツセン
ター）
4.健康・福祉フェスティバル（開催⽇：11⽉18⽇(⽇)、⽇進市スポーツセンター）
5.図書館まつり（開催⽇：11⽉10⽇(⼟)〜18⽇(⽇)※・12⽇（⽉）除く、⽇進市
⽴図書館）
6.にぎわい交流館まつり（開催⽇：11⽉18⽇(⽇)、⽇進市にぎわい交流館）

第４３回 三河の菊まつり 岡崎市 2018/10/26 2018/11/4 愛知県 岡崎市

菊は、古くから⽇本⼈になじみの深い花の⼀つで、広く栽培されており、また、品
種改良も進み、⾮常に多くの品種があります。
この菊の花の時期に、岡崎公園を会場として、三河地⽅の伝統ある菊花芸術の粋を
岡崎に集め、展⽰し、研を競うものが、この三河の菊まつりで、今年で４３回を迎
えます。この菊まつりでは、⼤菊や⼩菊、また、だるま作り、福助などの仕⽴てな
ど、いろいろな作品を展⽰します。
また、会場である岡崎公園の駐⾞場には、⾝障者⽤駐⾞スペースもあり、菊まつり
の会場は段差なども少なく、気軽に各作品を⾒学することが可能です。

第51回琵琶の会 黎明を喚ぶ - ⼆⼗⼀世紀を⽣
き継ぐ琵琶楽 -

旭如会 2018/10/28 2018/10/28 愛知県
名古屋市

中区

当会は昭和41年設⽴の筑前琵琶⼋洲流の琵琶の会であり、⼆代⽬会主・久世旭如が
軸となり古典芸能の魅⼒を発信しています。テーマを決めた⼤会では、豪華な全員
合奏が恒例となっており、個々の演⽬にも⼯夫を凝らした琵琶演奏の舞台を披露し
ます。今回の演奏会では、⽇本の黎明ともいわれる明治維新を取り上げ、近代国家
の礎を築いた激動の時代に⽣きた⼈々を琵琶で語ります。また、⽇本舞踊と琵琶の
弾き語り、尺⼋・ヴァイオリン・ギター・ダンスをコラボレーションした創作舞
台、琵琶の⼤合奏など聴衆にも興味が湧くよう企画をしています。
会場の名古屋能楽堂は、スロープ、多⽬的トイレや⾞椅⼦スペースを設けており、
⾝障者、⾼齢者に配慮したバリアフリー対応の環境が整備されています。

第３７回新作能⾯展
⽇本能⾯巧芸

会
2018/10/10 2018/10/14 愛知県

名古屋市
中区

⽇本の伝統⽂化である能楽の中で使⽤される「能⾯」を制作する団体です。能⾯の
持つ多様な表情を作り出す事に主眼を置き形を作り、仕上には⽇本画で使⽤される
画材を⽤いて仕上げていきます。種類を⼤別すると五種類に纏められます。「紙の
⾯」「男の⾯」「⼥の⾯」「狂の⾯」「⻤の⾯」がこれにあたります。これらの
「能⾯」を⼀堂に展⽰し、また製作技術を⾒せることにより、伝統⼯芸として「能
⾯」を⾒て、感じて頂きたく、どなたでも⼊場できバリアフリー対応がなされてい
る電気⽂化会館にて開催しています。今回から⾃動翻訳機を導⼊して海外のお客様
にも。ぜひ⽇本の⽂化の中でも特殊な⽂化に触れていただきたく思います。

創⽴８０周年記念 名古屋合唱団演奏会 名古屋合唱団 2019/3/17 2019/3/17 愛知県 刈⾕市

１９３８年（昭和13年）「名古屋パレストリーナコール」と称して創⽴した当合唱
団は戦時下の昭和１７年に「名古屋合唱団」と改称して以来、幾多の苦難を乗り越
えて今⽇に⾄ります。中部で⼀番⻑い歴史を持つ合唱団（⼤学を除く）として、８
０年もの⻑い間、演奏活動を継続することが出来、この記念すべき演奏会を開催す
ることとなりました。今回の記念演奏会は、指揮者に三⽊⼀⼦、ピアノ伴奏に渡部
真理を招いて、第１ステージにJ.Rutter「Anthems」集、第２ステージに⾼⽥三郎
混声合唱組曲「⽔のいのち」、第３ステージにFaure「Requiem」オーケストラ演
奏に分けて⾏います。
演奏会の会場は、スロープ、⾞椅⼦スペース、多⽬的トイレなどが設置されてお
り、⾼齢者や障害を持つ⽅にも安⼼して演奏会を鑑賞していただけます。

平成30年度愛知県⺠茶会
愛知県⽂化協

会連合会
2018/10/14 2018/10/14 愛知県 豊川市

⽇本⽂化を代表する「茶道⽂化」の普及を図るため、愛知県⽂化協会連合会（県内
48市町村等の⽂化協会が加盟）と、持ち回りの開催地⽂化協会で主催するお茶会で
す。今年度は、公益社団法⼈豊川⽂化協会の主催で、豊川閣妙厳寺（豊川稲荷）に
て、16席（三河地区の13市町）の席主により開催されます。会場には、⾝体障害
者⽤駐⾞場（２台）がありますので、⾝体に障害のある⽅もお気軽に御参加くださ
い。前売券は800円（２席券綴り１枚）、当⽇券は500円（１席券）です。

津軽三味線☆三絃⼠ 〜弾〜
⼀般財団法⼈
こまき市⺠⽂

化財団
2019/2/9 2019/2/9 愛知県 ⼩牧市

⽇本の伝統⽂化である津軽三味線を、多くの⼈に知っていただくため、東海地⽅出
⾝の若い３⼈の演奏者と、和太⿎奏者が、津軽じょんから節、ソーラン節などの古
典⾳楽のみならず、オリジナル曲や、洋楽をアレンジしたりして、⽇本の伝統⽂化
の津軽三味線の魅⼒を余すところなく表現いたします。
開催にあたっては、⼩牧市国際交流協会にも働きかけ、外国の⽅にもコンサートに
お越しいただき、お楽しみいただけるよう、外国語版広報こまきへの掲載、英語版
プログラムの作成をいたします。
また、コンサート会場では⾞椅⼦鑑賞エリア等の設定を⾏い、⾞椅⼦に座ったまま
舞台が鑑賞できるようバリアフリーの取組みも⾏います。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

市制70周年記念 碧南第九演奏会
碧南第九を歌

う会
2019/2/10 2019/2/10 愛知県 碧南市

碧南市で市制70周年記念「碧南第九演奏会」を開催。ベートーヴェンの第九交響曲
は世界各国でも知名度が⾼い⾳楽作品であり⽼若男⼥が参加できる作品でありま
す。本会は、記念⽇等に第九演奏会を開催する頻度が⾼く、今回で第７回⽬を迎え
ます。演奏会では、碧南市⺠のみならず、近隣市町村に居住の市⺠・外国⼈の⽅も
参加することができ、オーケストラと共演により、ベートーヴェン交響曲第九番⼆
短調作品１２５番「合唱付き」を演奏して参加者同⼠の交流を図ります。
会場は、バリアフリー対応となっており、⾝障者専⽤駐⾞場、多⽬的トイレや⾞椅
⼦スペースなどが完備しております。また、本番では多⾔語を話す指揮者を招聘
し、あらゆる演奏者及び来場者に対応することとしています。

第27回 壽書展
公益社団法⼈ 
中部⽇本書道

会
2018/11/27 2018/12/2 愛知県

名古屋市
中区

本展覧会は、平成３０年４⽉1⽇現在で満70歳以上の会員の作品を中⼼に展⽰し
て、⽣涯学習として「書」に慣れ親しむ⽅々の⻑寿をお祝いすると同時に、書道の
振興と普及啓蒙並びに書道技術の⾼揚をはかり、⽇本⽂化としての「書道」の更な
る充実発展と次世代への継承を⼤きな⽬的として開催する。
募集等は新聞社の広告またはＷｅｂ上で本会のホームページに掲載し、⼀般の周知
を図り、地域の書道愛好家にも⾨⼾を広げ、障害者の⽅にも観覧していただけるよ
う、バリアアリー対応の展⽰会場を利⽤している。

こどもゆめ実験教室
【⾶ばせ！ゆめを乗せて！ペットボトルハイブ
リットロケット編】

⼀般社団法⼈
愛媛ゆめ教育

協会
2019/3/3 2019/3/3 愛媛県 松⼭市

⼦供向けイベントとして⽇本の最新技術であるロケットの魅⼒発信イベントを開
催。⼩学⽣中〜⾼学年をターゲットにロケットのすばらしさを紹介。最近は宇宙旅
⾏に⺠間会社が乗り出すなど話題性もあり、⾃分の作ったロケットにはペイントを
施し、アートやデザインを考えて製作できることで、参加者同⼠の交流や保護者と
の交流を図ることができる。こうしたイベントを通して将来やりたいことや楽しみ
たいことが⾒つかる⼀助となる。イベント会場には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。

県⺠芸術祭参加 華道展
千葉県茶華道

協会
2018/10/17 2018/10/23 千葉県

千葉市中
央区

当協会は県⺠の皆様に⽇本の伝統⽂化を広く伝えることを⽬的として創⽴され、今
年70周年の記念すべき節⽬を迎える。県⺠芸術祭参加のいけばな展は、当協会の⼤
きなイベントの１つで、⼦どもたちのコーナーも設けるなど多くの⽅に楽しんでい
ただける。また、会場施設は障害者⽤トイレ、障害者専⽤駐⾞場を設置し、補助⽝
の受け⼊れも実施している。

ＧＬＯＣＡＬ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ
オーガニック
ライフ推進協

議会
2018/11/3 2018/11/3 千葉県 ⽊更津市

「ＧＬＯＣＡＬＨＡＰＩＮＥＳＳ」では、「⾷」と「農」をテーマに千葉県を中⼼
とした添加物・⽩砂糖を使⽤しないオーガニックな⾷材そのものの美味しさをお楽
しみいただける店舗が数多く出展。飲⾷のほか、⽇本の伝統的な楽器である「和太
⿎」を⽤いた和太⿎ふれ合い体験など伝統芸能に触れ合うことができる。
会場には⾝体が不⾃由な⽅・妊産婦などの専⽤の駐⾞場や多⽬的トイレが設置され
ており、⾞椅⼦の⽅でもイベントを楽しめるようになっている。

とらまる⼈形劇カーニバル2018
とらまる⼈形
劇カーニバル
実⾏委員会

2018/10/26 2018/10/28 ⾹川県
東かがわ

市

「とらまる⼈形劇カーニバル」は、前⾝の「レクリエーションと⼈形劇のカーニバ
ル」の1985年（昭和60年）第1回開催以来、通算34回⽬を迎えます。地元の⻘年
団の⼿づくりイベントを基に、地域特有の⼈形劇⽂化事業へと発展を遂げた等催事
は、30年もの⻑きに亘り地域の⽂化活動を⽀え、中四国地⽅におけるシンボル事業
として、その意義はますます重要なものとなっています。
⼈形劇場とらまる座や、てぶくろ体育館など、とらまる公園全域を会場に、全国か
ら招待したプロ劇団、県内・市内のアマ劇団による⼈形劇公演をはじめ、⼤道芸パ
フォーマンス、ワークショップコーナーでの⼯作、遊びと学びのレクリエーショ
ン、飲⾷バザーなど、様々なイベントを織り交ぜて賑やかに繰り広げられ、家族全
員・三世代が揃って楽しめるよう企画しています。
なお、施設駐⾞場には⾝障者⽤駐⾞スペースを設けるなど、障がい者・⾼齢者へ配
慮した環境を整えています。

⼭梨学講座 やまなし地域探訪「やまなしの住ま
い」

⼭梨県 2018/10/30 2018/11/6 ⼭梨県 甲府市

⼭梨県には「突き上げ屋根」や「かぶと造り」と呼ばれる屋根をもつ⺠家が現在も
多数残っています。“⺠家”はその⼟地の歴史、⽂化、気候・⾵⼟、産業、⽣活様式
などと深く関わっており、いわば⼭梨の歴史がたくさん詰まった“宝箱”です。⼀⽅
で、暮らしの変化に合わせて多様な住まいが建設されるようになってきました。
本講座では、⼭梨県の“住まい”や“⺠家”にはどのような特徴、⼯夫、歴史があるの
か、他地域との⽐較を交えながら学ぶとともに、暮らしを⽀え、家族の憩いの場で
もある“住まい”について改めて考える講座となっています。
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。

鉄道模型⼤運転会２０１８

公益財団法⼈
⼤分県芸術⽂
化スポーツ振

興財団

2018/12/21 2018/12/24 ⼤分県 ⼤分市

懐かしい蒸気機関⾞や最新の特急列⾞など１６番鉄道模型を展⽰・⾛⾏させるイベ
ント。併せて、⽇豊本線の特急にちりん５０年のあゆみを振り返る写真も展⽰す
る。⼦どもから年配の⽅まで世代を超えて楽しめる。展⽰⽅法に関しては、広く導
線を確保し⾞いすの⽀障のないようにする。
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おおいた美術散歩 OPAM ＆ 豊の国

地域連携展
「おおいた美
術散歩」実⾏

委員会

2018/10/2 2018/11/25 ⼤分県 ⼤分市

10〜11⽉に開催の「第33回国⺠⽂化祭・おおいた2018」「第18回全国障害者芸
術・⽂化祭おおいた⼤会」において、⼤分県内を5つのエリアに分け、それぞれに
そのエリアの特⻑を表すテーマを設け、様々な芸術⽂化の取り組みが⾏われること
にあわせて、⼤分県⽴美術館においても、各エリアの市町村や⽂化施設などとも連
携しながら、⼤分県内の各エリアの特⾊ある美術資料を紹介し、「おおいたの美
術」の多様さと層の厚さをご覧いただきます。
⼤分県⽴美術館での開催では、歩⾏が困難な⽅への⾞椅⼦の⼿配や、３階の会場へ
はエレベーターが利⽤することができるとともに、⾝障者の⽅のお⼿洗い等の設備
があり、多くの⽅にお越しいただけるようになっております。

第77回北海道セントポーリア愛好会作品コンテ
スト

北海道セント
ポーリア愛好

会
2018/10/2 2018/10/8 北海道

札幌市豊
平区

セントポーリアが”室内花の⼥王”として、⼀⼤ブームを引き起こしていた１９７８
年、本会はセントポーリア愛好会として発⾜。以来４０年、⽬標に掲げた栽培技術
の継承と向上、会員相互の親睦という精神を受け継ぎ活動を⾏っています。中で
も、作品コンテストは会員にとって⼀⼤イベント、努⼒の集⼤成となる作品が展⽰
されます。株全体の形状やサイズ、花や葉のタイプ別、さらにビギナー部⾨も設
け、計６セクションに分類し展⽰され、審査を⾏い優秀作品を選出し表彰します。
会期中は地域住⺠や、熱⼼なセントポーリアファンの来場があります。また、道外
からの愛好家も訪れ交流の場にもなっています。来場者向けに講習会、相談コー
ナーも設け対応。なお、会場はバリアフリーで⾞椅⼦利⽤の⽅も観覧できるスペー
スを確保しています。

オペラワークショップ
ひむかオペラ

の会
2019/2/9 2019/2/10 宮崎県 延岡市

⼩学校⾼学年から⼀般市⺠を対象にし、親⼦、成⼈、夫婦と共に⾝近にオペラを体
験してもらうオペラのワークショップを開催します。オペラ歌⼿や演出家の指導の
もとオペラの有名な部分や⽇本歌曲を題材にして声楽的な歌い⽅や演技の表現⽅法
を学習します。オペラを演じる楽しさや喜びを体験していただき、地⽅でのオペラ
の出演の機会を作ります。若い⼈にとっては将来オペラアーティストや研究者、愛
好者となりたいという思いをもっていただくための事業です。
障がいのある⽅でも参加いただけるよう、会場はバリアフリーに配慮しておりま
す。

ベイビーシアター
０，１，２歳未満の⾚ちゃんのための舞台芸術

アートスター
ト実⾏委員会

2019/2/8 2019/2/9 宮崎県 宮崎市

乳幼児にいかにアートを伝えるか、これは、受け⼿（乳幼児）のことをよく知るこ
とから始まります。
０，１，２歳未満の⾚ちゃんたちが安⼼して、⼼地よくいられる空間、彼らの内⾯
の動きを敏感にキャッチできるアーティスト、乳幼児の発達を理解した舞台内容、
それらが合わさって乳幼児達へ舞台芸術を届けるのがベイビーシアターです。
1990年代に欧⽶諸国で興り、世界各国で広がりをみせている新しい芸術分野で
す。⽇本でも都市を中⼼に⽇本⼈アーティスト達が独⾃に作品を作り続けてきまし
た。しかし、地⽅での公演はあまりなく、今回、宮崎では初めてベイビーシアター
を⾏います。アーティストはヴォイスパフォーマーの中ムラサトコ⽒とオルガニス
トの原⽥靖⼦⽒を迎えます。なお、会場は、２ヶ所で⾏われ、上記会場の他、地域
の保育園（ふたば保育園）でも開催します。

過疎地⾳楽⽂化振興事業 Ｇ⾳楽たい 2018/9/1 2019/2/28 宮崎県 延岡市

⽇本⽂化と吹奏楽のコラボレーションを実施する事で様々な⽂化と吹奏楽の可能性
を感じてもらい、五ヶ瀬町の学校に吹奏楽部を誕⽣させる道を切り開く機会を作
る。また、プロの奏者（東京佼成ウインドオーケストラコンサートマスターアルト
サックス奏者の⽥中靖⼈⽒）を招聘し、県内の吹奏楽をしている学⽣から⼤⼈まで
を公募し、吹奏楽で⽇本独⾃の⽂化とコラボレーションを実施する。また、⾳楽は
ジャンルを問わずコミュニケーションを取れることや、誰もが平等に取り組めるも
のでもあるため、障がい者が奏者としても観客としても参加出来るジョイントコン
サートを開催する。

みやざき太⿎塾
宮崎県太⿎連

合
2018/11/17 2018/11/18 宮崎県 新富町

宮崎県は全国的にも和太⿎の盛んな地域ですが、学校卒業と同時に県外に進学・就
職していくものが多く、和太⿎⼈⼝は減少の傾向にあります。その為、宮崎県太⿎
連合は、太⿎界でも有名な和太⿎奏者を招き、和太⿎の奥深さ、チームの垣根を越
えた友情を作り、次世代育成の輪を広げて地域の活性化を図る為、新たな育成事業
として、和太⿎のレベルアップ、⼈⼝増加を⽬指す。また敷居が⾼いと感じられて
いる太⿎の世界に多くの⼦どもたちを上⼿く誘導する事で、⼦供たちが多様な⽂化
に触れあえる良い機会を提供し、健全育成に繋げる。
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。

狂⾔の魅⼒ － 学校では教えきれないこと Swing-By 2018/9/1 2019/2/28 宮崎県 宮崎市

宮崎県に縁があり、京都にあるお⾖腐狂⾔の茂⼭千五郎家に所属する⼭下守之さん
らをお招きし、狂⾔を直に観て、感じて愉しみながら学ぶ機会を創出することを通
して、室町から息づく⽇本⽂化を再認識する。さらに、教員養成教育と連携して実
施することを通して、学校が捉える⽇本⽂化を相対化する機会を創出するととも
に、若⼿演劇⼈との交流を図り次世代育成を図る。なお、会場はバリアフリー化さ
れており、障がい者を含めどなたでも参加できるよう配慮している。

"こころ"のふれあうフェスタ2018 宮崎県 2018/12/2 2018/12/2 宮崎県 宮崎市

障害者週間の啓発と障がい者の⽂化芸術活動の発表の場として実施しているイベン
トであり、過去には箏曲や書道の展⽰なども⾏っている。
また、例年、このイベントに向けて練習に励む障がい者にとっては、⾃信と充実感
を得られる機会となり、また、健常者にとっても、⽣き⽣きと活動する障がい者と
ふれあえる場になっている。
なお、東京五輪開催年である2020年には「第20回全国障害者芸術・⽂化祭みやざ
き⼤会」が控えているため、障がい者や⽀援者の技術⼒向上並びに障がい者の⽂化
芸術活動への関⼼を⾼めるきっかけとしての役割も、本イベントに期待していると
ころである。
宮崎市のイオンモール宮崎にて、障がい者のグループによるステージ出演を⾏う。
内容はジャンルを問わず、楽器演奏、ダンス、歌などを披露する。
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"こころ"のふれあうフェスタ2018作品展 宮崎県 2018/11/28 2018/12/2 宮崎県 宮崎市

障害者週間の啓発と障がい者の⽂化芸術活動の発表の場として実施しているイベン
トであり、過去には箏曲や書道の展⽰なども⾏っている。
また、例年、このイベントに向けて練習に励む障がい者にとっては、⾃信と充実感
を得られる機会となり、また、健常者にとっても、⽣き⽣きと活動する障がい者と
ふれあえる場になっている。
なお、東京五輪開催年である2020年には「第21回全国障害者芸術・⽂化祭みやざ
き⼤会」が控えているため、障がい者や⽀援者の技術⼒向上並びに障がい者の⽂化
芸術活動への関⼼を⾼めるきっかけとしての役割も、本イベントに期待していると
ころである。
宮崎県⽴美術館において、障がい者が制作したアート作品の展⽰会を⾏う。

梯 剛之 ピアノリサイタル
美作市⽂化芸
術振興委員会

2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 美作市 視覚障害のあるピアニストによる、ピアノコンサート

第23回晴れの国和太⿎まつり
岡⼭県和太⿎

連盟
2018/9/2 2018/9/2 岡⼭県 倉敷市 岡⼭県和太⿎連盟に加⼊する10団体が太⿎の演奏を通じて和太⿎の素晴らしさを広

めます。

レオナルドは雪⾈をこう語った
総社プロジェ
クト実⾏委員

会
2018/10/19 2018/11/4 岡⼭県 総社市

総社に伝わる歴史的な⽂化を、新しい視点で捉え直し、現代に蘇らせるプロジェク
トで、美術家・伊永和弘が雪⾈をテーマに、同時代の巨匠レオナルドダヴィンチ
に、雪⾈を語らせるという、奇想天外なプロジェクトです。展⽰作品は、雪⾈の抽
象的な表現を元に絵画、版画、彫刻、オブジェなどを総社アートハウスの居間、
蔵、庭に展⽰します。また、期間中、ワークショップやコンテンポラリーダンスも
⾏います。今までになかった表現をすることで、新しい雪⾈像が⽣まれ、後世につ
ながることを期待します。

⼦どもと楽しむ⾳楽会

真庭市⽣活環
境部スポー

ツ・⽂化振興
課

2018/8/26 2018/8/26 岡⼭県 真庭市 親⼦で楽しむことのできるコンサート。⼩さなお⼦様からお年寄りまでどなたでも
⼊場可能です。

アレクサンドル・ヴェルシーニン ピアノリサイ
タル

クラヴィア
トゥーラ

2018/7/20 2018/7/20 岡⼭県
岡⼭市北

区

くらしき作陽⼤学⾳楽学部モスクワ⾳楽院特別演奏コース特任教授であるヴェル
シーニン⽒にリサイタルを⾏ってもらうことで、⼤学周辺地域の⽅々に同コースを
周知してもらうとともに、ロシアンメソッドによって作り上げられた、ハイレベル
な⾳楽芸術を提供する場を設けることが⽬的。

第29回岡⼭県吟剣詩舞⻘少年⼤会
財団公認岡⼭
県吟剣詩舞道

総連盟
2018/8/18 2018/8/18 岡⼭県

岡⼭市北
区

吟剣詩舞界の⻘少年によるお祭りであり、⼀年の発表の場である。⽇頃、離れて練
習する会員たちが⼀堂に会し、刺激しあい、意欲を⾼めあう。同時に伝統⽂化であ
る吟剣詩舞を⼀般の⻘少年に発信する。

岡⼭邦楽合奏団 第43回定期演奏会
岡⼭邦楽合奏

団
2018/10/7 2018/10/7 岡⼭県

岡⼭市中
区

流派にとらわれない⾃由な活動を展開すべく古典を踏まえた上で、現代に⽣きる邦
楽（現代邦楽）を⽬指し、以て岡⼭県の地域⽂化の発展向上に寄与する⽬的で昭和
50年に結成、現在に⾄る。

第25回⽝養⽊堂顕彰児童⽣徒書道展
⽝養⽊堂記念

館
2019/3/16 2019/5/6 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭県内の⼩中学校の児童⽣徒から、各学年ごとに設定した⽊堂にちなんだ課題の
書道作品を募集。その中より、特別賞25点、⼊賞412点は会場の壁⾯に展⽰、⼊選
作品約1000点は綴ったものを机上で⾒ていただく形で展⽰する。

「おかやま・もったいない運動」推進フォーラム
（井原市環境フェア）

岡⼭県環境⽂
化部循環型社

会推進課
2018/6/3 2018/6/3 岡⼭県 井原市 岡⼭県エコ製品等の展⽰及びエココースターづくり

「おかやま・もったいない運動」推進フォーラム
（親⼦エコフェスタ）

岡⼭県環境⽂
化部循環型社

会推進課
2018/6/10 2018/6/10 岡⼭県 津⼭市 岡⼭県エコ製品等の展⽰及びエココースターづくり

くらしきSaxの⽇〜第14回くらしき国際サクソ
フォーンコンクール＆フェスティバル〜

くらしき国際
サクソフォー
ンコンクール
実⾏委員会

2018/10/27 2018/10/28 岡⼭県 倉敷市
国際コンクールを通してサクソフォーンの演奏技術を⾼め、広く⾳楽⽂化の啓蒙に
寄与する。また、岡⼭県、倉敷市の魅⼒を国内外にPRし、来訪者の増⼤を図ること
を⽬的とする。フェスティバルでは、講習会等多彩なプログラムを計画中。
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マルセン⽂化教室「第5回井⼿康⼈の⽇本画教
室」

公益財団法⼈ 
マルセンス

ポーツ・⽂化
振興財団

2018/6/23 2018/6/23 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭県⺠の絵画を通して、財団の設置⽬的である「岡⼭県の⽂化の振興発展に寄与
するとともに健康で⼼豊かな⽣活の⼀助」として絵画教室を開催する。講師とし
て、⽇本美術院（同⼈）井⼿康⼈先⽣に直接指導いただき、⽇本画についての基礎
知識や素晴らしさを認識してもらう。

天神⼭⽂化プラザ⼟曜劇場 岡⼭⼿話劇団『夢
⼆』第25回⾃主公演 ⼿話劇「真夏の夜のゆ
め」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/7/14 2018/7/15 岡⼭県

岡⼭市北
区

聞こえる⼈と聞こえない⼈がお互いにない部分を補いながら、聞こえる⼈、聞こえ
ない⼈、⼿話がわかる⼈、わからない⼈、皆が⼀緒に同じものを⾒て楽しめる舞台
を創ることを⽬指して活動している岡⼭⼿話劇団「夢⼆」が、ウィリアム・シェイ
クスピア原作の「真夏の夜のゆめ」を夢⼆流の⼿話劇にアレンジした舞台をお楽し
みください。

岡⼭フィルハーモニック管弦楽団第56回定期演
奏会

公益財団法⼈ 
岡⼭シンフォ
ニーホール

2018/5/27 2018/5/27 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭フィルハーモニック管弦楽団第56回定期演奏会〜⼼、踊る、ロシアの魂〜
⽇時：2018年5⽉27⽇(⽇)15:00開演(14:00開場）指揮：ハンスイェルク・シェ
レンベルガーヴァイオリン：福⽥廉之介管弦楽団：岡⼭フィルハーモニック管弦楽
団曲⽬：グリンカ/歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、チャイコフスキー/ヴァイ
オリン協奏曲ニ⻑調作品35、チャイコフスキー/交響曲第5番ホ短調作品64

岡⼭フィルハーモニック管弦楽団第57回定期演
奏会

公益財団法⼈ 
岡⼭シンフォ
ニーホール

2018/10/14 2018/10/14 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭フィルハーモニック管弦楽団第57回定期演奏会〜シェレンベルガーのベートー
ヴェン交響曲シリーズ完結〜
⽇時：2018年10⽉14⽇(⽇)15:00開演(14:00開場）指揮：ハンスイェルク・シェ
レンベルガーピアノ：中桐望管弦楽団：岡⼭フィルハーモニック管弦楽団曲⽬：
ベートーヴェン/レオノーレ序曲第3番作品72b、ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5
番変ホ⻑調「皇帝」作品73、ベートーヴェン/交響曲第4番変ロ⻑調作品60

岡⼭フィルハーモニック管弦楽団第58回定期演
奏会〜ニューイヤーコンサート〜

公益財団法⼈ 
岡⼭シンフォ
ニーホール

2019/1/20 2019/1/20 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭フィルハーモニック管弦楽団第58回定期演奏会〜ニューイヤーコンサート〜
⽇時：2019年1⽉20⽇(⽇)15:00開演(14:00開場）指揮：ハンスイェルク・シェ
レンベルガーソリスト：岡⼭にゆかりのある声楽家の⽅々管弦楽団：岡⼭フィル
ハーモニック管弦楽団曲⽬：モーツァルト/歌劇「フィガロの結婚」ハイライト、
モーツァルト/交響曲第41番ハ⻑調「ジュピター」K551

岡⼭フィルハーモニック管弦楽団第59回定期演
奏会

公益財団法⼈ 
岡⼭シンフォ
ニーホール

2019/3/10 2019/3/10 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭フィルハーモニック管弦楽団第59回定期演奏会〜シェレンベルガーのブラーム
ス交響曲シリーズ進⾏中〜
⽇時：2019年3⽉10⽇(⽇)15:00開演(14:00開場）指揮：ハンスイェルク・シェ
レンベルガーファゴット：グスターボ・ヌニェス(ロイヤル・コンセルトヘボウ管
弦楽団⾸席ファゴット奏者)管弦楽団：岡⼭フィルハーモニック管弦楽団曲⽬：ブ
ラームス/ハイドンの主題による変奏曲、ウェーバー/ファゴット協奏曲ヘ⻑調作品
75、ブラームス/交響曲第4番ホ短調作品98

9.21 世界平和の祈り
和プロジェク

トTAISHI
2018/9/21 2018/9/21 広島県

広島市中
区

9⽉21⽇は国連が定める国際平和デーです。この⽇に「世界平和」をテーマに、広
島平和記念公園で書家による⼤書揮毫（きごう）とアーティストによる演奏を⾏い
ます。⽇本⼈だけでなく在住外国⼈や来⽇観光客に対しても、積極的にインター
ネットを通じて英語で告知案内します。世界平和をともに考える国際⽂化交流のイ
ベントです。

あそびの出前
株式会社そろ

はむ
2018/9/1 2019/8/31 東京都 ⼋王⼦市

ヨーヨー、独楽、けん⽟の⽇本古来の伝承遊びが進化してスポーツ競技になってい
ます。その楽しさを伝えるユニットがあそびの出前です。英語がわかるスタッフの
実演、指導により、⾔葉の壁を超えて、年齢に関係なく楽しめるあそびをプロのパ
フォーマンスとその後に⾏われるワークショップをパッケージにした体験型のイベ
ントパッケージです。この活動を通じて昔からある遊びの要素と道具と遊び⽅が進
化したことで発展した最新のスポーツ競技に触れてもらい、⽇本の⼦どもたちだけ
ではなく、海外の⼈たちにも楽しんでもらうことを⽬的にしています。またあそび
の出前で使⽤する道具を製造販売し、使いやすい丈夫な道具で安全にあそびを楽し
んでもらう活動を広めていくことも⽬的となっています。

〜⼩野明⼦＆フレンズ〜Vol.4 “華麗なるトリ
オ”

公益財団法⼈
江東区⽂化コ
ミュニティ財

団

2018/12/15 2018/12/15 東京都 江東区

江東区出⾝、イギリスを中⼼に活動している世界的ヴァイオリニスト⼩野明⼦のリ
サイタルシリーズ。⼩野明⼦は江東区⽴南陽⼩学校を卒業後渡欧し、中学・⾼校は
イギリス、⼤学８年間はウィーン、現在はイギリスにもどりヴァイオリニストとし
て活動している。そして、英国ギルドホール⾳楽院・メニューイン⾳楽院において
ヴァイオリン科の教授も務めており、クラシック⾳楽の本場でも認められている貴
重な⽇本⼈アーティストである。また江東区とのつながりも深く、江東区議会議場
での議場コンサートやティアラこうとうジュニアオーケストラ特別指導者を務める
など、江東区の⽂化芸術振興に⼤きく貢献している。江東区出⾝アーティストとし
て、江東区と欧⽶の懸け橋となり、互いの⽂化の理解を深めることを⽬指す。
会場はバリアフリー対応しており、⾞いすのまま鑑賞ができる⾞椅⼦席を４席⽤意
している。出演アーティストは⼩学校を卒業して以来、海外で⽣活をしているた
め、公演中に英語による解説を⾏うことができ、外国⼈も⼗分に楽しむことができ
る。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

能楽への誘い
伝統の橋がか

り
2018/10/13 2019/2/22 東京都 港区

⽇本語と英語で⽇本の伝統⽂化を学ぶ3回のワークショップと能楽鑑賞会。2020年
を⽬前とし、東京都の中でも港区が国際化のリーダーシップを担う⼀助となるプロ
グラムを実施する。⽇本語と英語を併⽤して事業を展開する事で、⽇本⼈と外国⼈
が共に⽇本の伝統⽂化に親しみ、理解する機会を提供し、実際に体験する事により
⽇本⽂化への関⼼を引き出す。参加⼈数として、ワークショップ3回のべ100名、
および鑑賞能約200名の参加者を⾒込む。2割は外国⼈の参加者を⽬標とする。
⽇本⼈には英語で外国⼈に⽇本の伝統⽂化を紹介するスキルを⾝につける機会、外
国⼈には英語の併⽤により、⾔葉の壁を越えて⽇本の伝統⽂化に触れる場を提供す
る。

「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

2018/6/1 2018/12/31 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・港区教育委員会）。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
内容：箏・地歌三味線・尺⼋・能楽・舞踊・清元・⼩唄・⻑唄（有資格者等が指
導）
期間：2018年6⽉〜12⽉・毎⽉2回、場所：区⺠センター他対象：⼩学⽣以上１回
1,000円
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、義太夫節ほか

やましろ未来っ⼦はくらん会

「やましろの
タカラフェス
ティバル」実

⾏委員会

2018/11/17 2018/11/17 京都府 城陽市

⼭城地域の児童⽣徒、保護者などをはじめとする住⺠の皆様に、地域⽂化や科学技
術への関⼼と理解を深めていただけるよう⽂化ステージ、科学体験、サイエンス
ショー等を⾏う。
会場は、施設内を⾞いすで移動可能で、⾞いすトイレ、⾝障者専⽤駐⾞場、観覧席
に⾞いす使⽤者⽤の区画を設けるなどバリアフリーである。

名古屋ビクトリア合唱団第18回定期演奏会
名古屋ビクト
リア合唱団

2018/12/2 2018/12/2 愛知県
名古屋市
瑞穂区

名古屋ビクトリア合唱団は、後期ルネサンス時代最⼤の作曲家と評されるスペイン
のT.L.deビクトリアの作品を核として、演奏活動を⾏っている。同時に、⽇本の優
れた作品を演奏することにより、我が国の⾳楽⽂化の発展に寄与すること、演奏活
動を通じて社会に貢献することを⽬的として活動している。定期演奏会では、世界
的に演奏される機会の少ないT.L.deビクトリアの作品に連続演奏という形で取り組
み、また⽇本の新しい作品の魅⼒を発信し続けている。外国⼈に対しては、ホーム
ページで英語の表記も⾏っていることに加え、スペイン、イタリアなどでの公演も
⾏っているため、その際の英語の資料も利⽤できる。

北海道さっぽろスポーツフェスティバル

北海道、札幌
市、オリン

ピック・パラ
リンピック経
済界協議会

2018/9/8 2018/9/9 北海道
札幌市清

⽥区

札幌市では、２０１９年のラグビーワールドカップ、２０２０東京オリンピックの
サッカー競技会場、また冬季五輪・パラリンピックの招致なども予定されていま
す。北海道、札幌市、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会は、北海道、
札幌で今後のスポーツの機運醸成の⼀環として、表記イベントを開催いたします。
スポーツ系のイベントに⽌まらず、札幌オリンピックミュージアムの資料の特別展
⽰や、北海道内の熱い⼀瞬を捉えた新聞記事・号外の展⽰、地元⾼校吹奏楽部の演
奏などを通じて⽇本⽂化の歴史や魅⼒の発信を図ります。また、パラスポーツ体験
などを通じて、共⽣社会に向けた地域内連携などレガシーにつながる施策も展開し
て参ります。また、会場となるイオンモール札幌平岡は「バリアフリー新法認定店
舗」となっております。

新宿フィールドミュージアム 都市型⾳楽フェス
「-shin-⾳祭」

新宿区 2018/10/2 2018/10/6 東京都 新宿区
・新宿の⽂化芸術の魅⼒を発信する「新宿フィールドミュージアム」のコアイベン

 トとして実施する。
・⾳楽イベントのため、障害者や外国⼈の⽅でも気軽に参加可能。

第２９回全国⾼等学校総合⽂化祭優秀校東京公演
⽂化庁 ⽂化
活動振興室

2018/8/25 2018/8/26 東京都 千代⽥区

第４２回全国⾼等学校総合⽂化祭（２０１８信州総⽂祭）において、全国の代表校
の中から優秀校に選ばれた⾼校⽣たちによる、「演劇」「⽇本⾳楽」「郷⼟芸能」
部⾨の発表の場である。また、ゲスト公演として、特別⽀援学校の⽣徒たちによる
ダブルダッチも披露される。

国⽴映画アーカイブ開館記念 ⽣誕100年 映画美
術監督 ⽊村威夫

独⽴⾏政法⼈
国⽴美術館国
⽴映画アーカ

イブ

2018/11/6 2018/11/25 東京都 中央区

映画美術の巨匠⽊村威夫は⽂芸作品からアクションまで多彩な映画作品の美術を担
当し、そのユニークな造形によって国内はもとより海外にまで影響を与え、世界的
な⽇本映画評価に貢献してきた映画⼈のひとりである。⽊村威夫が美術を担当した
映画の中でも、鈴⽊清順監督作品はその独創性によってとりわけ⼈気が⾼い。今回
の特集上映では、⼆⼈が初めてコンビを組んだ『悪太郎』（1963年）を英語字幕
付きプリントで上映するだけでなく、特殊なアイウェアの装着によって中国語と韓
国語の字幕が⾒られるUDCastというシステムを試験的に導⼊して、3か国語の字幕
に対応する多⾔語上映の機会を設け、⾔語のバリアフリー化の試みとする。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

レザルティス ミーティング 2019 京都

京都市，京都
芸術セン

ター，レザル
ティス財団

2019/2/6 2019/2/8 京都府 京都市

京都芸術センターを拠点としたアーティスト・イン・レジデンス（国内外からアー
ティストを⼀定期間招聘し，滞在中の活動を⽀援する事業。）による国際⽂化交流
を⼀層加速させるため，アーティスト・イン・レジデンスの世界的ネットワーク組
織であるレザルティス財団（※）との協働及び⽂化庁との連携により，「レザル
ティスミーティング２０１９京都」を開催します。
（※）レザルティス財団について
オランダ・アムステルダムに本部を置く，世界最⼤のAIRネットワーク組織。１９
９３年設⽴。約７０箇国から６５０以上の会員を有し，ウェブサイトやミーティン
グの運営により，AIRを通じた芸術の発展，世界規模のネットワーク構築，異⽂化
間の相互理解，それらを担う⼈材育成に取り組んでいる

折形展⽰ブース
⽇本⽂化プロ

グラム~Salon 
de Society~

2018/8/22 2018/8/22 京都府 京都市

「京都学科・きもの⽂化専攻」開設を記念した、京都⽂化医療専⾨学校のレセプ
ションフォーラムにて折形の展⽰を⾏いました。
このフォーラムには、京都が世界に誇る伝統産業とし、また⽇本の美意識の集⼤成
とも⾔われる「きもの」に関⼼を寄せる⽅々も多くお集まりになられます。その中
で、私たち⽇本⽂化プログラム~SalondeSociety~のブースも出展されます。出展
ブースでは、荒⽊蓬莱堂５代⽬当主・荒⽊隆弘⽒の折形作品の展⽰に加えて、過去
の活動内容の紹介を⾏います。
⽇本⽂化プログラム~SalondeSociety~事務局⻑久保雄⼀郎(神⼾⼤学⼤学院経営
学研究科)
京都⽂化医療専⾨学校校⻑藤林真⾥

井⼿町⽂化協会ポスト国⺠⽂化祭事業（⼭吹ふれ
あいコンサート、⽂化講演会、歴史講座）

井⼿町⽂化協
会

2018/6/2 2019/2/28 京都府
綴喜郡井

⼿町

国⺠⽂化祭での成果を活かして事業を継続し、幅広いジャンルの⾳楽家や歴史・⽂
化に関する講師を招聘している。⾳楽の分野では、⼭吹ふれあいコンサートと題
し、町内コーラス団体の発表を⾏うほか、プロの⾳楽家による演奏会を開催してい
る。歴史・⽂化の分野では、講師を招いての⽂化講演会及び歴史講座を開催する。

井⼿町⽂化祭作品展
井⼿町⽂化祭
実⾏委員会

2018/11/3 2018/11/4 京都府
綴喜郡井

⼿町

町あげての⼀⼤イベントであり、今年３９回⽬を迎える。多く参加を得られるよう
実⾏委員会でアイデアを出し合い、毎年創意⼯夫を図っている。⽇常の⽂化・芸術
活動の成果を発表する場とし、あわせて住⺠の相互交流を深めるため、園児や⼩中
学⽣、町内で活動するサークル・団体の作品を展⽰する。国⺠⽂化祭種⽬であった
川柳をはじめ、書道、⼿芸、絵画、俳句、短歌、華道、陶芸、写真などの作品展を
開催し、地域⽂化の発信を⾏う。

SEIKAサブカルフェスタ2018
SEIKAサブカ
ルフェスタ実

⾏委員会
2018/11/18 2018/11/18 京都府

相楽郡精
華町

〇事業の趣旨・⽬的
２０２０年に向けて、京都が誇るマンガ、アニメ等の新たな創造的⽂化芸術（サブカル
チャー）を国内外に発信し、けいはんな学研都市を象徴する新たな⽂化の創造とクールジャ
パン「京都」のＰＲを図ることを⽬的とする。
⼀⽅でマンガジェネレーターなどの科学技術を駆使した企画を展開し、けいはんな学研都市
ならではの科学と新たな創造的⽂化が融合した事業を実施する。
また、関⻄国際空港からのリムジンバスが発着する「けいはんなプラザ」の⽴地を活かし、
京都府相楽地域の国際的な⽞関⼝としてのインバウンド観光の展開に結び付ける。
〇事業内容（予定）
全国の「萌えキャラ」を招いての「キャラクターサミット(キャラサミ)」の開催、台湾の有
名コスプレイヤーを招くなどのサブカルチャーを通じた国際交流イベント、アニソン・ご当
地ヒーローライブ、⼀般参加者によるコスプレイベントの開催、マンガジェネレーター

平成30年度⼤⼭崎町⺠俗芸能鑑賞会
⼤⼭崎町教育
委員会・⼤⼭
崎町⽂化協会

2018/10/28 2018/10/28 京都府
⼄訓郡⼤
⼭崎町

壬⽣六斎念仏踊りの解説と公演
⼊場・観覧無料／申し込み不要／観覧約２００名

第22回きょうと北部 演劇まつり
きょうと北部
演劇まつり実

⾏委員会
2018/9/1 2018/9/2 京都府 福知⼭市

年で22回⽬を迎える演劇祭、地元で親しまれている劇団をはじめ、時にはプロ劇団の公演もあり、ワークショップでは指⼈形をつくったりしていま
す。今回は2⽇間続けての開催にパワーアップです。
【9⽉1⽇（⼟）】
12:25〜オープニングイベント：ふくちやま児童合唱団
13:00〜⼈形劇「おじさんとおおきな⽊」（劇団なんじゃもんじゃ）
14:15〜⼈形劇「underthesea」他（ハンドダンスteteo)
15:00〜⼈形劇「タオルdeルン」他（みかんの⽊⽂庫）
15:45〜⼈形劇「ぽけっとのないカンガルー」（福知⼭淑徳⾼校）
16:30〜ワークショップ「かんたん⼈形つくり」（⼈形劇団京芸）
16:30〜演フェス2018スペシャル「純粋パレス」

【9⽉2⽇（⽇）】
9:55〜オープニングイベント：⾙⾕バレエ福知⼭研究所
10:30〜⾳楽とおはなし「⾳楽と読み聞かせのコラボ」他（へのへのもへじ）
11:05〜⼈形劇「⼩坊主と⽔飴」（⼈形劇フラワー）
11:45〜狂⾔「柿⼭伏」（⼤蔵流狂⾔師網⾕正美・鈴⽊実）
13:00〜⼈形劇「ミミちゃん劇場」（福知⼭演劇サークルわっぱ）
13:30〜紙芝居「じいの天のぼり」丹後昔ばなし⼤学再話研究会
14:00〜⼈形劇「⽕ようびのごちそうはひきがえる」（⼈形劇団京芸）
15:05〜フィナーレ

9⽉23⽇は靴磨きの⽇！ 出張靴磨きパフォーマ
ンス！

株式会社⾰靴
をはいた猫

2018/9/23 2018/9/23 京都府 京都市

株式会社⾰靴をはいた猫は、引きこもりや障害のある若者の活躍の場を拡⼤するこ
とを⽬的に靴磨き事業を展開しております。腕を磨いた職⼈が様々なイベントに出
張し、靴と⼼を磨き上げます。
9⽉23⽇は「靴磨きの⽇」ということで、ジャズ演奏と共にお気に⼊りの靴をピカ
ピカに磨き上げます。
ぜひ、お待ちしております。

第２５２回 市⺠狂⾔会 京都市 2018/12/7 2018/12/7 京都府 京都市

京都市が主催で開催している歴史ある狂⾔会です。⼤蔵流茂⼭家社中の協⼒のも
と，市⺠の皆様に親しまれる狂⾔会として，年４回，京都観世会館で開催していま
す。
第２５２回の演⽬は，福部の神勤⼊り（ふくべのかみつとめいり），察化（さっ
か），鱸包丁（すすきぼうちょう），鏡男（かがみおとこ）です。
出演者は，茂⼭千作，あきら，千三郎，千五郎，宗彦，茂，逸平，童司，忠三郎ほ
か
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2020⽂化プログラム推進事業はままつ響きの創
造プロジェクト
「くりダン2018〜Creative Dance Connection
〜」

浜松市 2018/9/15 2018/9/15 静岡県
浜松市中

区

「くりダン2018」は、⼈と⼈との「響き合い」を主眼に置いた市⺠協働による共
⽣社会の実現を⽬指し、歌と踊りの響き合いにより共⽣社会の⼤切さを表現するダ
ンスイベントとして、多くの皆さんがダンスを通しコミュニケーションを図るもの
です。事前募集で選ばれた浜松市内の学⽣ダンスチーム、全国で活躍しているプロ
ダンサー、⾞椅⼦ダンサーなどが出演し、プログラムの最後には、来場者を含めた
その場にいる全員でテーマ曲に合わせて⼀緒にダンスをします。⾝体に障がいのあ
るダンスチームの出演があり、チラシは英語およびポルトガル語対応のものを⽤
意。

第29回⼀誠流栃⽊・茨城地区温習会
⼀誠流栃⽊・
茨城地区協議

会
2018/9/23 2018/9/23 栃⽊県 ⼩⼭市

⼀誠流詩歌吟詠⼀誠会（本部東京都⼤⽥区久ケ原）に所属し、吟詠の技術向上と会
員相互の交流・親睦をはかりつつ精神的資質の醸成に努め、中国、⽇本の古来より
の漢詩・短歌・新体詩・俳句などの基本に学んでいる。現在、⼀誠流本部初吟会、
コンクール⼤会、⼩⼭市⺠⽂化祭吟詠剣詩舞祭、⼩⼭市春季吟詠剣詩舞⼤会、⼩⼭
市伝統⽂化ふれあい教室等に参加・出演し、伝統芸能としての吟詠の普及向上に努
めている。今回、栃⽊地区と茨城地区の会員が集い、⽇本の伝統芸能である吟詠の
普及と⽇頃の鍛錬の成果を披露するため、吟詠の発表会を⾏う。
会場まではスロープ・エレベーター等完備されており、会場もフラットになってい
るので、⾞いすや⾜の不⾃由な⽅にもご観覧いただける。

第3回 夢のはなパッチワークキルト展
キルトスクエ

ア徳島
2018/11/6 2018/11/8 徳島県 徳島市

テーマを「はぐくむ」とし、綿の花をイメージしたパターンでキルト作品を制作。
会場には会員150名の⼤⼩作品と綿花のキルトなどを展⽰する。徳島県の伝統産業
である藍染め、しじら織布を使って制作したイメージキルトの作品を展⽰。海外の
キルターも藍染めに興味があり、チェコからのグループを藍染め体験やしじら織の
⾒学に案内して交流している。県外の⼈たちやできたら海外の⼈にも⾒てもらいた
い。

サイクルツアー「農村舞台で⾒る⼈形浄瑠璃芝
居」

ー社 ツーリ
ズム徳島

2018/11/3 2018/11/3 徳島県 徳島市

徳島市で毎年定期公演している徳島市⽝飼農村舞台の⼈形浄瑠璃を⾒にサイクリン
グツアーで⾏きます。徳島市⼋多町の五王神社境内にある⼈形芝居の野外舞台は、
1998年（平成10年）に重要有形⺠俗⽂化財に指定されました。公園最後の⾒せ
場、襖カラクリは注⽬すべき演⽬です。電動アシストサイクルを使い、楽々と⾛り
ボランティアガイドの案内で公演地まで⾏きます。（⽚道13ｋｍ）集合場所はＪＲ
徳島駅前、徳島観光ステーション「とくしま⾜袋

五か所まいり・まち歩き
とくしま観光
ガイドボラン

ティア会
2018/12/1 2018/12/1 徳島県 徳島市

「⽇本遺産」に「四国遍路」が選ばれ⽇本有数の⽂化資産と認められました。四国
霊場めぐりの体験コースをボランティアガイドが同⾏し実施します。徳島市内の⻄
部には５つの札所があり、「五か所まいり」として古くから知られています。農閑
期の娯楽としても⾏われ、遍路⽂化を形成し現在に⾄っています。コースは徳島市
の阿波おどり会館に集合し、13番札所まで送迎バスで移動し17番井⼾寺まで約7ｋ
ｍを歩きます。遍路途中で、寺や町の⾒どころをボランティアガイドが案内しま
す。外国⼈には地理不安でありますがガイドが同⾏しますので安⼼です。（定員20
名）

創作ミュージカル「藍より出ずる」
徳島県⽴⼆⼗

⼀世紀館
2018/11/3 2018/11/3 徳島県 徳島市

今年４⽉に全天候型施設としてリニューアルオープンした「すだちくん森のシア
ター」において、「藍」をはじめ、「阿波⼈形浄瑠璃」「阿波おどり」「第九」
等、あわ⽂化を取り⼊れた県⺠参加型ミュージカルを初上演します。会場に⾞椅⼦
専⽤のスペースを設けるなど、⾝体の障がいに関わらず楽しんでいただける公演で
す。

第８回ちば伝統⽂化の森まつり
⻘葉の森公園
芸術⽂化ホー

ル
2019/3/16 2019/3/16 千葉県

千葉市中
央区

千葉県内にて⼤切に保存・継承されている郷⼟芸能を集結させ、県内外の⽅々がそ
の魅⼒に触れる機会を創出するイベント。ステージでの芸能実演のほか、ロビー及
び⽞関前で体験ワークショップ、パネル展⽰、また果物販売等を⾏う。
今年度は関東三⼤祭りであり、ユネスコ世界無形⽂化遺産である「佐原の⼤祭」に
焦点をあて、「佐原囃⼦」を含む⾹取市で活躍する伝統芸能保存団体による公演、
「佐原の⼤祭」に関連する展⽰を中⼼とした内容を予定している。
会場には障害者⽤トイレがあり、⼀階ロビーからエレベーターをご利⽤いただけ
る。また、障害者専⽤駐⾞場がホール敷地内にあり、ホール正⾯⽞関から座席まで
スロープで移動が可能。

名曲のちから オーケストラ・スタンダード 
Vol.22,23

仙台市⻘年⽂化セ
ンター（公益財団
法⼈ 仙台市市⺠

⽂化事業団）、公
益財団法⼈ 仙台

フィルハーモニー
管弦楽団、仙台市

2019/1/30 2019/2/20 宮城県 仙台市

お⼿頃な価格でクラシックの名曲を楽しんでいただくことを⽬的に、2011年度よ
り、毎年開催している「オーケストラ・スタンダード」。今年度は、そのシリーズ
の22、23回⽬となる。今回は、郷古廉（ヴァイオリン）、津⽥裕也（ピアノ）と
いった地元・宮城県出⾝の演奏者をソリストとして迎え、⽇本⼈にも馴染みの深い
作曲家、シベリウスとチャイコフスキーを取り上げる。

仙台国際⾳楽コンクール優勝者ガラ・コンサート

公益財団法⼈ 
仙台フィル

ハーモニー管
弦楽団

2019/2/16 2019/2/16 宮城県 仙台市

2019年度に開催される第7回仙台国際⾳楽コンクールに向けたプレイヴェント。
2016年に開催された第6回コンクールのヴァイオリン、ピアノ部⾨の覇者（チャ
ン・ユジン、キム・ヒョンジュン）をソリストに迎えたスペシャルガラコンサー
ト。
会場となる⽇⽴システムズホール仙台では、スロープや⾞椅⼦席などのバリアフ
リーに対応している。
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バリアフリー上映「伊⾖の踊⼦」

せんだいメ
ディアテーク
（公益財団法
⼈仙台市市⺠
⽂化事業団）

2018/12/2 2018/12/2 宮城県 仙台市

せんだいメディアテークでは、だれでも気軽に映画を楽しめるよう、⽬や⽿の不⾃
由な⽅のための⾳声解説・⽇本語字幕と、⼩さなお⼦さんがいる⽅のための託児
サービスのある映画上映会を定期的に開催しています。今回は「伊⾖の踊⼦」を上
映します。また、会場となるせんだいメディアテークは、エレベーター、多⽬的ト
イレ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧・ご参加い
ただけます。

⽯川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）

2018/9/24 2019/9/24 ⽯川県 ⾦沢市

いしかわ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。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２２回ふれてみるいしかわの⽂化展 ⽯川県 2018/11/18 2018/11/24 ⽯川県 ⾦沢市

平成９年３⽉に本県が制定した「⽯川県バリアフリー社会の推進に関する条例」を
踏まえ、⽂化事業のソフト⾯においてもバリアフリー化を推進し、障害のある⽅も
含めより幅広い層の県⺠に本県の⽂化に触れる機会を提供する。
ふれてみる彫刻展は、すべての作品をじかに⼿でふれて鑑賞することができるた
め、視覚に障がいの有る⽅も芸術作品を鑑賞できる。また、⾞椅⼦を使⽤する障害
者も参加できるよう、会場はバリアフリー対応となるなど、障害者にとってのバリ
アを取り除く取り組みも⾏う。

Flower of KUTANI
⽯川県（伝統
産業⼯芸館）

2018/8/29 2018/10/17 ⽯川県 ⾦沢市

九⾕上絵協同組合の作家による九⾕焼のオルゴールやワイングラスの展⽰です。こ
の企画展では⽣活に⼯芸品の“花”を添えることをテーマに花をモチーフにしたもの
をご紹介します。技法や⾊も様々で華やかな九⾕焼の世界を堪能できる企画展で
す。会場では、⾞椅⼦でスムーズに⼊館できるよう⼊⼝にスロープを設置したり、
多⽬的トイレを備えるなど障害者にとってのバリアを取り除く取り組みを⾏う。

すごい ちいさい かわいい
⽯川県（伝統
産業⼯芸館）

2018/8/30 2018/10/15 ⽯川県 ⾦沢市

“⼩さいものの持つ魅⼒・価値”“⽯川県の⼯芸品の特性”。この2点に着⽬し、⽯川
県在住の3⼈の作家による約5ｃｍ²の⼩さい⼯芸品を集めて展⽰致します。⼩さく
可愛らしい⼯芸品に凝縮された精巧な技術をお楽しみいただける企画展です。会場
では、⾞椅⼦でスムーズに⼊館できるよう⼊⼝にスロープを設置したり、多⽬的ト
イレを備えるなど障害者にとってのバリアを取り除く取り組みを⾏う。

⽯川と熊本の⼯芸の絆展
⽯川県（伝統
産業⼯芸館）

2018/8/30 2018/10/15 ⽯川県 ⾦沢市

⽯川の伝統⼯芸の未来を担う新鋭作家１０名と２年前の地震で被災した熊本の陶芸
９窯の交流を促す企画展です。被災した年から交流を続けている⽯川の⼯芸作家の
呼びかけで実現致しました。お互いの絆を深め、切磋琢磨する場として作品を展⽰
し、熊本の作家たちを⽀援します。伝統⼯芸の底⼒を感じていただける企画展で
す。会場では、⾞椅⼦でスムーズに⼊館できるよう⼊⼝にスロープを設置したり、
多⽬的トイレを備えるなど障害者にとってのバリアを取り除く取り組みを⾏う。

⽂化プログラムフェスティバル事業 びわ湖☆
アートフェスティバル2018

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/12/22 2018/12/22 滋賀県 ⼤津市

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、これからの滋賀の⽂化を担う若⼿芸
術家のレベルアップを図り、滋賀の特⾊ある⽂化を発信する事業として、「⽂化プ
ログラムフェスティバル事業びわ湖☆アートフェスティバル２０１８」を開催しま
す。県内で活動するジュニアオーケストラ３団体の合同演奏や、若⼿作家が作品を
持ち寄るアートフリーマーケット等の開催により、若い芸術家やその卵となる⻘少
年が交流を通じてその技術を⾼め、また、その活動を広く県⺠に紹介する機会とし
ます。会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞場スペース、英語表記に
よる案内がある。

第44回市⺠⽂化祭
上野原市⽂化

協会
2018/11/2 2018/11/4 ⼭梨県 上野原市

上野原市⽂化協会に所属する28団体が⽇頃の練習の成果を作品展⽰と⽂化ホールの
舞台で発表するとともに、こどもから⾼齢者まで、広く⼀般市⺠が参加します。
本会の上野原吹奏楽団が中⼼となって市内のすべての吹奏楽団が参加して上野原吹
奏楽フェスティバルが開催されてます。
このように本市⺠⽂化祭は⽂化協会の基本理念である「ひろげようみんなでつくる
⽂化の輪」を実践する証であります。
なお、会場はバリアフリー化されており、障害者、⾼齢者でも安⼼してご来場いた
だけます。

りんどうの⾥美術展
りんどうの⾥

美術会
2018/10/22 2018/10/29 ⼭梨県 上野原市

上野原市在住あるいは出⾝さらにゆかりの深い美術⼯芸家の作品を⼀堂に集めて展
⽰し上野原市⺠に広く紹介しようとするものであります。参加する芸術家はそれぞ
れの分野において国内外で活動している⽅々であり、特に、洋画の降⽮組⼈⽒、版
画家の河内成幸⽒は上野原市の観光⼤使を務めており本展⽰会の中⼼として毎回⼤
作を出品していただいています。また、すでに故⼈となられた⽅も参加対象にして
おりその作品は本市の⽂化的遺産として市⺠に紹介しています。
なお、会場はバリアフリー化されており、障害者、⾼齢者も安⼼してご来場いただ
けます。
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第１８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

2018/9/2 2018/9/2 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。

三重県⽂化会館×⾦沢21世紀美術館 
第七劇場 ⽇台国際共同プロジェクト Notes 
Exchange vol.3「珈琲時光」

三重県⽂化会
館

2019/2/10 2019/2/11 三重県 津市

平成28年度より、三重県津市を拠点にし国内外で公演を続ける「第七劇場」と台湾
台北市を中⼼に活動をする国際派カンパニー「Shakespeare'sWildSistersGroup」
による3年スパンでの演劇の国際共同プロジェクトを開始した。1年⽬は各カンパ
ニーが1作品ずつを製作し、役者1名ずつを交換して⽇本（三重）・台湾（台南）で
上演。平成29年度はジョージ・オーウェル原作「1984」を共同制作し⽇本（三
重）・台湾（台北）で上演。最終年度は⼩津安⼆郎の⽣誕100周年記念として2004
年に⽇本製作・台湾監督により制作された映画「珈琲時光」を舞台版として共同制
作し、⽇本（東京・三重・⾦沢）・台湾（新北）で上演する。⽇本語・中国語の多
⾔語公演（⽇中英字幕有り）とし、地域住⺠に新しい演劇に触れる機会を提供する
のはもとより、⽇本に住む外国⼈の⽅へのアプローチを⾏い、劇場に来るきっかけ
作りや交流を⾏う機会提供を⾏う。

川越市⽂化芸術スポーツ振興基⾦事業 川越市⼈
材発掘 公開オーディション

公益財団法⼈
川越市施設管

理公社
2019/1/20 2019/1/20 埼⽟県 川越市

川越市⽂化芸術スポーツ振興基⾦を活⽤した事業を実施することで、川越市の⽂化
芸術の振興を図る⽬的とする。⼈材発掘のために公開オーディションを開催し、
アーティストに活動の場を提供するとともに川越市内の将来の⽇本の⽂化を背負っ
て⽴つ⼩学⽣にアウトリーチなどを実施することで⾳楽の楽しさを伝え、川越市全
体の⽂化芸術の振興に寄与するために実施する。なお、オーディション合格者は平
成31年度、32年度実施するアウトリーチ等での活動終了後、公益財団法⼈川越市
施設管理公社が⾏っているアーティストバンクに登録することで、活動を⽀援して
いく予定である。また、⾳楽という⾔語の壁を越えた芸術活動として外国⼈の⽅々
にもご参加いただける催し物となっている。会場がバリアフリー対応で、⾞いす観
覧席も確保できる。

埼⽟ WABI SABI ⼤祭典 2018 埼⽟県 2018/10/13 2018/10/14 埼⽟県
さいたま
市⼤宮区

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、多⾔語表記や⼀部イベントでは「多⾔語による同時解説」を⾏い、外国
⼈にも楽しんでいただけるイベントとする。主な出演者：元ちとせ（歌⼿）、武⽥
真治（サックス）、藤原道⼭（尺⼋）、平尾成志（盆栽師）、⽮部澄翔（書道
家）、⼭⽥⾹織（盆栽家）、⼭⼝晃司（津軽三味線）、若者能（薪能）、⽇本太⿎
協会ほか

第42回特別展「さいたまの茶葉 ⼤海を渡る」
さいたま市⽴

博物館
2018/10/6 2018/11/18 埼⽟県

さいたま
市⼤宮区

さいたま市⽴博物館で開催する特別展です。鎖国の眠りから覚めた⽇本は、世界と
いう⼤海を知ります。明治時代になり、政府は、欧⽶列強から押し寄せる波に飲み
込まれまいと、外貨獲得のため新たな産業を奨励し、横浜港から世界へ様々な物産
が送り出されます。当時、⽣⽷が輸出の中核を担ったことは有名ですが、それに次
ぐ輸出品は「茶」でした。政府の茶の⽣産奨励政策を受けて、現市域に茶畑が⽬⽴
つようになります。明治10年代作成の迅速測図を⾒ると、現在のさいたま市域の多
くの地域に茶畑があったことが判ります。明治20年代には、県⽴の製茶伝習所が設
けられています。⼀部の農家では、「ハマダシ」という横浜への茶の出荷を意味す
る⾔葉が伝わります。展⽰では、明治時代、⾶躍的に巻き起こった製茶のムーブメ
ントに着⽬し、さいたまにおける製茶の歴史とその⾵⼟について紹介します。会場
はバリアフリー対応となっており、⾞いすでの鑑賞も可能です。

宮代トウブコフェスティバルvol.4
宮代トウブコ
フェスティバ
ル実⾏委員会

2018/9/24 2018/9/24 埼⽟県 宮代町

「宮代町ににぎわいを作り出そう」と平成26年度に町が開催したワークショップに
参加した市⺠、⼤学⽣、商⼯業者などが意気投合して作った実⾏委員会が計画して
きたものです。
今年度も「こども」をテーマに、⾳楽、ごはん、おやつ、ワークショップ、マー
ケットの出店者が集結。屋外では、⽵ブランコやツリークライミングなど、楽しい
イベントも同時に⾏います。
会場はバリアフリーで、⾞いすの⽅も御覧いただけます。

第６１回埼⽟県北美術展
埼⽟県北美術

家協会
2018/12/6 2018/12/9 埼⽟県 深⾕市

埼⽟県北の美術⽂化の進展・向上を図り、美術活動の⼀層の⾼揚するために、毎年
県北各都市で順次美術総合展覧会を開く。６０年の継続にあり、今般６１回⽬で、
七〜⼋百点の作品の展覧でそのレベルも確かな評価を受けている。作品出品、応
募、⼜参観者に外国⼈も含まれ、差別は無い。会場内案内に、英語、中国語で対応
可。作品受付（書⾯作成等）及び会場はバリアフリー対応で⾞椅⼦参観も可能。

第２３回あさか寄席〜⽩酒・⼀之輔 ⼆⼈会〜

公益財団法⼈
朝霞市⽂化・
スポーツ振興

公社

2018/11/10 2018/11/10 埼⽟県 朝霞市

今年で第２３回を迎える朝霞市恒例の「あさか寄席」を今年も開催します。
⽇本古来の演芸である、和装で⾏う落語と漫才をおこなう寄席形式のイベントで
す。参加者は、こどもからお年寄りまでどなたでもご来場いただけるもので価格も
低廉な価格設定としています。
障害のある⽅にも楽しんでいたけるよう、バリアフリーはもちろんのこと⾞いす観
覧席の設置や補聴器をご利⽤の⽅へのサービスとして、客席の⼀部に磁気ループを
設置しています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
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佐賀さいこうフェス2018 佐賀県 2018/10/20 2018/10/21 佐賀県 佐賀市
県内外で活躍するアーティストのワークショップ、佐賀県出⾝のミュージシャンに
よる⾳楽イベントのほか、アート活動を⾏う県内団体による展⽰・活動報告、福祉
事業所による商品販売等を⾏う。

⼩野葉桜を礎とする地域⽂化発信事業
「葉桜のふるさとを訪ねて」
〜葉桜のうたコンサートと葉桜シンポジウム〜

葉桜顕彰会 2018/11/3 2018/11/3 宮崎県 美郷町

郷⼟の歌⼈⼩野葉桜の⽣涯とその短歌を顕彰し、地域⽂化発展の推進⼒にするため
実施してきた「葉桜顕彰事業」の３０周年を節⽬とし、これまでの活動の振り返り
と来る2020年の国⺠⽂化祭美郷町開催の起爆剤とすべく、また、将来への発展と
更なる地域⽂化振興の充実を記念し、コンサートとシンポジウムを実施する。宮崎
県延岡市ご出⾝の寺島伸夫⽒の作曲した「葉桜短歌」を永年に渡り披露してきた、
ソプラノ歌⼿東由⼦様を招聘し、地元コーラスグループ「コールチェリーナ」と共
に叙情感が溢れ地域を愛した葉桜短歌による「葉桜のうたコンサート」を開催す
る。さらに、伊藤⼀彦⽒のご紹介により電気通信⼤学教授で源⽒物語研究第⼀⼈者
の島内景⼆⽒（現在、牧⽔と葉桜に関する執筆活動中）をお招きしシンポジウムを
開催し2020年を⾒据えた本町⽂化振興の礎を築く。

備中no町家deクラス ちりめんを使った正⽉飾
り

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/23 2018/11/23 岡⼭県 倉敷市

新年の室礼とおもてなしの縁起物のお正⽉飾りをちりめんの布で作ります。新しい
年の縁起と幸せを込めて⼩さな布を縫い合わせる飾りを作ってみませんか！10:00
〜12:00、参加費2,000円、定員10名。要予約。

備中no町家deクラス 楓亭茶寮・オープンハウ
ス

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/18 岡⼭県 倉敷市

つくぼ⽚⼭家の⼤型古⺠家の屋敷を公開します。⺟屋、平庭形式の庭園、戦後に作
られた能舞台などご覧いただけます。17⽇には本格的茶室でお抹茶がいただけま
す。両⽇ともスイーツ＆ドリンクのおもてなしもあります。（飲⾷は有料になりま
す）10:00〜16:00、参加費無料、定員なし。予約不要。

備中no町家deクラス 蔵出し市
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/18 岡⼭県 倉敷市

⽚⼭家の蔵や納⼾からでてきた掘り出し物を販売します！売り上げは、つくぼ⽚⼭
家の保存・修理のために使います。10:00〜16:00、参加費無料、定員なし。予約
不要。

備中no町家deクラス 野草茶つくり
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/17 岡⼭県 倉敷市

⽣命旺盛な野草はエネルギーの宝庫です。古くから伝えられている野草茶の作り⽅
と、使⽤法を学びます。意外とおいしい野草茶は⾝近な健康飲料です。ドクダミ、
なた⾖ほか数種類の野草茶を味わって下さい。（お茶・お⼟産付き）14:00〜
15:00、参加費500円、定員10名。要予約。

備中no町家deクラス 観世流素謡と仕舞の会
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 倉敷市

素謡も仕舞も能の略式演奏の⼀つです。素謡は能の謡の部分だけを演奏すること、
仕舞は能の⾒せ所だけをシテ⼀⼈で舞うことです。昨年に続いて⽚⼭松⾹社絆会・
松⾵会の皆さんの出演でお楽しみ下さい。（予約不要・昼休憩あり）10:00〜
15:00、参加費無料（飲⾷有料）、定員なし。予約不要。

備中no町家deクラス 宮⼤⼯のものさしで観る
古⺠家⽚⼭家

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 倉敷市

宮⼤⼯さんが古⺠家の昔ながらの建築⼿法、⾒どころを解説し、決まり事、隠し技
を惜しみなく語ります。“⽯の⽬”など、古⺠家を⾒る⽬が変わる⾒学会です。
14:00〜15:00、参加費500円、定員10名。要予約。

備中no町家deクラス ⾹りを楽しむ会
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/7 2018/11/7 岡⼭県 倉敷市

⼤橋家住宅、上の間に於いて、聞⾹の会を催します。今回は源⽒⾹を楽しみます。
静かでゆったりとしたひとときを楽しんでいただきます。各回約1時間を予定して
います。（⼤橋家住宅⼊館料含）①10:00〜②11:00、参加費1,500円、定員各回
20名。要予約。

備中no町家deクラス 蔵出し市・オープンハウ
ス

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/4 岡⼭県 倉敷市

明治、⼤正、昭和の暮らしの道具が、新しい場所でもう⼀度⽣き返り、働きたいと
願っています。昭和の⺠家で蔵出し市を開催します。売り上げは、⼦ども⽀援と岡
⼭県へ被災地⽀援の義援⾦にします。10:00〜15:00、参加費無料、定員なし。予
約不要。

備中no町家deクラス ⽂⾹作り（⾹りを作る）
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/20 2018/11/20 岡⼭県 倉敷市

倉敷薄荷を使った、におい袋を作ります。薄荷はメントールのさわやかな清涼感が
特徴ですが、通常あまり⾹りが強くありません。倉敷薄荷は薄荷の中では珍しく⽢
い⾹りが特徴です。薄荷に様々な⾹り成分を調合することであなただけの⾹りを作
ります。①10:30〜②13:00〜、参加費1,500円、定員各回8名。要予約。

備中no町家deクラス ⻘⽵細⼯ 四海波籠を編
もう

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/4 岡⼭県 倉敷市

平松幸夫（伝統⼯芸勝⼭⽵細⼯）さんの指導で⽵の話、道具等の解説をしながら、
⽵割り、ヒゴ取りの実演を３０分ほど⾏い、講師の仕上げた⽵ヒゴで四海波籠を編
み、⼀⼈⼀点持ち帰っていただきます。13:30〜16:30、参加費2,800円、定員各
⽇10名。要予約。
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備中no町家deクラス 桐箱ワークショップ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/7 2018/11/7 岡⼭県 倉敷市

⼼を込めた贈り物や⼤切なものを丁寧に収納する⼩さな桐箱を作ります。桐箱の利
⽤法と魅⼒のお話を交えながら、児島の真⽥紐でしつらえます。13:30〜16:30、
参加費2,000円、定員6名。要予約。

備中no町家deクラス 井上家で「匠のワザ」を
⾒てみよう！！

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/10 2018/11/11 岡⼭県 倉敷市

重要⽂化財建造物の保存修理⼯事の現場⾒学です。修理担当者から、昔から受け継
がれた建築技術や⼯法の説明が聞けます。午前（10時から30分間隔で4回）、午後
（13時から30分間隔で5回）、（⾒学は１時間程度を予定しています）（注：建設
⾜場を歩きますので、ﾊｲﾋｰﾙ等での⼊場、未就学児の参加はご遠慮ください。）、
参加費200円、定員各回15名。要予約。

備中no町家deクラス 町家の丁寧な暮らし
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/16 2018/11/16 岡⼭県 倉敷市

倉敷市内に現存する町家で、代々続く商いと暮らしが磨きこまれた町家は少なく、
丁寧な暮らしぶりは、室礼や佇まいと空間ににじみ出ているものです。町家を美し
く磨きこむには、暮らしの知恵や作法があり、ご当主にその知恵と作法を学びま
す。①14:00〜②16:00〜、参加費500円、定員各回15名。要予約。

備中no町家deクラス 和紙でつくる和柄の⼩
物・紋切り遊び

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 倉敷市

江⼾時代には「往来物」と呼ばれる⼿習いの教科書に型紙集があり「紋切り遊び」
として親しまれていました。かつて⽣活に根付いていた紋や⽂様を遊びながら、⾃
分のデザインした⼩箱やポチ袋などをつくります。13:30〜16:30、参加費2,000
円、定員15名。要予約。

備中no町家deクラス わが家のむらすずめ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/10 2018/11/10 岡⼭県 倉敷市

むらすずめは家庭でも作れる和菓⼦です。美観地区でも指折りの⾒晴らしが望める
⼩野邸で我が家のむらすずめ作りに挑戦しませんか。お抹茶と出来⽴てのむらすす
めをいただきながら景⾊にうっとり。①10:00②10:30③11:00④13:30⑤14:00
⑥14:30、参加費500円、定員各回6名。要予約。

備中no町家deクラス 藍で⽣まれ変わる〜古着
の藍染め

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県 倉敷市

古くなった布製品を藍で染直してみましょう。綿か⿇など天然素材で作られたもの
（Tシャツ、シャツ、ショール、帽⼦、布製の鞄など）をきれいに洗濯してお持ち
下さい。但し、⼀⼈⼀点に限ります。藍が好きな⽅、藍染めをやってみたかった⽅
お待ちしております。①13:00②14:00③15:00④16:00、参加費無料、定員各回2
〜3名。要予約。

備中no町家deクラス 究極の「古典はたき」と
「⽢酒」作り

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県 倉敷市

「家事は雑⽤ではありません。⽂化です」（⽻仁もと⼦）をテーマに2回シリーズ
で暮らしの⽂化を学びます。⿊⽵とモス地で古典はたきを作ります。今回は⽢酒づ
くりにも挑戦します。10:00〜12:00、参加費1,000円、定員10名。要予約。

備中no町家deクラス 旧家に学んだくらしき雑
煮

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/10 2018/11/10 岡⼭県 倉敷市

「味わいて⾷事せよ」（⽻仁もと⼦）そこから同じ加減でおいしい料理ができるよ
うになります。旧家に学んだお雑煮を祝い膳の⼀品に！10:00〜12:00、参加費
1,000円、定員10名。要予約。

備中no町家deクラス よみがえる器「⾦継ぎ」
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/25 岡⼭県 倉敷市

⾦継ぎは割れや⽋けた陶磁器や道具を漆でつなぎ、⾦や銀などの粉を蒔いて飾る⽇
本独⾃の修理法です。2回連続の講座で⽋けた器を直します。（⽋けた器1点持参く
ださい。今回は割れた器は直しません。注意：本漆を使⽤するためかぶれますので
ご了解の上,ご参加ください。）13:30〜16:00、参加費2,000円、定員10名（2⽇
とも参加できる⽅）。要予約。

備前no町家deクラス 後楽園を眺めながら落語
を楽しむ会

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県

岡⼭市北
区

後楽園の対岸に、戦前に商家の別荘として建てられた中村邸。堤防⼯事で近々取り
壊されるため別れを惜しみつつ、岡⼤落語研究会による落語を楽しみます。（お茶
とお菓⼦付き）14:00〜17:00、参加費500円、定員20名。要予約。

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 ⻘⽊あ
りあコンサート

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/9 2018/9/9 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回は、やかげ町家交流館で2回
⽬の公演となる⻘⽊ありあさんの歌でお楽しみいただきます。ゲストにボーカルユ
ニットYoshimiwithspのお⼆⼈も登場です。

映画「おクジラさま ふたつの正義の物語」上映
会

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/9/1 2018/9/7 茨城県 ⼤洗町

捕鯨に関する⽂化や主張・価値観の違いを県⺠の皆様に考えていただく機会とする
ため，４００年の歴史を有する捕鯨を多種多様な視点から捉えたドキュメンタリー
映画「おクジラさまふたつの正義の物語」を上映いたします。なお，上映会はバリ
アフリー対応の会場で開催する。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/10/5 2018/11/17 茨城県 桜川市

桜川市市⺠⽂化祭は、⽂化芸術活動を⾏う、個⼈・団体に⽇頃の活動の成果発表、
展⽰する場を提供し、市⺠に鑑賞してもらうことで、⽂化芸術活動への参加意欲を
促し、桜川市の⽂化振興に寄与することを⽬的とした事業です。
なお、本事業はバリアフリー対応の会場で実施しています。



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３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 伝統⺠俗芸能
のつどい

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/10/28 2018/10/28 茨城県 桜川市
市内各地で受け継がれてきた⺠俗芸能が⼀堂に会します。浄瑠璃などのの本の伝統
⾳楽や⼦ども達による太⿎や笛の勇壮なリズムを楽しむことができます。
なお、本事業は、バリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 囲碁⼤会

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/10/28 2018/10/28 茨城県 桜川市
⿊と⽩の碁⽯で陣地を囲いあう⽇本のボードゲーム。当⽇は市内愛好者が棋⼒を競
い合います。
なお、本⼤会は、バリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 作品展

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/11/2 2018/11/4 茨城県 桜川市
書道や絵画、写真などの分野で活動されている⽅々の⽇頃の成果が展⽰されます。
また、市内の園児、⼩学⽣、中学⽣、⾼校⽣の作品も⼀堂に展⽰されます。
なお、本作品展は、バリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 いけばな展

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/11/3 2018/11/4 茨城県 桜川市
池坊、⿓⽣派、草⽉の３流派などによるいけばな展。秋の花々による⼼和む空間を
満喫いただけます。
なお、本展は、バリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 茶会

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/11/4 2018/11/4 茨城県 桜川市
表千家、表千家不⽩流、裏千家の３流派による秋の茶会。それぞれの趣向の茶席で
おいしい⼀服をお楽しみください。
なお、本茶会は、バリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 将棋⼤会

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/11/4 2018/11/4 茨城県 桜川市
市内外の愛好者の熱戦が繰り広げられ、同時に⼦ども将棋教室⼤会も開催されま
す。また、⼥流棋⼠による指導対局も開催されます。
なお、本⼤会は、バリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 ダンスパー
ティー

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/11/17 2018/11/17 茨城県 桜川市
桜川市社交ダンス連盟をはじめ、ダンス愛好者の皆さんの⽇頃の成果を⽣バンドの
演奏で披露します。
なお、本パーティーは、バリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 ⾳楽祭

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/10/21 2018/10/21 茨城県 桜川市
コーラスや⼤正琴、オカリナなど⾳楽を愛好する⽅々が参加して作り上げる⾳楽
フェスティバルです。
なお、本フェスティバルは、バリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 短歌⼤会

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/10/5 2018/10/5 茨城県 桜川市
５・７・５・７・７の３１⾳で想いを表現する世界。当⽇は市内外から応募いただ
いた作品の選評会が⾏われます。
なお、本⼤会は、バリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 俳句⼤会

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/11/9 2018/11/9 茨城県 桜川市
５・７・５の１７⾳による季語を⼊れた⼀番短い詩。当⽇は事前に応募いただいた
俳句の選句会が⾏われます。
なお、本⼤会はバリアフリー対応の会場で実施します。

平成３０年度 桜川市市⺠⽂化祭 芸能祭

平成３０年度 
桜川市市⺠⽂
化祭 実⾏委

員会

2018/10/28 2018/10/28 茨城県 桜川市
⺠謡や詩吟、剣舞、⽇本舞踏、フラダンスなど舞台芸能団体による発表会が開催さ
れます。
なお、本芸能祭は、バリアフリー対応の会場で実施します。

芸術展（写真部⾨）
尾張旭市⽂化

協会
2018/9/24 2018/9/30 愛知県 尾張旭市

本市で活躍している写真家が様々な撮影技法により撮影した写真を展⽰する。作品
を展⽰することにより写真家の活動を広く発信するとともに、来場者に写真の魅⼒
を知ってもらい、また関⼼を深めていただくイベント企画となっている。
会場となっているスカイワードあさひは、⾝障者専⽤駐⾞場や多⽬的トイレを有
し、⾞椅⼦でスムーズに⼊館できるよう段差を解消した⼊⼝やエレベーターが設置
されているなど、障がい者にとって気兼ねなく楽しんでいただける施設になってい
る。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

芸術展（絵画部⾨）
尾張旭市⽂化

協会
2018/12/17 2018/12/23 愛知県 尾張旭市

本市で活躍している芸術家の⽔彩画、油彩画、版画などの絵画作品を展⽰する。作
品を展⽰することにより芸術家の活動を広く発信するとともに、来場者に絵画など
の芸術への関⼼を深めていただくイベント企画となっている。
会場となっているスカイワードあさひは、⾝障者専⽤駐⾞場や多⽬的トイレを有
し、⾞椅⼦でスムーズに⼊館できるよう段差を解消した⼊⼝やエレベーターが設置
されているなど、障がい者にとって気兼ねなく楽しんでいただける施設になってい
る。

芸術展（彫塑・⼯芸部⾨）
尾張旭市⽂化

協会
2019/3/18 2019/3/24 愛知県 尾張旭市

本市で活躍している彫塑家及び⼯芸家が作成した作品を展⽰する。作品を展⽰する
ことにより、本市芸術家の活動を広く発信するとともに、来場者に個性豊かな作品
の魅⼒を楽しんでもらい、また彫塑・⼯芸に関⼼を深めていただくイベント企画と
なっている。
会場となっているスカイワードあさひは、⾝障者専⽤駐⾞場や多⽬的トイレを有
し、⾞椅⼦でスムーズに⼊館できるよう段差を解消した⼊⼝やエレベーターが設置
されているなど、障がい者にとって気兼ねなく楽しんでいただける施設になってい
る。

創⽴４５周年記念 第８９回 秋の⼩品盆栽展
名古屋⼩品盆

栽会
2018/10/13 2018/10/14 愛知県

名古屋市
中区

⼩品盆栽は盆栽愛好家の仕⽴てた⼿のひらサイズの鉢盆栽で鑑賞者に対し"⼼に安
らぎ"を、"⽣活に潤い"を与えてくれるものであります。その⼩品盆栽の素晴らしさ
を感じてもらう展覧会を桜華会館の富⼠桜の間で開催します。今回の展覧会では、
⼩品盆栽・⼭野草などで鉢数にて約１４０点を予定しております。
会場には、⾝障者専⽤の駐⾞スペースがあり、スロープが整備されバリアフリー化
となっており、障害をもつ⽅々にも気軽に鑑賞していただけます。

新城市⺠⽂化祭（市⺠⽂化展・秋の市⺠芸能祭・
秋の市⺠茶会）

新城市⽂化協
会

2018/10/26 2018/10/28 愛知県 新城市

緑の⼭々に囲まれ、清らかな川の流れる新城市、豊かな⾃然の中で育まれた市⺠の
⽂化の祭典です。⽂化会館全館を使っての⼀⼤イベントです。⽂化展は美術・書
道・⽔墨画・写真・盆栽・菊・⽣け花・短歌・俳句・帯結び・⽂化財に親しむ会の
展⽰を予定しております。そして芸能祭は詩吟・⻑唄・お琴・⼤正琴・⺠謡・舞
踊・カラオケ・フラダンス・太⿎・しの笛の舞台が満喫でき、楽しんでいただけま
す。会場はスロープが整備されバリアフリー対応になっており、⼤ホールは⾞椅⼦
席があるため障害者の⽅でも鑑賞できます。

創⽴60周年記念 名古屋市⺠管弦楽団 第80回
定期演奏会

名古屋市⺠管
弦楽団

2018/12/2 2018/12/2 愛知県
名古屋市

東区

当楽団は、広く県⺠の皆様に、⾳楽を通じて⽂化振興に貢献したいと考えており、
今回は、楽団創⽴６０周年を迎え８０回⽬の演奏会となります。活動の節⽬を記念
して、指揮者に⼭下⼀史⽒を、ソリストには藤原歌劇団で活躍中の注⽬の⽅々をお
迎えし、ベートーヴェン作曲の交響曲第９番「合唱付き」の演奏会を計画しており
ます。また、合唱団には名古屋フィルハーモニー交響楽団と毎年共演している愛知
県合唱連盟のご協⼒得ての開催となります。
会場はエレベーター、スロープ等も備え付けてバリアフリー化に対応しており、
ホールには⾝障者⾞椅⼦スペースを設けており障害者の⽅でも⾳楽を楽しんでいた
だける環境である。

第30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

2018/10/8 2018/10/8 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。なお本部やステージ上、障害者ス
ポーツ体験コーナーに⼿話通訳者を配置している。

「獅⼦舞と修験と熊野信仰」シンポジウム
⻑井市/⻑井市

教育委員会
2018/10/20 2018/10/21 ⼭形県 ⻑井市

⻑井市を中⼼とする⼭形県置賜地⽅の神社には獅⼦頭が祀られており、祭礼の⽇に
は獅⼦舞がまちなかを練り歩きます。特に⻑井市では獅⼦頭が⿊⼀⾊に染められて
おり、「⿊獅⼦」と呼ばれ特⾊を放っています。地域に深く根差した「⿊獅⼦」芸
能を発⽣・伝承・構造の観点から分析を⾏い、⼭岳信仰や熊野修験・熊野詣などの
⺠間信仰、戦国武将との関わりを中⼼に講演・ディスカッションを⾏います。また
獅⼦舞に携わる地元有識者も講師に招き、出獅⼦における神事や獅⼦頭の変遷など
をまじえながら、⿊獅⼦と熊野信仰の関わりについて学んでいきます。会場はバリ
アフリー対応で、職員がお⼿伝いが必要な⽅には随時対応します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

オーバリン⼤学 アレン・メモリアル美術館所蔵
メアリー・エインズワース浮世絵コレクション－
初期浮世絵から北斎・広重まで

千葉市美術館 2019/4/13 2019/5/26 千葉県
千葉市中

央区

アメリカ・オハイオ州オーバリン⼤学のアレン・メモリアル美術館には、アメリカ
⼈⼥性メアリー・エインズワース⽒の寄贈した1500点以上の浮世絵版画が所蔵さ
れています。同コレクションは、明治39年(1906)、エインズワース⽒の来⽇を契
機に始まったもので、初期から幕末まで、浮世絵の歴史を辿ることができる上、六
⼤浮世絵師の名品を含む優れた内容であることで注⽬されます。特に世界でも存在
が1点しか報告されていない初期の作品や、葛飾北斎、歌川広重の作品は、質量共
に最も注⽬すべきところです。
その優れた内容は⼀部浮世絵研究者の間では注⽬されていましたが、アメリカでも
あまり紹介される機会がありませんでした。本展覧会は、現地調査をもとにした選
りすぐりの200点を展観するもので、この珠⽟のコレクションを⽇本に紹介する初
めての⾥帰り展です。
会場はバリアフリー対応で、展⽰される作品のキャプション、図録には英語表記が
あります。

天理パフォーマンスフェスティバル2018

天理市・天理
パフォーマン
スフェスティ
バル実⾏委員

会

2018/10/21 2018/10/21 奈良県 天理市

「舞う！観る！感じる！やまと夢舞台」をサブテーマに、あらゆるジャンルのパ
フォーマンスを通じて、多世代の演者と観客が躍動感ある夢の舞台を作り上げる。
市⺠の⽇々の⽂化活動の集⼤成を披露する場のみならず、昨年度開催した、国⺠⽂
化祭、全国障害者芸術・⽂化祭で、全国各地から多数集った演者たちによる感動の
夢舞台を継続すべく、本年も、天理の地で共演・交流・切磋琢磨できる機会を創出
する。
市内の演者と市外・県外の演者に加え観客までもが舞台芸術、パフォーミングアー
ツを通じて感動を共有することを⽬指し、開催する。
会場となる天理市⺠会館は、多⽬的トイレやスロープを備え、バリアフリーに配慮
した施設である。またイベント中は、⼿話通訳スタッフや⾞椅⼦観覧席を設けるな
ど、障害をお持ちの⽅への環境も整えている。

ベラルーシ新体操ナショナルチーム事前合宿
「SAKURA CAMP 2018」新体操公開演技会

⽩⽯市・柴⽥
町・仙台⼤学
東京オリ・パ
ラ事前合宿招
致推進協議会

2018/7/28 2018/7/29 宮城県
⽩⽯市／
柴⽥町

宮城県内の⽩⽯市・柴⽥町（及び同町内にある仙台⼤学）では、新体操強豪国であ
るベラルーシ共和国の体操協会と2017年6⽉に協定を結びました。2018年の今年
は昨年10⽉に続き2度⽬のキャンプとなります。
キャンプ中は⽩⽯市の新体操教室の⽣徒をはじめ地域の⼈々と交流する機会を設け
ており、20年以上続く芸術要素の強い新体操をすすめる⽩⽯市、「花のまち」(※)
としてまちづくりをすすめる柴⽥町、体育を多⾓的にとらえて教育をすすめる仙台
⼤学の3者がそれぞれの⽂化を含めた魅⼒を発信する機会としても貴重なものとな
ります。
併せて、世界レベルのベラルーシ共和国の選⼿による新体操の華麗な演技を通して
交流することにより、来⽇する海外チームとの絆を深められるものです。また、会
場はバリアフリー対応となっており、⾞椅⼦の⽅もご来場いただけるようになって
います。
（※）⽩⽯市や柴⽥町には桜の名所があり、ベラルーシ共和国の⾸都ミンスク市に
も⽇本から桜が寄贈されていることなどから「ＳＡＫＵＲＡＣＡＭＰ２０１８」と
名付けられています。

オーバリン⼤学 アレン・メモリアル美術館所蔵
メアリー・エインズワース浮世絵コレクション－
初期浮世絵から北斎・広重まで

静岡市美術館 
指定管理者 
（公財）静岡
市⽂化振興財

団

2019/6/8 2019/7/28 静岡県
静岡市葵

区

アメリカ・オハイオ州オーバリン⼤学のアレン・メモリアル美術館には、⽶⼈⼥性
メアリー・エインズワース⽒の寄贈した1500点以上の浮世絵版画が所蔵されてい
ます。同コレクションは、明治39年(1906)、エインズワース⽒の来⽇を契機に始
まったもので、初期から幕末まで、浮世絵の歴史を辿ることができる上、六⼤浮世
絵師の名品を含む優れた内容であることで注⽬されます。特に世界でも存在が1点
しか報告されていない初期の作品や、葛飾北斎、歌川広重の作品は、質量共に最も
注⽬すべきところです。その優れた内容は⼀部浮世絵研究者の間では注⽬されてい
ましたが、アメリカでもあまり紹介される機会がありませんでした。本展覧会は、
現地調査をもとにした選りすぐりの200点を展観するもので、この珠⽟のコレク
ションを⽇本に紹介する初めての⾥帰り展です。会場はバリアフリー対応で、展⽰
される作品のキャプション、図録には英語表記があります。

「百段雛まつり⻘森・秋⽥・⼭形ひな紀⾏」
「百段雛まつ
り展」実⾏委

員会
2019/1/18 2019/3/10 東京都 ⽬⿊区

ホテル雅叙園東京内の東京都指定有形⽂化財「百段階段」を舞台に、⽇本各地に伝
わる歴史ある雛⼈形を紹介する展覧会。毎年テーマとなる地域を変えて、⼤名家や
武家、商家伝来の⼈形や、⼟地に伝わる郷⼟玩具などを展⽰しています。第10回⽬
を迎える2019年は「⻘森・秋⽥・⼭形ひな紀⾏」と題し、東北3県の雛⼈形、雛⽂
化をご紹介予定です。国内外の⽅に⽇本⽂化、⼈形⽂化の価値を分かりやすくお伝
えするとともに、東京の地で魅⼒ある観光資源に間近に接していただくことで現地
への旅⾏意欲を⾼めることを⽬的とします。2010年から開催している展覧会の第
10弾。
外国⼈のゲストへ向け、例年チラシ、ホームページに⼀部英語を併記しています。

平成３０年度沖縄芸能マグネットコンテンツ育成
事業・沖縄空⼿御庭

沖縄県伝統空
⼿道振興会

2018/10/3 2018/10/7 沖縄県 那覇市

空⼿の本質や本場としての空⼿を伝えるためエンターテインメントとしての公演。
空⼿愛好家も空⼿を知らない観光客もみんなで空⼿に親しめる公演。また、空⼿演
武公演の⾼いハードルを乗り越えるために、沖縄の⽣活⾵⼟に根付く空⼿と空⼿に
深い関りを持つ伝統芸能とのコラボレーション。お客様の観点から、初めから終わ
りまで興味を持って⾒て頂けるステージ。空⼿・古武道から影響を受けたといわれ
る「琉球舞踊」や「エイサー」を織り込んだ構成とし、わかりやすく、楽しみなが
ら空⼿のルーツに触れる公演。また、障害者の⽅も来場できるよう会場はバリアフ
リー対応となっており海外の⽅も楽しめるようにパンフレットは英⽇対応、公演は
英語と中国語の字幕付きとなっています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

吟詠剣詩舞の祭典
けんみん⽂化
祭ひろしま実

⾏委員会
2018/11/25 2018/11/25 広島県 福⼭市

「けんみん⽂化祭ひろしま」は，広島県の豊かな⾃然と伝統に育まれた⽂化の発
掘、継承，育成を図るとともに，新たなひろしま⽂化の創造を⽬指し，喜びと感動
をわかちあうことのできる県⺠の祭として，８つの分野を開催しています。
「吟詠剣詩舞」の分野では，県内各地から選ばれた吟詠剣詩舞（吟詠，剣舞，詩
舞）の団体が演技を披露します。
⼊場は無料で，どなたでもご鑑賞いただけます。会場は障害者⽤駐⾞場や多⽬的ト
イレを設けています。

芸能・銭太⿎の祭典
けんみん⽂化
祭ひろしま実

⾏委員会
2018/10/21 2018/10/21 広島県 庄原市

「けんみん⽂化祭ひろしま」は，広島県の豊かな⾃然と伝統に育まれた⽂化の発
掘、継承，育成を図るとともに，新たなひろしま⽂化の創造を⽬指し，喜びと感動
をわかちあうことのできる県⺠の祭として，８つの分野を開催しています。
「芸能・銭太⿎」の分野では，県内各地から選ばれた⼀般芸能，銭太⿎の団体が演
技を披露します。
⼊場は無料で，どなたでもご鑑賞いただけます。会場は障害者⽤駐⾞場や多⽬的ト
イレを設けています。

合唱・洋楽の祭典
けんみん⽂化
祭ひろしま実

⾏委員会
2018/11/18 2018/11/18 広島県 呉市

「けんみん⽂化祭ひろしま」は，広島県の豊かな⾃然と伝統に育まれた⽂化の発
掘、継承，育成を図るとともに，新たなひろしま⽂化の創造を⽬指し，喜びと感動
をわかちあうことのできる県⺠の祭として，８つの分野を開催しています。
「合唱・洋楽」の分野では，県内各地から選ばれた合唱団（⼥声・男声・混声・少
年少⼥など）及びアマチュア吹奏楽団，管弦楽団，室内楽アンサンブルが演奏を披
露します。
⼊場は無料で，どなたでもご鑑賞いただけます。会場は障害者⽤駐⾞場や多⽬的ト
イレを設けています。

⼤正琴・新舞踊の祭典 けんみん⽂化祭ひ
ろしま実⾏委員会

2018/9/30 2018/9/30 広島県
世羅郡世

羅町

「けんみん⽂化祭ひろしま」は，広島県の豊かな⾃然と伝統に育まれた⽂化の発
掘、継承，育成を図るとともに，新たなひろしま⽂化の創造を⽬指し，喜びと感動
をわかちあうことのできる県⺠の祭として，８つの分野を開催しています。
「⼤正琴・新舞踊」の分野では，県内各地から選ばれた⼤正琴・新舞踊（歌謡曲な
どによる舞踊）の団体が演技を披露します。
⼊場は無料で，どなたでもご鑑賞いただけます。会場は障害者⽤駐⾞場や多⽬的ト
イレを設けています。

邦楽・⽇本舞踊の祭典
けんみん⽂化
祭ひろしま実

⾏委員会
2018/11/18 2018/11/18 広島県 三次市

「けんみん⽂化祭ひろしま」は，広島県の豊かな⾃然と伝統に育まれた⽂化の発
掘、継承，育成を図るとともに，新たなひろしま⽂化の創造を⽬指し，喜びと感動
をわかちあうことのできる県⺠の祭として，８つの分野を開催しています。
「邦楽・⽇本舞踊」の分野では，県内各地から選ばれた邦楽（尺⼋・筝曲・⻑唄・
清元等の三味線⾳楽など）・⽇本舞踊の団体・個⼈が演技を披露します。
⼊場は無料で，どなたでもご鑑賞いただけます。会場は障害者⽤駐⾞場や多⽬的ト
イレを設けています。

⺠謡⺠舞の祭典
けんみん⽂化
祭ひろしま実

⾏委員会
2018/11/3 2018/11/3 広島県

安芸⾼⽥
市

「けんみん⽂化祭ひろしま」は，広島県の豊かな⾃然と伝統に育まれた⽂化の発
掘、継承，育成を図るとともに，新たなひろしま⽂化の創造を⽬指し，喜びと感動
をわかちあうことのできる県⺠の祭として，８つの分野を開催しています。
「⺠謡⺠舞」の分野では，県内各地から選ばれた団体が⺠謡⺠舞を披露します。
⼊場は無料で，どなたでもご鑑賞いただけます。会場は障害者⽤駐⾞場や多⽬的ト
イレを設けています。

洋舞の祭典
けんみん⽂化
祭ひろしま実

⾏委員会
2018/9/23 2018/9/23 広島県 尾道市

「けんみん⽂化祭ひろしま」は，広島県の豊かな⾃然と伝統に育まれた⽂化の発
掘、継承，育成を図るとともに，新たなひろしま⽂化の創造を⽬指し，喜びと感動
をわかちあうことのできる県⺠の祭として，８つの分野を開催しています。
「洋舞」の分野では，県内各地から選ばれた洋舞（クラシックバレエ・モダンダン
ス・ジャズダンス・ヒップホップ）の団体が演技を披露します。
⼊場は無料で，どなたでもご鑑賞いただけます。会場は障害者⽤駐⾞場や多⽬的ト
イレを設けています。

和太⿎の祭典
けんみん⽂化
祭ひろしま実

⾏委員会
2018/12/9 2018/12/9 広島県 東広島市

「けんみん⽂化祭ひろしま」は，広島県の豊かな⾃然と伝統に育まれた⽂化の発
掘、継承，育成を図るとともに，新たなひろしま⽂化の創造を⽬指し，喜びと感動
をわかちあうことのできる県⺠の祭として，８つの分野を開催しています。
「和太⿎」の分野では，県内各地から選ばれた和太⿎の団体が，⼩中学校の部と⼀
般の部に分かれて演奏を披露します。
⼊場は無料で，どなたでもご鑑賞いただけます。会場は障害者⽤駐⾞場や多⽬的ト
イレを設けています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第2回WPPCこどもの国

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
平和を祈る会 
ピース・ハー

モニー

2018/10/14 2018/10/14 神奈川県
横浜市⻘

葉区

WPPC（WorldPeacePrayerCeremony：各国の国旗を掲げるセレモニー）とは、
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。

学校法⼈ 東北⽂化学園⼤学「第九コンサート」
学校法⼈ 東北
⽂化学園⼤学

2018/12/2 2018/12/2 宮城県
仙台市泉

区

年末の国⺠的⾏事であるベートーヴェンの交響曲第九番が⽇本で初演されたのは
1918年。100年⽬を迎える今年は、特に注⽬を集めている。
本学の「第九コンサート」は東⽇本⼤震災後の12⽉に犠牲者の追悼と復興を祈念し
て開催し、8年⽬となる。東北地域の学⽣・社会⼈の幅広い年齢層で合唱団を結
成、⽂化活動を⾏うことで被災者の⼼の復興の⼀助となることを⽬指し、復興住宅
の⽅々への優先的な鑑賞券配布もしてきた。また、昨年招待した視覚障害の⽅々に
は⼀⼈に学⽣⼆⼈がサポートした。今年はさらに医療福祉を学ぶ学⽣を中⼼とした
運営ボランティアを会場内に配置し、⾼齢者や⾞椅⼦の⽅の鑑賞をサポートする。
合唱団員として登壇する⾞椅⼦利⽤の筋ジスの学⽣も練習に励んでおり、友⼈達は
必要な介助についても学んでいる。

いばらアートループ商店街〜⻤〜
いばらアート
ループ商店街
実⾏委員会

2018/10/28 2018/10/28 岡⼭県 井原市

井原の街には、昔から⽂化・⾵習として地域に根付く「⻤まつり」という祭りがあ
る。若い世代においては、昔から伝わる伝統⽂化・⾵習に対する興味・関⼼が薄れ
てきているという実態があり、現在の商店街と置かれている状況が同じであること
に気付いた。商店街空き店舗等を活⽤し、「⻤まつり」の「⻤」を題材として、商
店、若いアーティストと協⼒し、アートな視点から「アート作品」・「パフォーマ
ンス(ダンス・⾳楽・ライブペインティング)」・「⾷」といったコンテンツで、新
しい「⻤」を表現する。イベントエリアの各会場は、⾼齢者・障害者でも⼊場しや
すいよう路⾯の空き店舗を選択した。また、⾳楽ライブ会場・ダンスパフォーマン
ス会場には、⾞椅⼦観覧席を確保する計画です。
※2018/1/13〜1/14で開催した「いばらアートループ商店街「⽷〜いとへん〜」
では、beyond2020プログラム認証を受けた。

第46回相模⼈形芝居⼤会
神奈川県、相
模⼈形芝居連

合会
2019/3/2 2019/3/2 神奈川県 ⼩⽥原市

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）】・傾城阿波の鳴⾨巡礼歌の段（前⿃座）・壺阪観⾳霊験記⼭
の段（林座）
・艶姿⼥舞⾐酒屋の段（下中座）・伽羅先代萩政岡忠義の段（⾜柄座）
・壺阪観⾳霊験記沢市内の段（⻑⾕座）

2018かながわの太⿎
神奈川県、神
奈川県太⿎連

合
2018/11/11 2018/11/11 神奈川県

横浜市⻄
区

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。

将棋フェス2018
公益社団法⼈
⽇本⼥⼦プロ

将棋協会
2018/9/16 2018/9/16 東京都 港区

初⼼者や将棋を全く知らない⼈たち、⼥性や⼦ども達にもっと将棋に気軽に楽しん
でほしいという理念の下、将棋を楽しみ、学ぶことでの新たなコミュニケーション
を提案したいと考えている。
親⼦将棋教室を開催し、新しい将棋の楽しみ⽅を提案したいと考えている。
またイベント内でプロ棋⼠と強豪アマチェアとのダブルス将棋（ペア将棋）を開催
し、ハイレベルな将棋観戦をしていただきながら、解説を通して⽇本独⾃の将棋⽂
化の継承、及び普及を⽬指す。
施設はバリアフリー対応の施設で開催し、外国語に対応できるスタッフ（インスト
ラクター）が対応可能である。

⽂化の秋 お笑いライブ
梅⽥地域学習

センター
2018/11/3 2018/11/3 東京都 ⾜⽴区

【⽂化の秋お笑いライブ】
万歳は新年にめでたい⾔葉を歌唱して、家の繁栄と⻑寿を祈る芸能である「千秋万
歳」を略した呼び⽅だと⾔われています。祝福芸の万歳は⽇本各地に広まり、それ
ぞれの地域に根付いて地⽅⾊を出しながら継承されました。
⾜⽴区のエンターティナーを応援し、活躍の場を提供するとともに、⽇本の⽂化の
ひとつである漫才やお笑いに親しんでいただく。
会場がバリアフリー対応となっており、外国語表記のパンフレットや各部屋の案内
が外国語表記になっています。
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はじめての役⽴つ実⽤書道
梅⽥地域学習

センター
2018/10/18 2018/11/22 東京都 ⾜⽴区

【はじめての役⽴つ実⽤書道】
⽇本古来の筆記⽤具である、⽑筆と墨を⽤いて、漢字や仮名⽂字を芸術的に表現す
る⽇本の伝統芸術の⼀つです。
センター登録団体講師や会員の皆様が筆の持ち⽅から習字の基本点描である永字⼋
法を学び封書などの宛名書きまで順を追って説明します。
会場がバリアフリー対応となっており、外国語表記のパンフレットや各部屋の案内
が外国語表記になっています。

Flügel abend 2018 〜未来へ⽻ばたけ、⼤阪⽂
化⼒〜

（公財）関
⻄・⼤阪21世

紀協会
2018/10/5 2018/10/5 ⼤阪府

⼤阪市中
央区

今秋開催の「⼤阪⽂化芸術フェス2018」の共催プログラムとして実施。関⻄・⼤
阪の舞台芸術を代表するアーティストによるパフォーマンスで、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・パラリンピックの⽂化プログラムbeyond2020に相応しい内容を⽬指
す。
あわせて、当協会設⽴３５周年、⽇本万博記念基⾦事業継承５周年、アーツサポー
ト関⻄発⾜５周年等の節⽬の年を迎え、この機会を捉えて、⼤阪⽂化祭賞、アーツ
サポート関⻄、⽇本万博記念基⾦事業等で国内外の各事業で助成した⼀定の成果も
発表する。
昨年同様、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。また、関⻄在住の外国⼈留学⽣を招待
するため、当⽇配布プログラムの曲⽬表⽰に英語表記も併記する予定のほか、受付
には複数国語対応のスタッフを配置する。

Amazon Fashion Week TOKYO 2018 A/W

⼀般社団法⼈
⽇本ファッ
ション・

ウィーク推進
機構

2018/10/15 2018/10/21 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。

⾝近なバリアを探る in 共⽣社会ホストタウン ⼭
⼝県宇部市

学校法⼈武蔵
野⼤学

2018/9/9 2018/9/9 ⼭⼝県 宇部市

⾝体的制約のある⼈にとっては、⾝近なところに様々なバリアがありますが、芸術
を共に鑑賞することができれば、機能的な社会⽣活のみならず⽂化的な側⾯でのイ
ンクルーシブ社会の実現につながります。バリアフリー対応の屋外に、⼈が触れて
も安全で破損等の危険性がない現代⽇本彫刻が展⽰されているときわミュージアム
（⼭⼝県宇部市）にて、⽬が⾒えないあるいは不⾃由な⽅と⼀緒に、⽬が⾒える参
加者もアイマスクをして、介助者と共に、誰もが同じく直接作品を⼿で触れます。
作品の感想を伝えあうことで、芸術を楽しむことに横たわるバリアを取り除き、世
界的にも著名な現代⽇本彫刻展の作品を感じて、発信することで、共⽣社会におけ
る⼼の豊かさを育んでいきます。

筑前琵琶伝承活動
筑前琵琶恵美

企画
2018/8/31 2019/7/31 福岡県

福岡市博
多区

団体活動に及ぶ演奏活動の取り組みにより⾼齢の⽅外国⼈など幅広い⽅々に筑前琵
琶を聴いていただきました。本年は明治維新150年にあたり福岡出⾝の維新の志⼠
功績を後世に残す為と福岡市無形⽂化財保持者の中村旭園⽒の芸⾵を残す為CDを制
作いたしました。このCDは福岡県内の図書館150箇所に寄贈ざせていただきます。
並びに、この活動を広く知っていただくために2018年10⽉23⽇にCD制作発表会
の100名のお客様に演奏披露とCDを差し上げる企画をいたしました。このことによ
り2020年に向かって更なる筑前琵琶のの発展を⽬指します。ボランティアスタッ
フによる⾞いすの⽅、⽬の不⾃由な⽅々の誘導、⾒守りを実施いたします。また、
外国⼈に対しましてはボランティアスタッフにより英語にて説明対応も⾏ってまい
ります。

国際漫画フェスティバル イン さいたま ２０１８
プラザノース
マネジメント

株式会社
2018/11/3 2018/11/11 埼⽟県

さいたま
市北区

今年で２８回⽬を迎える⽇本と世界各国の漫画家による作品展⽰イベントです。今
年の課題は「鉄道」です。⽂化芸術を気軽に楽しんで頂くため、落語や狂⾔、クラ
シックといったホール公演、またギャラリーでは若⼿アーティストによる展覧会を
開催。造形・ＣＧ・絵画・陶芸などの各種アトリエや和室では茶道・茶会、着付
け、⽣け花、和裁など各種サークル活動も盛んで、年間を通し芸術および⽇本⽂化
の魅⼒を伝える事業に取り組んでいます。施設全体がユニバーサルデザインによっ
て設計され、年齢や障害の有無にかかわらずさまざまな⼈にとって利⽤しやすい施
設となっています。介護ベッド、オストメイト対応のトイレも完備。ホール内に⾞
いす席があり、⾞いすの⽅も安⼼して公演を楽しめます。

２０１８さいたま市ユーモアフォトコンテスト
プラザノース
マネジメント

株式会社
2018/11/3 2018/11/11 埼⽟県

さいたま
市北区

今年で２７回⽬を迎える「ユーモア」をテーマとしたフォトコンテストです。さい
たま市が⽇本近代漫画の先駆者、北沢楽天ゆかりの地であることに由来していま
す。⽂化芸術を気軽に楽しんで頂くため、落語や狂⾔、クラシックといったホール
公演、またギャラリーでは若⼿アーティストによる展覧会を開催。造形・ＣＧ・絵
画・陶芸などの各種アトリエや和室では茶道・茶会、着付け、⽣け花、和裁など各
種サークル活動も盛んで、年間を通し芸術および⽇本⽂化の魅⼒を伝える事業に取
り組んでいます。施設全体がユニバーサルデザインによって設計され、年齢や障害
の有無にかかわらずさまざまな⼈にとって利⽤しやすい施設となっています。介護
ベッド、オストメイト対応のトイレも完備。ホール内に⾞いす席があり、⾞いすの
⽅も安⼼して公演を楽しめます。
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NPO法⼈徳島県古武道協会主催  東かがわ市⽩⿃
神社秋季⼤祭古武道奉納演舞⼤会

特定⾮営利活
動法⼈徳島県
古武道協会

2018/10/8 2018/10/8 ⾹川県
東かがわ

市

徳島に関ヶ原合戦前に伝承された柳⽣新陰流である阿州柳⽣神影流兵法剣術や流派
伝承の浦安の舞、神楽舞、五穀豊穣の舞などが披露される。当⽇は⽩⿃神社秋季⼤
祭の期間で有り多くの⼈出が⾒込まれ、外国⼈観光客、地元市⺠が楽しめるイベン
トとなっている。終了後は参加流派の剣術体験や巫⼥⾐装をつけての撮影なども計
画している。
健常者のみの参加ではなく、障害者でも⾃分の出来る範囲で楽しめるような企画と
なっている。特に⼤きな壁があるわけではなく誰でも分け隔てなく性別。年齢、障
害などの壁は全くない環境である。また⾞いすや移動サポートにはスタッフが対応
するようになっている。
英語は対応出るスタッフがいる。ただ⾔葉が通じなくても楽しめるようになってお
り、⽬で⾒て⽇本⽂化感じ、体で動いてさらに⽇本⽂化を感じ感銘を受ける企画と
なっている。

NPO法⼈徳島県古武道協会主催  美⾺市川上神社
秋季⼤祭古武道奉納演舞⼤会

特定⾮営利活
動法⼈徳島県
古武道協会

2018/10/28 2018/10/28 徳島県 美⾺市

徳島に関ヶ原合戦前に伝承された柳⽣新陰流である阿州柳⽣神影流兵法剣術とそれ
に付帯する流派伝承の武道神事である浦安の舞、剣の舞、神楽舞、五穀豊穣の舞な
どを川上神社春季⼤祭に付帯して奉納演舞いたします。
演舞は幼稚園から70歳まで性別、経験問わず取り組んでおります。もちろん障害者
でも参加可能であり各⾃⾃分の出来る範囲で演舞に取り組んでおります。また精神
障害や軽い発達障害者なとが引きこもりしている⽅でもリハビリをかねて参加でき
ます。
演舞後は無料体験会を開催する予定であり、⾔葉は通じなくても⼑の持ち⽅や舞の
踊り⽅などをレッスン致しますので⾔葉が通じなくても安⼼して⽇本の⽂化を体験
することが出来ます。

NPO法⼈徳島県古武道協会主催  ⾼原王⼦神社秋
季⼤祭古武道奉納演舞⼤会

特定⾮営利活
動法⼈徳島県
古武道協会

2018/11/3 2018/11/3 徳島県
名⻄郡⽯

井町

徳島に関ヶ原合戦前に伝承された柳⽣新陰流である阿州柳⽣神影流兵法剣術とそれ
に付帯する流派伝承の武道神事である浦安の舞、剣の舞、神楽舞、五穀豊穣の舞な
どを王⼦神社春季⼤祭に付帯して奉納演舞いたします。
演舞は幼稚園から70歳まで性別、経験問わず取り組んでおります。もちろん障害者
でも参加可能であり各⾃⾃分の出来る範囲で演舞に取り組んでおります。また精神
障害や軽い発達障害者なとが引きこもりしている⽅でもリハビリをかねて参加でき
ます。
演舞後は無料体験会を開催する予定であり、⾔葉は通じなくても⼑の持ち⽅や舞の
踊り⽅などをレッスン致しますので⾔葉が通じなくても安⼼して⽇本の⽂化を体験
することが出来ます。

 阿波国⼀之宮⼤⿇⽐古神社新嘗祭古武道奉納演
舞⼤会

特定⾮営利活
動法⼈徳島県
古武道協会

2018/11/23 2018/11/23 徳島県 鳴⾨市

徳島に関ヶ原合戦前に伝承された柳⽣新陰流である阿州柳⽣神影流兵法剣術とそれ
に付帯する流派伝承の武道神事である浦安の舞、剣の舞、神楽舞、五穀豊穣の舞な
どを阿波国⼀之宮⼤⿇⽐古神社新嘗祭に付帯して奉納演舞いたします。
演舞は幼稚園から70歳まで性別、経験問わず取り組んでおります。もちろん障害者
でも参加可能であり各⾃⾃分の出来る範囲で演舞に取り組んでおります。また精神
障害や軽い発達障害者なとが引きこもりしている⽅でもリハビリをかねて参加でき
ます。
演舞後は無料体験会を開催する予定であり、⾔葉は通じなくても⼑の持ち⽅や舞の
踊り⽅などをレッスン致しますので⾔葉が通じなくても安⼼して⽇本の⽂化を体験
することが出来ます。

MOA美術館児童作品展
公益財団法⼈
岡⽥茂吉美術

⽂化財団
2018/8/24 2019/2/28 全国

国内３９
０市区町

村

⼩学⽣を対象とした児童作品展は、「絵画の部」では、伝統⽂化や⽣活⾵景等を⾃
由に描き、また「書写の部」では、漢字，平仮名等の⽇本語の豊かさに触れること
から、⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組となっている。全国の市区町村単位で390の
実⾏委員会を組織し、23,000名を超えるボランティアが参加。地域の公共機関を
中⼼に展⽰・表彰式を⾏い、地域社会の絆を深め、活⼒あるコミュニティづくりと
なっている。その他、全国600カ所を超える医療福祉機関の展⽰を⾏い、より多く
の⽅に観覧していただけるよう学校・家庭・地域が連携し、社会全体で⼦どもたち
を育てていくことを重視している。展⽰会場は,バリアフリー対応になっている会場
も多く、移動が困難な⽅にはスタッフが個別対応もしている。さらに⽇本⽂化（お
茶、お花）を体験できるコーナーを設けている会場もある。

地域の物語
公益財団法⼈
せたがや⽂化

財団
2018/6/9 2019/3/17 東京都 世⽥⾕区

今年度はシンガポールの劇団ネセサリーステージとの協働制作を部分的に⾏いま
す。ワークショップ当⽇は英語の通訳が常駐します。2019年3⽉17⽇（⽇）に⾏う
発表会につきましては、英語版の公演情報ページを制作予定です。
ワークショップの会場となる稽古場へは、エレベーター等でご案内いたします。建
物内には⾞いすで利⽤できる多⽬的トイレ、オストメイト⽤の設備を備えていま
す。発表会の会場となるシアタートラムは座席に⾞椅⼦スペースがあり、⾞椅⼦の
ままご観劇も可能です。お座席でご観劇になる場合も、スムーズにお席にご案内さ
せていただきます。また、劇場内にも⾞いす⽤トイレを設けてございます。

信州なかの⾳楽祭2018 中野市 2018/10/14 2018/11/4 ⻑野県 中野市

⾳楽によるまちづくりを⽬的に、市⺠が主体的に企画・⽴案し、運営する⾳楽イベ
ントです。期間中は⾳楽に関する様々なプログラムを開催します。
〈主な内容〉
10/14（⽇）作曲家岩河智⼦先⽣のレクチャー付き合唱コンサート
10/28（⽇）ミュージッククラフトフェア
11/3（⼟）加藤登紀⼦×⿇⾐スペシャルコンサート
11/4（⽇）バンドコンテスト決勝戦
国⽴⾳楽⼤学武⽥忠善学⻑による吹奏楽クリニック
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国際⽂芸フェスティバルTOKYO
⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/6/20 2019/3/29 東京都 ⽬⿊区

・⽇本の⽂化や歴史､およびコンテンツ産業の根幹を担う⽂芸シーン（そこから派
⽣する様々なコンテンツ含む）を盛り上げること。また⽇本の⽂学・⽂芸・出版⽂
化と､そこから派⽣する多様な⽂化的コンテンツや表現活動を世界にアピールする
こと（同時に世界の⽂芸シーンと交流すること）を⽬的とし､多様性・地域性・国
際性を認め､育み､環境整備に資する⾏事(国際⽂芸フェスティバル等)の企画、運
営、開催を⾏う。
・イベント実施会場の選定の際、「障碍者にとってのバリアを取り除く」に該当す
る会場を積極的に選んでいく。また、⾞いすでの参加を可能とすべく、イベント受
付の際、別途受付を⾏い対応する。
・核となるイベントを実施する際、同時通訳システムを導⼊して⾔語の壁を取り除
く。

⽊ノ下歌舞伎「摂州合邦辻」
公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2019/3/14 2019/3/17 神奈川県

横浜市中
区⼭下町

京都を拠点に活動する劇団・⽊ノ下歌舞伎による「摂州合邦辻」を上演する。ここ
数年で、独⾃の表現を確⽴しつつある⽊ノ下歌舞伎により、有名古典作品の再解
釈・再発⾒に取り組む。
我が国の古典芸能を、その専⽤劇場ではないKAATがあえて上演するなかで、いか
に同時代性、普遍性と魅⼒をもった舞台芸術として上演していけるかというテーマ
に、意欲的に挑むプロジェクト。
また、公演会場には⾞椅⼦エリアが確保され、劇場にはエレベーターも完備されて
いるため、建物⼊⼝から⾞椅⼦席までストレスなくたどり着くことができる。

劇団東少ファミリーミュージカル「シンデレラ」
プラザノース
マネジメント

株式会社
2019/1/27 2019/1/27 埼⽟県

さいたま
市北区

開館10周年記念、過去開催でアンコール公演のご要望の多かった、劇団東少ファミ
リーミュージカル、今回は「シンデレラ」を上演します。⽂化芸術を気軽に楽しん
で頂くため、落語や狂⾔、クラシックといったホール公演、またギャラリーでは若
⼿アーティストによる展覧会を開催。造形・ＣＧ・絵画・陶芸などの各種アトリエ
や和室では茶道・茶会、着付け、⽣け花、和裁など各種サークル活動も盛んで、年
間を通し芸術および⽇本⽂化の魅⼒を伝える事業に取り組んでいます。施設全体が
ユニバーサルデザインによって設計され、年齢や障害の有無にかかわらずさまざま
な⼈にとって利⽤しやすい施設となっています。介護ベッド、オストメイト対応の
トイレも完備。ホール内に⾞いす席があり、⾞いすの⽅も安⼼して公演を楽しめま
す。

秋葉区⽂化会館レジデンス合唱団フォリエ定期演
奏会2018秋〜愛する歌・愛される歌〜

新潟市秋葉区
⽂化会館

2018/9/9 2018/9/9 新潟県 新潟市

秋葉区⽂化会館を拠点として活動する結成５年⽬の市⺠合唱団”フォリエ”の定期演
奏会です。カウンターテナー･彌勒忠史さん指導の下、ジャンルを問わず⾳楽を楽
しみ、⽇々練習に励んでおります。今回はゲストにソプラノ歌⼿･⼩川⾥美さんを
お招きし、合唱団”フォリエ”との合唱や独唱をご披露いただきます。
駐⾞場は、⾞いす対応⾞５台分ございます。会場はバリアフリー化され、会場内に
は⾞いす席を設けておりますのでので、⾞いすの⽅でもお気軽にお越しいただけま
す。

７つの謎解きミステリーラリー

独⽴⾏政法⼈
国⽴美術館東
京国⽴近代美

術館

2018/7/20 2018/9/17 東京都 千代⽥区

国⽴・都⽴のミュージアムと東京メトロによる新しい体験型アートエンターテイン
メント「７つの謎解きミステリーラリー」を開催いたします。このミステリーラ
リーは、「ミステリーラリー謎解きブック」を⼊⼿し、ストーリーの主⼈公となっ
て7つのミュージアムと駅を巡っていただきます。各館のアート作品や建築、駅の
パブリックアートに隠された謎を解くことで、本格的なアート鑑賞が楽しめる、新
しい体験型アートエンターテインメントです。
なお、対象のミュージアムは、それぞれ⾞椅⼦を貸し出したり、展⽰解説等を外国
語併記(英語・中国語・韓国語）とする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す。

【特別展】皇室ゆかりの美術―宮殿を彩った⽇本
画― Special Exhibition: Art Associated with 
the Imperial Family―Nihonga Decorating the 
Imperial Palaces

公益財団法⼈ 
⼭種美術財団  
（⼭種美術

館）

2018/11/17 2019/1/20 東京都 渋⾕区

・⽇本画や⼯芸品など、皇室ゆかりの美術作品を紹介する展覧会を開催する。天皇
⾃筆の書や宮家に伝来した絵巻、皇族から下賜された美術⼯芸品、帝室技芸員たち
の作品や、1968年に完成した皇居宮殿の宮殿装飾を⼿掛けた⽇本画家たちによ
る、当館所蔵の宮殿ゆかりの作品などを紹介し、⽇本美術の魅⼒を発信する。
・建物はバリアフリー建設となっており、⾳声ガイドも⽤意されている。キャプ
ション、パネル類も読みやすい⼤きさ、るびをふるなど⼯夫し、幅広い年齢層の来
館者に楽しんでいただけるよう⼯夫がされている。
・主要パネルの解説⽂、キャプションなどは英語版も⽤意し、バイリンガル化を進
めている。また主要作品の解説⽂章を掲載した英語解説シートも無料で配布してい
る。
・館内では⽇本画の魅⼒を紹介するビデオを上映。（⼀部英語字幕付き）

Seed ⼭種美術館 ⽇本画アワード 2019 ― 未来
をになう⽇本画新世代 ― Yamatane Museum 
of Art NIHONGA AWARD: Seed 2019 ― Meet 
the Future of Nihonga ―（公募ならびに展覧会
「【⼭種美術館 広尾開館10周年記念特別展】
Seed ⼭種美術館 ⽇本画アワード 2019 ― 未来
をになう⽇本画新世代 ―」）

公益財団法⼈ 
⼭種美術財団  
（⼭種美術

館）

2019/2/20 2019/8/23 東京都 渋⾕区

・⼭種美術館では、⽇本画の新たな創造に努める優秀な画家の発掘と育成を⽬指
し、公募展「Seed⼭種美術館⽇本画アワード2019」を開催する。本アワードは、
過去に実施していた「⼭種美術館賞展」の趣旨を継承しつつ、推薦制から公募制に
改めるなど、時代に即したかたちで装いを新たにしたものである（2016年に再開
し、2019年は再開後、第2回⽬となる）。この取り組みを通して、新しい時代に向
けた⽇本画家の育成と⽇本画の発展に貢献し、⽇本美術の魅⼒を発信することを⽬
指している。
・建物はバリアフリー建設となっており、キャプション、パネル類も読みやすい⼤
きさ、るびをふるなど⼯夫し、幅広い年齢層の来館者に楽しんでいただけるよう⼯
夫がされている。
・主要パネルの解説⽂、キャプションなどは英語版も⽤意し、バイリンガル化を進
めている。また概要を掲載した英語解説シートも無料で配布している。
・館内では⽇本画の魅⼒を紹介するビデオを上映。（⼀部英語字幕付き）
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[企画展] ⽇本美術院創⽴120年記念 ⽇本画の挑
戦者たち ―⼤観・春草・古径・御⾈― 
Thematic Exhibition：120th Anniversary of 
the Japan Art Institute Exihibition: 
Challengers in Nihonga – Taikan, Shunsō, 
Kokei, and Gyoshū

公益財団法⼈ 
⼭種美術財団  
（⼭種美術

館）

2018/9/15 2018/11/11 東京都 渋⾕区

・今年、⽇本美術院が創⽴120年を迎えることを記念して、⼭種美術館では、同院
において、特にめざましい活躍をみせた横⼭⼤観、菱⽥春草、⼩林古径、速⽔御⾈
を中⼼に、画家たちの活動の軌跡をたどる展覧会を開催。⽇本美術院の草創期に活
躍した画家から、現代の⽇本画壇を代表するにいたる同院の画家の優品をご紹介。
特に、古径の代表作《清姫》全8点を⼀堂に展⽰するとともに、御⾈《名樹散椿》
（重要⽂化財）（10⽉16⽇-11⽉11⽇公開）を特別展⽰。
・建物はバリアフリー建設となっており、⾳声ガイドも⽤意されている。キャプ
ション、パネル類も読みやすい⼤きさ、るびをふるなど⼯夫し、幅広い年齢層の来
館者に楽しんでいただけるよう⼯夫がされている。
・主要パネルの解説⽂、キャプションなどは英語版も⽤意し、バイリンガル化を進
めている。また主要作品の解説⽂章を掲載した英語解説シートも無料で配布してい
る。
・館内では⽇本画の魅⼒を紹介するビデオを上映。（⼀部英語字幕付き）

京都⽂化⼒プロジェクト2016-2020「KYOTO・
アート6-芸術めぐり-」

京都府、京都
⽂化⼒プロ

ジェクト実⾏
委員会

2018/9/22 2018/9/30 京都府 福知⼭市

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、京都府全体で⽂化・芸術を
盛り上げていくため、“いけばな”、“⼯芸”、“写真”、“書”、“彫刻”、“⽇本画”の芸術
6分野において、京都を代表する芸術家約100⼈の作品を展⽰します。
会場及び会期
○福知⼭市佐藤太清記念美術館2階（福知⼭市字岡ノ32-64）／9⽉22⽇（⼟）〜9
⽉30⽇（⽇）
○福知⼭市丹波⽣活⾐館ギャラリー（福知⼭市字内記10）／9⽉22⽇（⼟）〜9⽉
30⽇（⽇）
○市⺠交流プラザふくちやま（福知⼭市駅前町400）ギャラリー／9⽉22⽇（⼟）
〜9⽉26⽇（⽔）交流スペース／9⽉22⽇（⼟）〜9⽉24⽇（⽉・祝）

明治改元１５０年記念シンポジウム 『明治期の
先⼈の英知を次代へ，今を⽣きる私たちが考える
こと』

京都市 2018/10/22 2018/10/22 京都府 京都市

【第１部】基調講演講師：磯⽥道史⽒（歴史学者，国際⽇本⽂化研究センター准教
授）
【第２部】学⽣による京都の未来に向けた提⾔発表発表者：「明治の精神と知恵を
今と未来に活かす事業」学⽣メンバー
【第３部】パネルディスカッションパネリスト：⾨川⼤作京都市⻑（予定・順不
同）⼭極壽⼀京都⼤学総⻑「明治の精神と知恵を今と未来に活かす事業」学⽣メン
バー代表者コーディネーター：磯⽥道史⽒（歴史学者，国際⽇本⽂化研究センター
准教授）

京都・嵐⼭花灯路-２０１８
京都・花灯路
推進協議会

2018/12/8 2018/12/17 京都府 京都市
嵯峨・嵐⼭地域の⽔辺や⽵林を含む⾃然景観や歴史的⽂化遺産など地理的条件を活
かし、露地⾏灯などの「灯り」といけばな作品による「花」の演出により、初冬の
季節感を魅⼒的に表現する。

京都・東⼭花灯路－２０１９
京都・花灯路
推進協議会

2019/3/8 2019/3/17 京都府 京都市
⽩壁や⽊々にゆらめく陰影，⽯畳や⾨前町の店頭に彩りをそえるはんなりとした灯
りなど，東⼭地域の地理的諸条件を⽣かし，露地⾏灯などの「灯り」といけばな作
品による「花」の演出により，早春の季節感を魅⼒的に表現する。

ブルグミュラーコンクール ２０１８

⼀般社団法⼈
全⽇本ピアノ
指導者協会 北

海道⽀部

2018/10/20 2018/12/9 北海道

札幌市中
央区、苫
⼩牧市、
旭川市、
札幌市中

央区

⽇頃レッスンで使⽤しているピアノ曲、ブルグミュラーを学び、ピアノ学習におい
て、より豊かな表現を追及する素地を養うことを⽬的とした全国展開のコンクー
ル。ピアノ⾳楽を通じて豊かな⼈間性の育成と、⽣涯学習に係る活動を実践する場
を提供し、地域の⽣涯学習と⾳楽⽂化振興により⼀層深く寄与することを趣旨とし
て開催致します。⾞椅⼦の⽅はスタッフによる誘導を万全に整えております。

第９回 情熱の⽇・芸術祭 コンクール シューレ
情熱の⽇・芸
術祭実⾏委員

会
2018/10/13 2018/11/24 北海道

札幌市中
央区

近年、東京発のコンクールやオーディションが北海道でも開催され学習者がそれぞ
れの⽬標に合った催しを選んで参加できるようになりました。しかしながら、その
多くは北海道発の催しでは無い為に東京まで⾏かなければ優れた活動を享受するこ
とが出来ない等の制約があります。また、これらの催しは現在の地⽅分権の流れと
は逆のスタンスで運営されている為に北海道の特徴がまったく活かされていない現
状が続いています。そんな中で⾳楽教育の現場では、北海道の未来に向け新たなコ
ンクールの創設が切望されておりその要望に応え、ただ単に競争と捉えず｢共に⼈
⽣を学んで⾏く場｣と考え創設し、この度第９回⽬の開催の運びとなりました。ま
た、⾳楽を通じて豊かな⼈間性の育成と、⽣涯学習に係る活動を実践する場を提供
し、地域の⽣涯学習と⾳楽⽂化振興により⼀層深く寄与することを趣旨として開催
致します。客席には⾞椅⼦⽤スペースを確保します。

第７回うまいものおやま評定2018
うまいものお
やま評定実⾏

委員会
2018/10/14 2018/10/14 栃⽊県 ⼩⼭市

⼩⼭地区定住⾃⽴圏を形成する⼩⼭市・下野市・野⽊町・結城市のご当地うまいも
のを⼩⼭市に集めて、地産地消の推進と地域の活性化を図るとともに、豊かな⾷の
魅⼒を全国へ発信することを⽬的に「第7回うまいものおやま評定2018」を開催い
たします。
⼩⼭地区定住⾃⽴圏域内都市、災害協定都市のうまいものや、県内外のうまいもの
のほか、⼩⼭産の⼩⻨粉「イワイノダイチ」を使⽤した⼩⼭うどんも出店し、選り
すぐりのうまいものを⾷べ⽐べできます。また、会場は⾞イスの⽅でも観覧しやす
いようバリアフリーの⼩⼭御殿広場を使⽤し、会場に隣接した市役所は、⾞イス利
⽤者専⽤駐⾞場や段差がない出⼊⼝と通路、多⽬的トイレなどの設備があり、どな
たでも楽しめるイベントとなっております。
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⿃居⿓蔵セミナー第3回「⿃居⿓蔵の⼩学校在学
歴－⾃伝・卒業証書・履歴書を読む－」

徳島県⽴⿃居
⿓蔵記念博物

館
2018/9/17 2018/9/17 徳島県 徳島市

⼩学校を2年⽣で中退したといわれる⿃居⿓蔵の学歴の真相を，諸資料から検討し
ます。会場は多⽬的トイレを備えるなどバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽
しんで頂ける会場となっています。

⿃居⿓蔵セミナー第4回「⿃居⿓蔵、郷⾥を駆け
る－徳島での⾜跡を辿る－」

徳島県⽴⿃居
⿓蔵記念博物

館
2018/11/25 2018/11/25 徳島県 徳島市

⿃居⿓蔵の徳島での⾜跡を総覧し，個別に調査事例を紹介するとともに，これに協
⼒した県⼈の活動にも焦点を当て，その意義を確認していきます。会場は多⽬的ト
イレを備えるなどバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場と
なっています。

第46回⼤分県⾳楽コンクール予選・本選
⼤分県⾳楽協

会
2018/9/22 2018/11/10 ⼤分県 ⼤分市

ピアノ・弦楽器・管打楽器・声楽・作曲の各部⾨において、⼩学⽣から⼤学⼀般ま
での予選を⾏い、通過者による本選を⾏う。成績優秀者を表彰する。⼤分県におけ
る⾳楽レベルの向上発展を期し、若い⾳楽家の育成に資す。

市⺠の⽇記念事業 夢の架け橋コンサート
公益財団法⼈ 
市原市⽂化振

興財団
2018/11/3 2018/11/3 千葉県 市原市

市原市内の⼩中学校・⾼等学校吹奏楽部及び合唱部で平成30年4⽉から11⽉にかけ
て、全国⼤会・東⽇本⼤会・千葉県⼤会等の各種⼤会及び⾳楽コンクールなどに出
場して活躍された学校にその成果を広く市⺠に披露できる場を提供すると共に⼀般
市⺠がその演奏や合唱を聴くことで、市原市の⾳楽芸術⽂化の向上を⽬指すことを
⽬的に開催する。会場となる市原市市⺠会館は、⾞椅⼦⽤座席、障害者⽤トイレ、
障害者⽤駐⾞場を設置しており、会場内はバリアフリーである他、⾞椅⼦の貸出も
⾏っている。

ニューイヤーコンサート2019 新春の彩り煌び
やかな調べ

公益財団法⼈ 
千葉交響楽団

2019/1/13 2019/1/13 千葉県 千葉市

当楽団は県内のプロオーケストラとして、県内の学校を巡回する⾳楽鑑賞教室、ま
た県内ホールで公演する県⺠芸術劇場公演を中⼼に、県⺠にオーケストラの演奏を
通じて⾳楽の普及活動を⾏っている。
公演では普段会場に⾜を運ぶことが困難な障害者の⽅や児童養護施設の⽅、関係者
を招待し、プロオーケストラによる⽣の演奏に触れ、楽団の交流を図ることを⽬的
としている。会場は、障害者⽤トイレや障害者席、専⽤駐⾞場が完備されており、
障害をお持ちのお客様でも安⼼してご鑑賞いただける。

「荒城の⽉」市⺠⼤合唱

仙台市、（公
財）仙台市市
⺠⽂化事業団
（仙台⽂学

館）

2018/10/19 2018/10/19 宮城県 仙台市

仙台が⽣んだ詩⼈、⼟井晩翠を偲び、毎年晩翠の命⽇10⽉19⽇に開催しているも
の。「荒城の⽉」をはじめとする楽曲を歌唱、演奏する団体を募集し、発表してい
ただく。フィナーレでは、出演者、鑑賞者を含め、全員で「荒城の⽉」を⼤合唱す
る。バリアフリーの施設である仙台⽂学館を会場としており、出演、鑑賞ともに、
どなたでも応募、参加いただけるイベントとなっている。

企画展「資料が伝える物語〜2013年以降の新収
資料から〜」

仙台⽂学館
（公益財団法
⼈仙台市市⺠
⽂化事業団）

2018/9/1 2019/3/31 宮城県 仙台市

仙台⽂学館では、1999年3⽉の開館以来、多くの⽅から書籍・雑誌・原稿・書簡・
書画など多岐にわたる⽂学資料をご寄贈いただいています。それらの資料は、常設
展⽰で活⽤しているほか、2009年と2013年に「寄贈資料展」と題して企画展⽰と
して紹介しました。その後も新たな資料が多数寄せられていることから、このたび
2期に分け、⾃筆資料を中⼼とした新収資料展を開催します（会期：Ⅰ期2018年9
⽉1⽇〜9⽉24⽇、Ⅱ期2018年12⽉8⽇〜2019年3⽉31⽇）。会場となる仙台⽂学
館は、エレベーター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が整っていることから、
⾞椅⼦の⽅もご観覧・ご参加いただけます。

アッサム⺠族舞踊 仙台公演

⽇⽴システム
ズホール仙台
（公益財団法
⼈仙台市市⺠
⽂化事業団）

2018/9/21 2018/9/21 宮城県 仙台市

⽇⽴システムズホール仙台では、毎年インド政府による東⽇本⼤震災復興⽀援を受
け、インド各地の舞踊団による舞踊公演を開催しております。今年は北東インド・
アッサム地⽅より舞踊団が来⽇します。会場となる⽇⽴システムズホール仙台は、
エレベーター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦
の⽅もご観覧いただける催しとなっています。世界有数の紅茶の産地として知られ
るアッサムの豊かな精神⽂化を感じる舞踊を、ぜひご覧ください。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第6回津軽三味
線・津軽⺠謡全国⼤会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/1 2018/12/2 滋賀県 ⼤津市

伝統芸能である津軽三味線・津軽⺠謡のコンクールを⾏い、愛好者とより⼀層の技
術の向上を図ると共に地元及び全国の郷⼟芸能の発表を⾏いそれぞれの普及発展と
伝承に努める。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただく
ことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第14回東近江
市美術展覧会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/10 2018/10/21 滋賀県 東近江市

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施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただ
くことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 歓喜の歌声
「第九in東近江」2018

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/2 2018/12/2 滋賀県 東近江市

ベートーヴェン「第九」を通じて、接する⼈々全てが、共に合唱の喜びと感動を分
かち合う、市⺠参加型の「市⺠がつくる、市⺠のための、市⺠の第九」を実施す
る。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができ
る。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
概要

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 0才から100才
までのコンサート・深沢亮⼦ピアノコンサート

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/31 2018/10/31 滋賀県 守⼭市

質の⾼い⾳楽を聞くことによって0才から100才と年令に関係なく、また障がいを
持たれている⽅々にも多く参加していただきノーマライゼーションの世界を⽬的に
開催。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことがで
きる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 ジュニア・ダ
ンス・フェスvol.7

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/16 2018/12/16 滋賀県 甲賀市

甲賀市内を拠点に活動するダンスグループが⼀堂に会し、それぞれの個性を発揮し
たパフォーマンス等を披露する。また、⼦どもの頃から本格的なステージ体験をす
ることにより、地域の⽂化⼒向上に資することを⽬的として開催する。会場はバリ
アフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

障害者芸術アクセシビリティ普及促進事業
社会福祉法⼈

グロー
2018/7/1 2019/3/31 滋賀県

近江⼋幡
市

あらゆる⼈が⽂化・芸術を享受できる環境整備（アクセシビリティ）の向上にむ
け、障害のある⼈が芸術に親しみ、楽しめる環境を充実させるための事業を実施す
る。
【事業計画】
（１）障害者が芸術を鑑賞する機会の拡充に向けた研修会
（２）障害のある⼈を対象とした芸術鑑賞会
（３）県⽴学校への芸術アクセシビリティ体験
（４）⽷賀⼀雄記念賞⾳楽祭の情報アクセシビリティの充実
（５）意⾒交換会の実施

障害者芸術⽂化活動⽀援センター事業 ⼈材育成
研修

社会福祉法⼈
グロー

2018/10/1 2019/1/31 滋賀県
近江⼋幡

市

アール・ブリュットインフォメーション＆サポートセンター（通称：アイサ）で
は、障害者の芸術活動⽀援に関する研修を実施しています。今年度は、芸術⽂化活
動の⽀援⽅法に関する研修を２回、著作権等の権利保護に関する研修、作品発表に
関する技術研修、鑑賞⽀援に関する研修を各１回の、計５回の研修を予定していま
す。

平成30年度 障害者表現活動の地域拠点づくり
モデル事業

社会福祉法⼈
グロー

2018/4/1 2019/3/31 滋賀県
栗東市 

ほか

障害者による⾳楽やダンス等の表現活動を滋賀県内全体に広め、地域が主体となっ
て活動していく環境を整えていく事をめざし、障害者の表現活動を適切に指導・運
営できる⼈材の育成に関する事業を⾏います。

WAKE UP FES 2018
クマフェス実

⾏委員会
2018/10/7 2018/10/7 埼⽟県 熊⾕市

「WAKEUPFES2018」は埼⽟県に縁のあるアーティストやタレント、埼⽟県北部
エリアのゆるキャラが総出演、⾳楽を通して地域飲⾷店や商店、企業等が⾃分たち
の取組みを発信し埼⽟県北部エリアの様々な魅⼒を県内外の来場者に対しPRを⾏い
ます。
また、地域出⾝アーティストの育成や、次世代へ向けた⾳楽⽂化振興として、⼩学
⽣以下の⼊場は無料としており、さらには地域の⾷⽂化を始めとした様々な⽂化へ
の興味を持ってもらう事も当イベントの⽬的としています。
また⼊場券のラバーランドを活かした「彩りラバーランド事業」との連携により地
域商店の販売促進を⾏い、2019年ラグビーワールドカップ開催に向けた事前の地
域PR活動も当イベントの事業⽬的とし、第2回開催に向けて「また来たい」「また
出たい」と思える“みんなで作る⾳楽フェス”を⽬指して、地域に喜ばれるイベント
の運営とPRを⾏います。
イベント会場の各ステージには⾞いすゾーンを設置し、バリアフリーエリアを確保
します。

コレオグラファーの⽬vol.17「⾜袋nce@能楽堂
〜⾜袋を履いて宙（そら）に舞う」＋「アロマス
トレッチ＆⾜袋nce講座」＆「狂⾔体験ワーク
ショップ」

埼⽟県舞踏協
会

2018/10/15 2018/11/4 埼⽟県 越⾕市

①アロマストレッチ＆⾜袋nce講座（10/15)、②狂⾔体験ワークショップ
（10/29)、③「⾜袋nce@能楽堂〜⾜袋をはいて宙（そら）を舞う」公演
（11/4）の三本⽴てイベント。公演では⾜袋を履いて踊るコンテンポラリーダンス
と、狂⾔師＋バレエダンサーで演じる狂⾔「釣針」を上演。講座も含め、お年寄り
から⼦供まで誰でも楽しめます！
講師：原島マヤ＆上⽥仁美＆藤井⾹（埼⽟県舞踊協会所属）、深⽥博治（「万作の
会」所属）。出演：細川初枝、岸野奈央、⼤澤歩佳、逸⾒菜⽉、狂⾔師：深⽥博治
他。尚、開演前には、無料のアロマリラックスハンドトリートメント、「花⽥苑」
散策（公園チケットにて⼊場無料）、⾜型計測による⾏⽥⾜袋販売やお抹茶販売も
楽しめます。会場はバリアフリーとなっています。

2019・彩の国 映像フェスティバル
川⼝コミュニ
ティ映像研究

会
2019/2/24 2019/2/24 埼⽟県 川⼝市

川⼝コミュニティ映像研究会は（以下KCV研究会と表現します）、川⼝市を中⼼に
活動する映像研究会です。発⾜以来5年⽬を迎え、その5周年記念事業の⼀環として
「第1回彩の国・映像フェスティバル」を⾏います。
第1部：中核市になった川⼝市の魅⼒を伝える川⼝PRビデオの上映
第2部：埼⽟県の魅⼒を伝えるわが街PRビデオの上映
第3部：⼩・中・⾼学⽣が作るビデオ（映像テーマ：友だち）の上映
映像に興味のある⼩・中学⽣と、映像制作を⽬指している共催団体など盛⼈（50歳
以上の元気盛んな⼈）の皆様と映像の楽しさを分かち合い、発⾜以来ご指導をいた
だいた⽅々への感謝と川⼝市から彩の国へと映像の輪を広げることを⽬的として映
像フェスティバル（上映会）を実施します。
会場はバリアフリーで⾞いすの⽅も鑑賞できます。
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秩⽗でつながるコンサート2019
〜「第九」「旅⽴ちの⽇に」を歌おう

ちちぶ夢創り
フィルハーモ

ニー
2019/3/17 2019/3/17 埼⽟県 秩⽗市

秩⽗地域唯⼀の市⺠オーケストラである、ちちぶ夢創りフィルハーモニーの演奏会
です。今回の演奏会は本楽団結成10周年を記念した初の試みとして、市⺠等から公
募し、秩⽗で第九を歌う会の協⼒のもと練習を積んだ合唱メンバー（ソリストも地
元在住者中⼼）とのコラボレーションにより開催します。主な曲⽬はベートーヴェ
ンの「交響曲第9番（第九）」、そして秩⽗市内の中学校で⽣まれ、今や⽇本全国
の学校で歌われている卒業ソング「旅⽴ちの⽇に」。「旅⽴ちの⽇に」は本楽団定
期演奏会の定番曲ですが、今回は初めて公募の市⺠等による合唱団と共演し演奏し
ます。なお会場はバリアフリー対応で⾞椅⼦観覧席があります。

東京オリンピック2020『埼⽟開催4競技』をみん
なで知ろう！参加しよう！

NPO法⼈埼⽟
ジャーニー63

2018/10/6 2018/10/6 埼⽟県
さいたま
市南区

埼⽟県開催の4競技を「⼦供が親しみ、楽しむマンガタッチで描いたPRパネル」を
作成し、そのパネルを以下の場所に掲⽰します。加えて⼦ども向けゲームイベント
で楽しい体験を通し、みんながお友達の意識を感じてもらいます。
南区ふるさとふれあいフェア実⾏委員会主催の「南区ふるさとふれあいフェアまつ
り（平成30年10⽉6⽇開催、浦和競⾺場）」にイベントブースを設置します（※当
NPOは毎年参加しています）
パネルのタイトル等は⽇本語と英語で表記。外国⼈には、英語での会話で対応でき
ます。

さいたま・つく〜る 伝統⼯芸 KIMEKOMI体験
公益社団法⼈ 
埼⽟デザイン

協議会
2018/9/29 2019/2/23 埼⽟県

さいたま
市⼤宮区

さいたま市の誇る伝統芸能を⼦どもにもなじみやすいサッカーボールなどをモチー
フとして⽊⽬込み体験をする。素材には特産品である、武州藍染などの埼⽟の織物
の⽣地を使う⽊⽬込みも予定。施設内でなく軒先なので体験しない⼈にも広く紹介
できる上に、バリアフリー対応。作業は単純なので、⼦どもから、⽇本語のわから
ない外国⼈にも英語で書かれた説明書と実演にて対応しており、お⼟産としても楽
しんでもらえる。

SMF宝船展2019@MOMAS

SMF（サイタ
マ・ミュー

ズ・フォーラ
ム）

2019/1/14 2019/1/20 埼⽟県
さいたま
市浦和区

埼⽟県⽴近代美術館⼀般展⽰室を会場に、SMFにゆかりのアーティストによる
「アート作品」の展⽰や「パーフォーマンス作品（ダンス、⾳楽、演劇など）」の
実演発表を⾏うとともに、会場内に⽇々作品が進化・増殖し続ける「ライブ・イン
スタレーション」空間を開設、来場者やアーティストが⾃由に作品制作を⾏う環境
を整備する。更にWeb⾴『アート⻑屋』を通じて募集する“実現したいアート作品
のプランを描いた「夢のシート」”を展⽰し、プランのプレゼンテーションとアイ
ディアの交換会としてのシンポジウム「ラウンドテーブル」を開催、アーティスト
（表現者）と来場者（様々なアートの受容者）が相互に交流する創造的な空間を出
現させる。会場はバリアフリー対応となっており、作品のキャプションには英語表
記を掲⽰する。

彩⽟ご縁プロジェクトin軒先マルシェ
彩⽟ご縁プロ

ジェクト
2018/9/29 2019/3/31 埼⽟県

さいたま
市⼤宮区

⼤宮駅前⼤型商業施設の軒先で開催されている「軒先マルシェ」に参加し、週末の
⾮常に多くの⼈が⾏き交う好条件の場所で多彩なプログラムを提供し、プロジェク
トの効果的な周知に努めている。
特に、ユネスコ無⽂化遺産の細川⽒を使ったクラフトフラワーの製作体験や、⼩川
町・東秩⽗村などで作られている和紙を使⽤した書道の体験や、書道家による作品
販売等、⽇本・他国のモノづくりの楽しさを広くお伝えしている。
外国⼈には、学⽣の通訳ボランティアが対応します。

第5回埼⽟県市町村交流囲碁⼤会
埼⽟県市町村
囲碁⼤会実⾏

委員会
2018/9/30 2018/9/30 埼⽟県 川⼝市

市町村を単位とした⽼若男⼥7⼈による囲碁の団体戦。
強い⼈を選ぶ⼤会というよりも、地域間交流、世代間交流、⻘少年の健全育成を⽬
的とする。
選⼿の中には⼩・中学⽣2⼈。⼥性1⼈。シニア（70才以上）1⼈を必ず含む。

坂⼾第九を歌う会 第３０回定期演奏会
坂⼾第九を歌

う会
2018/9/30 2018/9/30 埼⽟県 坂⼾市

「坂⼾第九を歌う会」は昭和61年坂⼾市市制10周年を記念して組織された「坂⼾
市第九を歌う会」を⺟体として結成された混声合唱団でプロ、それに匹敵する実⼒
を持つオーケストラ、ソリストと共演をする定期演奏会、地域の団体と連携した⾳
楽活動等を⾏っております。⼜2014年9⽉「坂⼾少年少⼥合唱団」を結成し同会の
内部組織に取り込み幅広い活動を計画しております。このたび、第３０回定期演奏
会を開催します。曲⽬：フォーレ作曲「レクイエム」、ベートーヴェン作曲「第九
交響曲」、指揮：⼩﨑雅弘、管弦楽団：東京ニューシティ管弦楽団、ソリスト：
（ソプラノ）東城弥恵・津⾦久⼦、（アルト）成⽥伊美、（テノール）⾼⽥正⼈、
（バリトン）萩原潤、合唱：坂⼾第九を歌う会。会場はバリアフリー対応で⾞いす
の⽅も観覧できます。

新鋭作家展 第7回優秀者 ⼒⽯咲・津⽥隆志 
「⾒しらぬ故郷／なじみの異郷」

川⼝市教育委
員会

2018/7/14 2018/9/2 埼⽟県 川⼝市

書類審査・プレゼンテーション審査で選ばれたアーティストが約1年かけて地域の
リサーチや公開制作などを経て新作を発表する、プロジェクト型の新しい公募展で
す。新進作家の育成と地域のなかで新しいアートシーンを醸成することを⽬的に、
毎年に開催しています。⾞いすやベビーカーでも来場できるのバリアフリー施設で
す。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⼾⽥市⽂化会館⽂化推進プロジェクト 市⺠
ミュージカル
The River Episode Ⅷ「愛のリサイクルショップ
―サクラソウの咲く町で２―」

⼾⽥市⽂化会
館

2018/6/10 2018/12/9 埼⽟県 ⼾⽥市

市⺠が⾝近でそして気軽に⽂化活動に親しみ、とりわけ次世代を担う⼦どもたちが
ミュージカルという舞台芸術を通して豊かな感受性を育む場として、オリジナルの
市⺠ミュージカルを企画・制作しております。⽂化・芸術活動の推進を基軸に住⺠
交流や市⺠参加に重点を置きながら「⼾⽥らしさの創成」を図っていくものとし
て、この市⺠ミュージカルの継続を「⼾⽥市⽂化会館⽂化推進プロジェクト」とし
て位置づけ、今年で１３回⽬の実施となります。今年は昨年に引き続き、⼾⽥市の
市花である「サクラソウ」をテーマにオリジナル作品を上演をいたします。会場に
は⾝障者⽤駐⾞場、エレベーター、スロープ、貸出⽤の⾞いす、⾝障者⽤トイレ、
⾞いす席の⽤意があります。

アート・トライアングル・プロジェクト 第１回
ＤＡＮＣＥワークショップ

⼾⽥市⽂化会
館

2019/3/9 2019/3/24 埼⽟県 ⼾⽥市

市内の⽂化・芸術の振興を図り、参加者の表現⼒・想像⼒を豊かにすることを⽬標
に、舞台・テレビ・テーマパークなど多くの場で⽤いられているジャズダンスをは
じめ、タップやペアダンスの本格的なレッスンを全６回のワークショップで⾏いま
す。最終⽇は公開レッスンを⾏い、作品創りの達成感を全員で味わいます。講師は
⼾⽥市⺠ミュージカルの振付師であり、数多くの作品の振付を精⼒的に⾏っている
佐々⽊有⼦⽒が担当します。会場には⾝障者⽤駐⾞場、エレベーター、スロープ、
貸出⽤の⾞いす、⾝障者⽤トイレの⽤意があります。

ランチタイムコンサート ⽩岡市 2018/9/11 2018/9/11 埼⽟県 ⽩岡市

⽩岡市では、平成２０年１０⽉に第１回のランチコンサートを開催して以来、オカ
リナや⼤正琴などのお馴染の楽器やコンチクやトーンチャイム、スコップ三味線と
いったユニークな楽器による演奏など、多くの市⺠の皆さまに御出演いただいてき
ました。今回はフルートアンサンブルはなみずきの皆さまによるフルートコンサー
トです。会場は市役所庁舎１階市⺠ラウンジで、⾞イスの⽅も観覧いただけます。

本庄市⽂化団体連合会第１２回⽂化祭
本庄市⽂化団

体連合会
2018/10/20 2018/10/21 埼⽟県 本庄市

本庄市⽂化団体連合会第１２回⽂化祭は、加盟３１団体が舞台発表（⽇舞、ダン
ス、⺠謡、⺠踊、和太⿎、⼋⽊節等）、作品展⽰（短歌、絵画、書道、盆栽、写
真、ひょうたん、パッチワーク等）、茶道体験、囲碁と将棋の観戦・対局など多岐
に亘り、２⽇間開催されます。平成３０年１０⽉２０⽇（⼟）は作品展⽰、茶道体
験、囲碁の観戦・対局が⾏われ、１０⽉２１⽇（⽇）は舞台発表、作品展⽰、茶道
体験、将棋の観戦・対局が⾏われます。会場はバリアフリー対応で⾞いすでの観覧
も対応可能です。

第４６回春墨書道展覧会 鐘雲書道会 2018/10/20 2018/10/21 埼⽟県 寄居町
⼀般部、学⽣部の書道作品を展⽰、表彰する。また、優秀作品を⽉刊誌春墨詩に掲
載する。
⾞いすの⽅も観覧可能。

響友会合唱団創⽴20周年記念コンサート 響友会合唱団 2019/2/3 2019/2/3 埼⽟県
さいたま
市中央区

響友会合唱団は、⼾⽥交響楽団と共に歌おうと、1998年4⽉に埼⽟県⼾⽥市で結成
された混声合唱団です。このたび、創⽴20周年記念のコンサートを開催します。１
部は当合唱団が今までのコンサートで演奏した曲の中から選りすぐりを演奏し、そ
の歩みを振り返ります。第２部では⼾⽥交響楽団とともにモーツァルトの『レクリ
エム』を演奏します。今後の活動のさらなる発展を⽬指し、この20年間にお世話に
なった⽅々への感謝の気持ちを伝えるとともに、来場者の皆様に、合唱の素晴らし
さ・歌うことの楽しさを伝えられるようなコンサートにしたいと思っています。会
場はバリアフリーで⾞椅⼦の⽅も観覧できます。

ナープアナニロアカメアイマカラプア洋舞発表会
ナープアナニ
ロアカメアイ
マカラプア

2018/12/16 2018/12/16 埼⽟県 深⾕市

ナープアナニロアカメアイマカラプアは、⽇本的和の⽂化を基調とする創作洋舞
チームです。舞踊のエッセンスとして、古典的⽇本舞踊、和太⿎、組体操、そし
て、フィットネスにおけるフラダンスが⼀体となって、独⾃の⽇本⽂化を形成しま
す。４者の融合した創作洋舞をこの発表会で開催して記念すべき１０年としたいで
す。第１部はカヒコと呼ばれる創作舞踊を若⼿会員が⾏います。第２部は⼦供（５
〜１２歳）を中⼼とした和性フラダンスを実施します。第３部では幼少からほぼ全
てのジャンルの舞踊、ダンスの経験を積んだ地元深⾕出⾝の野⼝由美⼦が主宰する
マカラプアチームが、和の要素を取り込んだフィットネスフラを展開します。会場
はバリアフリー対応で⾞いすの⽅も⼊場可能です。英語、ハワイ語が堪能な者を配
置します。

吹いてみよう！フルート楽器体験とミニコンサー
ト

草加松原笛の
会ひまわり

2018/10/14 2019/1/6 埼⽟県 草加市

フルートは⼩学校で習うリコーダーや鍵盤ハーモニカと⽐べると少し難しいですが
最初に専⾨家に正しく習うことで、誰でも⾳が出るようになります。とはいえ１⽇
限りの体験では、参加者が満⾜できるレベルに達することは難しいため、３か⽉後
の発表を⽬標にしてワークショップを⾏います。初⽇は楽器についての説明と体験
に加えて、プロによるミニコンサートを⾏います。３か⽉後の演奏会では、プロの
演奏を聴く機会と同時に、プロと同じステージに⽴ち、ドキドキしながら発表を⾏
います。３回のワークショップだけで不安な場合は、会員による練習会を⾏い参加
者の満⾜に応えます。（希望者のみ、費⽤無料）。会場はバリアフリー対応で⾞い
す鑑賞席もあります。またフルートを吹く姿勢がとれるのであれば障碍のある⼦ど
もも参加できます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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第３８回彩の国チャリティコンサート２０１８〜
永遠の愛をうたう〜

まつ⼦を囲む
会

2018/12/8 2018/12/8 埼⽟県 川⼝市
ヴォーカル吉武まつ⼦他ゲスト２名、ピアニスト、バイオリン、パーカッション、
フラメンコ等演奏者と⼼に沁みる詩と旋律。懐かしいカバー曲、愛のうたの数々。
会場はバリアフリーで⾞いす観覧席を確保。

第９回ところざわ太⿎祭り
ところざわ太
⿎祭り実⾏委

員会
2018/12/2 2018/12/2 埼⽟県 所沢市

⽇本の伝統和楽器である和太⿎演奏で活躍している和太⿎チームが様々な打法や圧
巻のパフォーマンスで和太⿎の魅⼒と情熱の演奏を披露します。地⽅の伝承曲や個
性豊かな創作曲など各団体の演奏を始め、⼤勢で⾏う迫⼒の合同曲や幕間で⾏う太
⿎の違いを表現する演奏など⾒所満載のイベントです。ご来場頂きました外国⼈に
も更にお楽しみ頂けるよう、受付に英語を話せるスタッフを数名配置し、催しの⾒
所やご案内を致します。

はすぴぃお誕⽣会〜雅楽⾕の森フェスティバルカ
ウントダウンパーティー〜

蓮⽥市 2018/10/13 2018/10/13 埼⽟県 蓮⽥市

市マスコットキャラクター「はすぴぃ」のお誕⽣会を開催します。市内外からはす
ぴぃのお友達が⼤集合。はすぴぃに縁のあるキャラクターやはすだ広報⼤使をはじ
めとした、出演者によるライブやPRステージなど⾒どころが満載です。
また、今年記念すべき10回⽬の開催を迎える「雅楽⾕の森フェスティバル」のカウ
ントダウンイベントとして、ミニ⾷の村を同時開催。キャラクターと触れ合いなが
ら、⼀⾜先に蓮⽥のグルメを味わえます。

親⼦のためのクリスマスコンサート２０１８
ジーエムアー
トグレイス株

式会社
2018/12/23 2018/12/23 埼⽟県 久喜市

世界でオンリーワンのピアノを弾くサンタと歌のお姉さんによる楽しいクリスマス
コンサート。初埼⽟公演は久喜市から。家族皆で歌って楽しもう。⼦ども達全員に
サンタさんからプレゼント付。
会場には⾞椅⼦席あり。

第４４回マーチングバンド・バトントワーリング
埼⽟県⼤会

マーチングバ
ンド・バトン
トワーリング
埼⽟県⼤会実

⾏委員会

2018/9/24 2018/9/24 埼⽟県
さいたま
市中央区

埼⽟県内及び周辺都県で活動する幼児から⼀般までのマーチングバンド及びバトン
トワーリング団体のコンテスト及びフェスティバルを開催します。コンテスト部⾨
では埼⽟県内団体のマーチング・バトンそれぞれの関東⼤会に出場する団体の選考
を⾏い、フェスティバル部⾨は近隣都県の団体も含め、発表会形式で演奏演技を⾏
います。また世界⼤会に出場する本県在住のバトントワーリング選⼿の模範演技の
披露もあります。会場はバリアフリー対応で⾞いす観覧席も確保します。

第３６回「所沢で第九を」演奏会
「所沢で第九
を」実⾏委員

会
2018/12/2 2018/12/2 埼⽟県 所沢市

「所沢で第九を」演奏会は、昭和５８年から３０年以上の⻑きにわたり続いてい
る、市⺠合唱団、市⺠オーケストラによる⼿作りの演奏会であり、現在、市⺠組織
である「所沢で第九を」実⾏委員会が主催し、所沢市⺠⽂化センターミューズでの
演奏会を運営しています。この市⺠⼿づくりの演奏会は、市⺠相互の交流を深める
とともに、地域の⾳楽⽂化の向上に寄与することを⽬的としており、例年、約
2,000名の市⺠が鑑賞に訪れ、年末の⾳楽鑑賞事業としても好評を得ています。親
⼦での合唱参加などもあり、⼦どもから⾼齢者までこの演奏会を通じて、⾳楽⽂化
の輪は確実に拡がっています。なお、会場はバリアフリー対応で、⾞椅⼦観覧席を
ご⽤意します。

第７回 JAPAN FESTA  in misato park（同時
開催：持続可能社会構築「第３８１回・森のマル
シェ」）

NPO法⼈ふる
さと街づくり
推進協議会

2018/10/28 2018/10/28 埼⽟県 三郷市

国際公約「おもてなしの⼼」でIOCの２０２０⼤会に向けたAgend２０２０策定
「持続可能な⼤会」の実現をめざし、⽼・壮・⻘・幼・協働でCO２の削減⽬標で
ペットボトルキャップ回収を１１７団体（学校・企業・団体）で２０１８年７⽉現
在３６トンの回収実績で活動中、２０１４年から埼⽟県営みさと公園に「おもてな
しの庭」創りを始め、リオのNGO事例に学び、巨⼤五輪マークをペットボトルで作
り、設置する、今迄６回JAPANFESTAを開催、県警⾳楽隊・みさと阿波踊り・和太
⿎ライブ開催を組織委員会応援プログラム認証で磨きあげ、２０２０までに
JAPANFESTAを１０回開催し、開会式で４００年の伝統⽂化「１０００⼈の阿波踊
りを実現させる」機運醸成のJAPANFESTA開催の県営みさと公園は段差解消等ユニ
バサルデザインの配慮で障害者にやさしい公園会場です。

薪⽂楽
⼀般財団法⼈ 
清和⽂楽の⾥

協会
2018/10/6 2018/10/6 熊本県

上益城郡
⼭都町

熊本県重要⽂化財の清和⽂楽は江⼾時代嘉永年間から春・秋の神社の奉納芝居とし
て地域の農家の⽅々の⼿によって伝承されてきた。平成5年に「清和⽂楽館」が開
館してからは年間200回程の公演を⾏っており、年に2度、春と秋に昔⽇のように
⼤川阿蘇神社の国指定有形⽂化財の農村舞台で「薪⽂楽」を開催する。⼈形遣い⾃
ら⻘⽵を切だし桝席を組み往時のように中⼊りでは⼗⼈重箱弁当に郷⼟料理を詰め
⾞座になっていただく。今年の例題は「寿式三番叟」「三味線連弾」「雪おんな」
「神霊⽮⼝渡」。本場淡路島で技芸を研修した平成⽣まれの若⼿太夫、三味線、⼈
形遣いも清和⽂楽⼈形芝居とともに出演する。

アスペクタ童謡ピクニック
NPO法⼈⽇本
国際童謡館

2018/9/2 2018/9/2 熊本県
阿蘇郡南
阿蘇村

⽇本特有の⾳楽⽂化である童謡を、気取らないスタイルで楽しむイベント。平成元
年、熊本県が南阿蘇の⼤⾃然の真っ只中に作られた東洋⼀の野外ステージ「アスペ
クタ」で⽇本で初めて童謡ピクニックを開催。阿蘇の五岳を背景にして、⼦どもた
ちは⼤声で跳ねたり転がったりしながら歌い、保護者の⽅もそれぞれ思い思いのス
タイルで童謡を楽しむコンサートとなった。スタイルはそのままで、今回はアスペ
クタの屋内スタジオで開催する。英語対応スタッフも配置し、可能な限りバリアフ
リー対応も⾏う。
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岐響ジュニアオーケストラ クリスマスコンサー
ト

（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/12/23 2018/12/23 岐⾩県 岐⾩市

「障がい者の⽂化芸術活動の拠点」である、ぎふ清流⽂化プラザにおいて、気軽に
⽂化芸術にふれあう場として、岐響ジュニアオーケストラによるクリスマスコン
サートを⻑良川ホールにて実施します。
なお、会場である⻑良川ホールは、バリアフリーとなっており⾞椅⼦の⽅でも気軽
にご覧いただけます。

原⽥正則絵画展 絵でめぐる⾼⼭
（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/12/9 2018/12/24 岐⾩県 ⾼⼭市

独⾃の⽂化を持ち、幅広く多様な⼈が集まる⾼⼭市において、障がいのある⽅の絵
画作品や活動を紹介する企画展を開催する。障がいのある作家という枠を超えて、
作品の評価の⾼いアーティストとして県内外で発表活動や受賞歴をもつ原⽥さんの
作品を通し、⾼⼭の⾵⼟を感じていただくことで、⼈・アート・⽂化の持つ魅⼒を
複合的に発信できる場となることを⽬指している。本年５⽉に岐⾩市内で⾏った同
作家の個展は、年齢・性別はもちろん、アートへの興味や障がいの有無に関わら
ず、⾮常に多くの⽅の⼼に、描かれた世界を印象付け、好評を得ている。今回はア
ウトリーチ事業として、作家を⽣んだ地域において、また新しい鑑賞者へ波及する
ことを望む。

⽝養道⼦⽒追悼展⽰ 道チャンとおじいちゃま
⽝養⽊堂記念

館
2018/10/10 2018/12/6 岡⼭県

岡⼭市北
区

「憲政の神様」政治家⽝養毅（号⽊堂）の孫⽝養道⼦⽒の没後1周年にあわせて、
⽊堂から道⼦⽒への⼿紙や、道⼦⽒の著書などを展⽰し、祖⽗としての⽊堂、孫か
らみた⽊堂、評論家で世界の飢饉や難⺠問題に取り組んだ道⼦⽒を紹介する。

備中no町家deクラス 吊るし柿作り
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

昔より⽮掛の特産品だった吊るし柿は、近年海外へも輸出されるようになった。⽮
掛産の柿を使った吊るし柿づくりを伝授します。14:00〜15:30。参加費1,000
円、定員20名。要予約。

備中no町家deクラス 世界で⼀つのベンガラ⼿
ぬぐい作り

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/25 岡⼭県 ⾼梁市

ベンガラ粉から絵具を作り、できた絵具で型染め体験を⾏います。吹屋の歴史を学
びながら、世界で⼀つだけの⼿ぬぐいを作りましょう。期間中の⽉・⽔・⼟・⽇。
11時から16時のお好きな時間に30分から1時間で作れます。参加費1,500円、定員
各⽇15名程度。要予約。

備中no町家deクラス ⽇本最古の蔓⽜「千屋
⽜」ステーキを楽しむ

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県 新⾒市

江⼾時代につくられた新⾒御殿町と明治時代にできた三味線横丁の町家をめぐり、
江⼾時代の建物「津国屋SteakHouse」で、ステーキの話を橋本シェフから聞きな
がら地域を代表する⽇本最古の蔓⽜「千屋⽜」のステーキコースを楽しみます。そ
の後明治の元料亭「松葉」で、江⼾時代の千屋⽜の⽣みの親「太⽥⾠五郎物語」講
談をDVDで⾒ながら粋なコーヒータイムをお過ごしください。10:30〜、13:30〜
の2回、参加費3,500円、定員各回5名。要予約。

備中no町家deクラス 年の始まりのしつらえ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/17 岡⼭県 総社市

「⼼を込めて新しい年をお迎えする」⼿作りのもので空間を飾るアイデアやたのし
さをおはなししながら、今年は花てまりを作ります。講師は会場である深⾒升平商
店の奥様です（お茶とお菓⼦付き）。10時〜12時。参加費3,500円、定員15名。
要予約。

備中no町家deクラス 旧家で楽しむ、ハレの⽇
の⼀汁三菜

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/25 2018/11/25 岡⼭県 総社市

⽇本の伝統、ハレの⽇の⼀汁三菜の膳を築180年の商家である旧堀和平邸で、屋敷
所蔵のお膳と器を使い味わっていただきます。12:30〜14:30。参加費2,000円、
定員20名。要予約。

エスパス第九演奏会
公益財団法⼈
真庭エスパス
⽂化振興財団

2018/12/23 2018/12/23 岡⼭県 真庭市

エスパス合唱団を⺟体としたエスパス第九合唱団、この演奏会のためだけに県内外
の演奏家で結成するエスパス第九管弦楽団が出演。ソリストには東京混声合唱団か
ら4名を迎える。合唱指揮・指導：鈴⽊英⼦、合唱指導：橋本美由紀/寺尾明⼦、コ
ンサートマスター：中野了、指揮：萩原勇⼀

平成30年度 地域の⽂化・芸術活動助成事業研
修プログラム 「真庭の⽂化を考える。」

公益財団法⼈
真庭エスパス
⽂化振興財団

2018/11/10 2019/2/11 岡⼭県 真庭市

個性豊かな地域⽂化の継承・発展、新しい⽂化の創造を図るため、⽂化活動を担
い、⽀援する⼈材の育成を⾏う。真庭市ならではの⽂化資源を改めて再発⾒、再評
価し、市内外の⽂化に関わる⼈々の出会いと交流から、⾥⼭⽂化の⼟壌を耕す⼈材
を育成する。

備中no町家deクラス 柚餅⼦・⼿焼き煎餅の製
造現場⾒学と試⾷会

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

天璋院篤姫や萩藩主の⽑利公らが⽴ち寄ったとされる⽮掛の宿場町。その当時から
現在まで多くの⼈に愛されている⽮掛特産の柚餅⼦と１枚１枚⼼を込めて焼いてい
る⼿作り煎餅の製造⼯程の説明及び試⾷会です。柚餅⼦、菓⼦、お茶の接待もあり
ます。10:00〜12:00。参加費700円、定員20名。要予約。⽮掛まちかどギャラ
リー集合。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

備中no町家deクラス ふらっとようすな〜元漁
師町⾦浦を歩く・⾷べる〜

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県 笠岡市

漁師町として栄えた⾦浦（ようすな）の古い町並みを歩いて天野邸へ。⾦浦出⾝の
亡き祖⺟の特製エビカレーを思い出話と共に。⻨わら帽⼦の材料の⻨稈真⽥を組ん
でスプーンを作り、⾷後のおやつには「はったいこ」をどうぞ。懐かしい⼈も、初
めての⼈も、いっしょに楽しいひとときを。10:30〜14:00、参加費1,500円、定
員10名。要予約。

備中no町家deクラス 町家と真⽥と時々おやつ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 笠岡市

笠岡市⾦浦の町家で⻨わら帽⼦の材料とされる⻨稈真⽥（ばっかんさなだ）を組む
ワークショップです。地元の⼈が真⽥の組み⽅を教えてくれます。会場の元農家の
お家を⾒て回ったり、おやつを⾷べたり⾃由に過ごしてください。なお、帽⼦は作
れません。お茶とお菓⼦付き。①10:00〜12:00、②14:00〜16:00。参加費
1,000円、定員各回8名。要予約。

備中no町家deクラス 町家でお茶の点て⽅体験
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/11 2018/11/11 岡⼭県 浅⼝市

「お茶の点て⽅や作法を学んでみたいけど、難しそう…。敷居が⾼い…。」かもが
た町家公園の”お茶の点(た)て⽅教室”は、そんな⽅にぜひおすすめしたいイベント
です。気軽で、楽しくて、⾜が痛くならないお茶の点て⽅教室に来てみませんか？
時間内であればいつでも参加できます。いつもの私服でお気軽にお越しください。
お茶と茶菓⼦がいただけます。13:30〜15:30、参加費300円、定員なし。要予
約。

備中no町家deクラス 町家で投扇興体験
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/25 2018/11/25 岡⼭県 浅⼝市

江⼾時代の情緒を現在に伝える町家公園で、投扇興を体験してみませんか。初めて
の⽅でもすぐに楽しめます。投扇興は江⼾時代から続く遊戯。台の上に蝶と呼ぶい
ちょう形の的を⽴て、1.5メートルほど離れた所に座り、開いた扇を投げてこれを
落とし、扇と的の落ちた形を採点し、優劣を競います。時間内であればいつでも体
験できますので、お気軽にお越しください。10:00〜15:00、参加費無料、定員な
し。予約不要。

備中no町家deクラス 宮⼤⼯とつくる無垢の御
箸

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/4 2018/11/4 岡⼭県 浅⼝市

箸と箸置きを２組ずつ製作します。かんなを使って削り、サンドペーパーで⾓を取
り、柿渋などを塗布して仕上げます。⻑さや太さも⾃由⾃在！⾃分だけのオリジナ
ルのものを作ってみませんか。現職の宮⼤⼯が製作指導し、⼤⼯道具についての説
明や体験も実施します。13:00〜16:00、参加費1,000円、定員15名。要予約。

備中no町家deクラス ⾦光で剪定ワークショッ
プ

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 浅⼝市

浅⼝市⾦光町⼤⾕地区の⾨前町にある庭園を舞台に、地場産業である植⽊業の講師
をお招きし、庭⽊の剪定教室を⾏います。ご⾃⾝で庭⽊の⼿⼊れを始めてみようと
お考えの⽅、⼿⼊れの⽅法でお悩みの⽅におすすめの剪定教室です。13:30〜
16:00、参加費500円、定員20名。要予約。なお、集合は旧⾦正館です。

備中no町家deクラス お正⽉を彩る箸袋
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/17 岡⼭県 早島町

新年を迎えるにあたり、おめでたい鶴を合わせた箸袋は⿊⽂字⼊れにも使えます。
飾ったり吊るしたりと⾊々な使い⽅のできる包み⽟も簡単に折れます。教室の後は
お抹茶と和菓⼦をお楽しみください。10:00〜12:30、参加費800円、定員20名。
要予約。

備中no町家deクラス 応接の⽂化「煎茶道に親
しむ」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/17 岡⼭県 早島町

1.煎茶とは何か：煎茶の種類についての認識を持つ。2.茶具の認識：煎茶具の種類
と⽤途について。3.茶式の体験：応接の⽂化・応接の芸術としての「洋⾵点前卓式
普通式」を体感する。の内容で⾏う約1時間のワークショップです。①13:00〜②
14:00〜③15:00〜、参加費800円、定員各回5名。要予約。

備中no町家deクラス 和三盆のお⼲菓⼦作り
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/17 岡⼭県 倉敷市

お茶⽂化の残る⽟島。⼿作りの和三盆のお⼲菓⼦を作り、町家でのゆったりした時
間と共にお抹茶をお楽しみください。①10:00〜12:00②13:30〜15:30、参加費
1,000円、定員各回10名。要予約。

備中no町家deクラス 町家でおやつ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/17 2018/11/18 岡⼭県 倉敷市

昔から変わらない、地元のお店で作られる「おやつ」、縁⽇でわくわくしたパンパ
ン菓⼦、また焼き芋など、家庭で作られる「おやつ」をお茶、おしゃべりとともに
楽しみませんか。13:00〜16:00、参加費300円、定員なし。予約不要。

平成30年度マルセン⽂化教室「井⼿康⼈の⽇本
画教室」

公益財団法⼈ 
マルセンス

ポーツ・⽂化
振興財団

2018/12/22 2018/12/22 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭県⺠（⼩中⾼校⽣を対象）を対象に⽇本画の基礎学習を通して、⼼豊かな感性
の成⻑と⽇本画の魅⼒を学習する。講師として、当財団⽂化⼤賞受賞者の井⼿康⼈
先⽣（⽇本美術院同⼈）をお迎えして開催する。

企画展「明治150年 近代⽇本の挑戦者たちー博
覧会にみる明治の三河」

岡崎市美術博
物館

2018/9/29 2018/11/11 愛知県 岡崎市

明治時代は「博覧会の時代」といわれるほど、全国で博覧会が開催された。博覧会
は地域⾃慢の品を競う場であり、出品物は地域の特徴を表している。本展では⽇本
の近代化に⼤きな役割を果たした明治時代の博覧会を通じて、三河の産業・技術の
歴史をたどる。江⼾から明治、近世から近代に変わる激動の時代、そこに挑んだ
⼈々の⼼を感じていただく展⽰である。
当館ではバリアフリー化への取組として、⾞いす⽤駐⾞スペースを設置、⾞いすで
利⽤可能なトイレを整備し、館内で⾞いす、杖の貸出をしている。また、各種障が
い者⼿帳の交付を受けている⽅及びその介助者１名は、展覧会の観覧料を無料とし
ている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

STRINGS第5回公演 『⼥の庫』 STRINGS 2018/12/14 2018/12/16 愛知県
名古屋市
昭和区

⿇創けい⼦の珠⽟の作品「⼥の庫(くら)は、終戦の年の、庫の奥に秘められた、⼈
間愛の物語です。この作品は25年を経て熟成されて再び舞台に上ります。敗戦の年
の秋、⽥村質店の主⼈、仙吉の四⼗九⽇に、⻑らく家を離れていた娘たちがせめて
質種の中にお宝でも眠っていればと、仙吉しか開けたことの無い庫の鍵を開ける。
するとそこには、⽩⾻死体が。姉妹の幼なじみである刑事の追及で、封印されてい
た⽗と⺟の過去が明らかになって⾏く。庫の中で男と逢引きを重ねた奔放な⺟の真
実の姿とは・・・。観る者、演ずる者、関わった多くの者がその時代の家族を振り
返ることで、⼼の遺産を⾒つめなおす、そして演劇を通し⽂化の向上に取り組みま
す。また以前より⾞いす席のある劇場を使⽤し、受付スタッフも⼼を配って案内を
しています。

ぐるうぷ ばく第12回公演 芝居語りvol.4『と
らわれ⼈の歌』 〜〜千種⼥⼦第⼀刑務所〜〜

ぐるうぷ ば
く

2018/10/2 2018/10/3 愛知県
名古屋市
千種区

舞踊の⻄川流の指導者⻄川好弥が脚本演出する“芝居語り”の四作⽬芝居語りvol.4
『とらわれ⼈の歌』〜〜千種⼥⼦第⼀刑務所〜〜は、ぐるうぷばくが慣れ親しんだ
ちくさ座を、明るい刑務所、開かれた刑務所を⽬指す千種第⼀刑務所と設定し、年
に⼀度の⽂化祭を迎えようとします。⼥囚たちの叫びと⽂化祭向けの演⽬が重な
り、歌舞伎、踊り、浄瑠璃、名作などが⼊り乱れます。現代の⼼の闇を⾯⽩おかし
く浮かびあげ、和物、名作と撹拌し、魅⼒ある舞台を作ります。ダイジェストのよ
うに展開していく演⽬は⽇本の古くからの芸術⽂化を⾒直させ、名作に触れたくな
る気持ちになっていただけると感じます。海外の⽅も⾔葉がわからずとも楽しんで
いただけるのではと思えるくらいです。そして演劇を通し⽂化の向上に取り組みま
す。また以前より⾞いす席のある劇場を使⽤し、受付スタッフも⼼を配って案内を
しています。

２０周年記念全国かるた愛知⼤会
愛知県かるた

協会
2018/12/8 2018/12/9 愛知県 稲沢市

全国かるた愛知⼤会は競技かるたの全国⼤会です。競技かるたは⼩倉百⼈⼀⾸を素
材とする、⽇本の伝統⽂化とスポーツ・武道の３つの要素を持つ競技です。⼩倉百
⼈⼀⾸は江⼾時代にかるたとして普及し、明治時代から競技として普及しました。
もし、純粋に和歌⽂学としての魅⼒だけだったら、このように⼤衆的には普及せ
ず、⼀部の⽂学の愛好者のものに終わっていたと思います。私たちは近年、⼤学
⽣・⾼校⽣・中学⽣・⼩学⽣の爆発的なかるた⼈⼝の増加に伴い、若者を中⼼にし
た普及発展にとりわけ⼒を注いでいます。もちろん、⾼齢者も体⼒的には困難なこ
ともありますが、⾃分なりの⼒でいつまでも楽しむことが出来ます。全国には９０
才以上の選⼿もいます。また、バンコクを中⼼にアメリカ合衆国や中国、韓国、フ
ランスなどでも競技かるたの⼤会が⾏われるようになってきました。特にバンコク
では１００⼈以上の選⼿が集まります。内訳は在留⽇本⼈６割、タイ⼈４割です。
百⼈⼀⾸が⽇本語の習得に⼀役買っているとのことです。私たちも愛知県からこの
魅⼒を発信していきます。会場は⾝障者⽤トイレが設置されていますので⼤会の厚
き雰囲気を⼀緒に感じていただけると思います。

アートで広げるみんなの元気プロジェクト 福島県 2018/9/1 2019/3/31 福島県
南相⾺

市、いわ
き市等

市町村や市⺠団体（NPO）等と連携し、地域資源を活⽤したアート（作品づくり）
を展開することで、地域の魅⼒を再認識するとともに、創作活動を通じての⾃⼰表
現や楽しさを体験しながら⼈々の交流を図ること、そして本県の「元気な姿」を県
内外に発信する。
プログラムは⼦どもから⾼齢者、障がい者の⽅までどなたでも参加できる内容であ
り、会場はバリアフリー対応施設を予定している。

明治150年記念 特別展 オークラコレクション

九州国⽴博物
館・福岡県、
⻄⽇本新聞

社、TVQ九州
放送

2018/10/2 2018/12/9 福岡県 太宰府市

東京都港区⻁ノ⾨の⼤倉集古館は、明治から⼤正時代にかけて活躍した実業家で、
ホテル・オークラの創業者⼤倉喜七郎⽒の⽗としても知られる、⼤倉喜⼋郎⽒が設
⽴した⽇本で現存する最初の私⽴美術館である。本展では、⼤倉喜⼋郎⽒が⽣涯を
かけて蒐集した⽇本・東洋の珠⽟の古美術品（国宝・重要⽂化財・重要美術品を多
数含む）と、跡を継いだ⻑男・喜七郎⽒が蒐集した横⼭⼤観をはじめとする巨匠た
ちによる近代⽇本画の中から選りすぐった名作の数々を紹介する。
なお、本展のキャプションは、⽇本語のほか、英語、中国語、韓国語の計４ヶ国語
で作成し、外国⼈来館者の理解促進を促す。また、当館は各種バリアフリー設備を
備え、障がい者が利⽤しやすい環境を整えている。

特別展 京都・醍醐寺－真⾔密教の宇宙－

総本⼭醍醐
寺、九州国⽴
博物館・福岡
県、TVQ九州
放送、⻄⽇本
新聞社、⽇本
経済新聞社、
BSジャパン

2019/1/29 2019/3/24 福岡県 太宰府市

真⾔密教の名刹として知られる京都の醍醐寺。平安時代・貞観16年（874）、理源
⼤師聖宝による開創以降、千年以上の歴史をもつ醍醐寺には法脈の相承と繁栄の歴
史を物語るように数多くの仏像や仏画、聖教が伝わっている。本展では、本尊薬師
三尊像（国宝）をはじめとする珠⽟の仏教美術のほか、豊⾂秀吉による「醍醐の花
⾒」ゆかりの品々や俵屋宗達らによる華やかな近世美術も紹介する。なお、本展の
キャプションは、⽇本語のほか、英語、中国語、韓国語の計４ヶ国語で作成し、外
国⼈来館者の理解促進を促す。また、当館は各種バリアフリー設備を備え、障がい
者が利⽤しやすい環境を整えている。

班⽬加奈トランペット・リサイタルvol.18 〜和
の⾵景〜by Project KANA

⼀般社団法⼈ 
Kanaミュー
ジック・ファ

クトリー

2018/10/20 2018/10/28 茨城県 ⽔⼾市

トランペット奏者・班⽬加奈が年1回主催する⾃主公演の18回⽬。リサイタルは、
トランペットの可能性を研究し、その成果を発表することにより、⾳楽⽂化の振興
及び⻘少年の育成に寄与するものとしているが、今回は、ProjectKANAによる海外
で⽇本の⽂化を紹介する『Zenconcert』の⽇本向けコンサート『和の⾵景』とす
る。ProjectKANAでは、⽇本の精神を海外の皆様が⾃分たちの⾔葉で紹介されるこ
とによりスムーズに理解できることを⽬的としており、⽇本国内では忘れかけた古
来の⽇本の⼼を⽇本の皆様が再認識される機会として開催する。出⾝地である茨城
県⽔⼾市にもスポットを当てている。また、⽇本語と英語で紹介することにより、
⽇本にいる外国⼈が複雑でわかりにくい⽇本⽂化をより深く理解できる場を提供す
るものとする。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

成⽥市国際市⺠フェスティバル

成⽥市・成⽥
市国際市⺠

フェスティバ
ル実⾏委員会

2018/9/30 2018/9/30 千葉県 成⽥市

「成⽥市国際市⺠フェスティバル」は、国際感覚の醸成や異⽂化交流の促進を⽬的
として、国際⾊豊かな⺠族料理や世界各地の伝統⾐装が着られるファッション
ショーをはじめ、⺠族楽器の演奏や⽇本舞踊の披露など、国際空港を擁する成⽥な
らではの体験ができるイベントである。また、6か国語に対応したチラシを作成し
ている。

池袋ハロウィンコスプレフェス2018

池袋ハロウィ
ンコスプレ

フェス実⾏委
員会

2018/10/27 2018/10/28 東京都 豊島区

「池袋ハロウィンコスプレフェス2018」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います。
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。

⽊版画でつくる多⾊摺り年賀状
梅⽥地域学習

センター
2018/11/24 2018/11/24 東京都 ⾜⽴区

【⽊版画で年賀状をつくりましょう】
年賀状を⽊版画でつくることによって⽊版画の楽しさを知り、また年賀状という⽇
本⽂化に親しみます。多⾊摺り⽊版の仕組みについての説明があり、使⽤する道具
も開催側で⽤意するため、初めて⽊版に触れる⼈でも作品が作れるように配慮して
おります。
会場がバリアフリー対応となっており、外国語表記のパンフレットや各部屋の案内
が外国語表記になっています。

⼭形テルサの第九
⼀般財団法⼈ 
⼭形市都市振

興公社
2018/12/27 2018/12/27 ⼭形県 ⼭形市

⼀流の「ソリスト」、地元⼭形が誇るオーケストラ「⼭形交響楽団」とトップレベ
ルの合唱⼒を持った「⼭響アマデウスコア」、そして国内外で活躍する⼀流指揮者
であり⼭響⾳楽監督でもある飯森範親が創り上げる⾼レベルの「第九」は、ここ⼭
形テルサでしか聴く事の出来ない唯⼀無⼆のもの。また、会場となる⼭形テルサに
は⾝体障害者専⽤駐⾞場、⾝体障害者専⽤トイレ、⾞イスや盲導⽝を連れて来場さ
れる⽅のための席も完備されており、障害者の⽅も気兼ねなく楽しんでいただける
コンサートとなっている。

『古事記』祈りをつなぐ旅 〜平和の願いを世界
に届けるために〜

特定⾮営利活
動法⼈ 東京
ノーヴイ・レ
パートリーシ

アター

2018/11/11 2018/11/14 海外 ロシア

『古事記に書かれている⽇本古来の思想、精神性には、世界を平和へと導く鍵があ
る』
東京ノーヴイ・レパートリーシアター芸術監督L・アニシモフが、古事記に描かれ
た古代⽇本⼈の叡智に感動し、「天地のはじめ」から「天の岩屋⼾」までの神話
を、“平和を願う「詩的⾳楽儀式劇」”として、2014年国際舞台芸術祭で発表、各界
から⾼く評価された。今回のロシア公演では、新たに「平和の祈りをつなぐこと」
をメインテーマとして掲げる。モスクワ（第20回”⽇本の⼼“国際⾳楽祭正式招聘／
⽇本外務省発⾏「ロシアにおける⽇本年」公式プログラム作品）、ノヴゴロド市の
２ヵ所で上演。より深い理解を促す取り組みとして、本公演では、露語表記のパン
フレットを配布するほか、同時通訳を⼊れての上演を⾏う。

⾶⿃資料館 平成30年度 秋期特別展 「よみ
がえる⾶⿃の⼯房－⽇韓の技術交流を探る」

独⽴⾏政法⼈
国⽴⽂化財機
構奈良⽂化財

研究所

2018/10/5 2018/12/2 奈良県
⾼市郡明
⽇⾹村

今回の展覧会では、膨⼤な出⼟品の中から、⽇韓の⽂化交流や技術交流の実態を⽰
す⾦銀やガラス、銅製品などを中⼼にご紹介します。奈良⽂化財研究所が実施して
来た発掘調査の中でも⽩眉と⾔うべき⾶⿃池⼯房遺跡の調査研究の成果と、⽇韓共
同研究の成果をご覧ください。
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。

伊興センターふれあいまつり２０１８
⾜⽴区伊興地
域学習セン

ター
2018/10/28 2018/10/28 東京都 ⾜⽴区

「伊興センターふれあいまつり」は伊興地域学習センターで活動をされている皆様
の発表の場として、毎年１０⽉に開催しています。ダンスや新体操の発表、⼤型お
はなし会、お茶席、各種スポーツの体験コーナー、パステル画や藍染作品の展⽰、
町会の出店、模擬店など、多種多様な⽇本⽂化が体験できます。お茶席は淹れたて
の美味しいお抹茶と⽢い和菓⼦が安価で楽しめますし、⽇本で古くから親しまれて
いる藍染めを作品を通じてじっくり観賞することができます。⼦どもから⼤⼈ま
で、外国⼈の⽅でも楽しめるイベントです。
また、会場はバリアフリー対応になっており、パンフレットや各部屋の案内が3か
国語表記（英語・中国語・韓国語）になっています。

触れて楽しむちん・とん・しゃん 三味線演奏体
験

⾜⽴区伊興地
域学習セン

ター
2018/11/2 2018/11/30 東京都 ⾜⽴区

⽇本の伝統⽂化である三味線を気軽に演奏体験することができ、三味線の貸し出し
もありますので、持っていない⽅でも気軽に参加することができます。指導者より
三味線の歴史や構造の説明やデモンストレーションの他、正しい持ち⽅や弾き⽅を
習い、実際に三味線とバチを持って簡単な曲で演奏を体験していただきます。絹⽷
を使った弦独特の⾳⾊をお楽しみいただきます。座り⽅は正座か椅⼦を選べますの
で、⾼齢者・障害者・外国⼈の⽅でも参加しやすいです。また、会場はバリアフ
リー対応になっており、パンフレットや各部屋の案内が3か国語表記（英語・中国
語・韓国語）になっています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
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（市区町村）
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⽬指せ和太⿎1000⼈打ち！届けヨーソロー元気
⽟！

ヨーソロー
1000⼈プロ
ジェクト実⾏

委員会

2018/8/25 2019/8/24 千葉県
千葉市美

浜区

元気応援曲「ヨーソロー」を⽬標1000⼈のメンバーで和太⿎、篠笛、創作舞踊な
どで演奏・演舞する企画です。1年を通じてワークショップを⾏い2019年3⽉にイ
ベントを⾏います。伝統芸能に触れたり、体験する事は⼼⾝ともに⼤和の⼼を学ぶ
事が出来ます。体験は、⽇本の⽂化の良さを再認識、またより知ってもらうための
⼀番の⽅法。⼀つの物に取り組む事は、参加者同⼠の交流等も図れます。イベント
では英語の通訳者を配置、外国⼈の⽅にも楽しんでいただけます。掛け声を「ワ
ン・ツー」に変えたり、また障がい者の⽅のチームもイベントのメンバーでもあり
ます。参加するに当たっては⾞いすの⽅等には団扇太⿎を叩いて参加したりその⽅
に寄り添い、対応していきます。

アートシェアリング
六甲⼭の上美
術館 さわる
みゅーじあむ

2018/9/14 2019/9/13 兵庫県
神⼾市灘

区

当美術館に協⼒している作家は、⾃分達の作品を触って鑑賞してほしい、⽇本⽂化
を肌で感じてほしいと思っている⽅たちです。彼らのオリジナルの作品をさわって
鑑賞する美術館を当組織は運営しております。私たちは、新たな芸術⽂化を発信し
ていく組織です。芸術作品をさわると視覚障がい者にとっても、⾃分で作品を発⾒
し感動できます。⾔葉ではなく⾃分の⼿から作品を鑑賞できます。その点において
芸術鑑賞としてバリアフリーであると確信しております。点字説明はありますが、
９９％以上の視覚障がい者が点字を読めません。説明補助として対⾯で説明してお
ります。朦朧者に対しては必ず⼆名以上のガイドがついておりますので、その⽅々
を通して作品を説明しています。美術館・会場には英語のできるスタッフは配置し
ております。

ピッコロシアター鑑賞劇場 ピッコロ寄席「桂吉
朝⼀⾨会」

兵庫県⽴尼崎
⻘少年創造劇

場
2018/12/8 2018/12/8 兵庫県 尼崎市

江⼾時代に⽣まれたとされる「落語」という⽇本独⾃の話芸は、廃ることなく今も
継承され⼈気を博している。その芸からは⽇本独特の所作や⽂化を感じ取ることが
でき、幅広い年代が楽しめるとともに、聞き⼿の想像⼒でなりたつ芸であるため、
視覚に障害を持つ⽅も⼗分楽める。会場はバリアフリー対応であり、⾞椅⼦の利⽤
も可能（ホールにも２台常備）、障害者接遇研修を受けた職員を配置していること
もあり、毎回10数名の視覚障害の⽅々が参加されている。ピッコロシアターでは開
館当初から廉価で楽しめるホール落語を続けており、現在年5本、趣を変えた落語
会を開催。12⽉には、「桂吉朝独演会」を経て、その名と芸を継ぐ会として「桂吉
朝⼀⾨会」を続けている。吉朝ゆずりの多彩さで⼈気を博す⼀⾨の会は、客席も
若々しく、落語ファンをすそ野を広げている。

アートアクセスあだち ⾳まち千住の縁 ⼤巻伸
嗣 Memorial Rebirth 千住 2018 ⻄新井

東京都、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）、
東京藝術⼤学⾳楽
学部・⼤学院国際
芸術創造研究科、
特定⾮営利活動法
⼈⾳まち計画、⾜

⽴区

2018/5/1 2018/12/31 東京都 ⾜⽴区

⼤巻伸嗣MemorialRebirth千住は、１分間に１万個のシャボン⽟でいつも⾒慣れた
⾵景を⼀変させるアートパフォーマンス作品である。本企画は、⾜⽴区内におい
て、⼈と⼈、⼈と場所、⼈とアートなど、さまざまな「縁」をつないでいくととも
に、市⺠とアーティストが協働しながら、アートを通じた地域⽂化の形成と創造発
信を⽬的として実施するものである。⾜⽴区⻄新井地域の⼩学校を開放して開催さ
れる本企画は、普段では芸術に触れる機会の少ない市⺠に対し、芸術体験の機会を
⽣み出すものである。さらに、会場には外国語対応スタッフも配置し、⻑い歴史を
持つまちの魅⼒を国内外に発信していくことを⽬指す。

⾦沢アカペラ・タウン2018
⾦沢アカペ

ラ・タウン実
⾏委員会

2018/8/25 2018/8/26 ⽯川県 ⾦沢市内

「すべての⼈にアカペラを」をテーマに、全国からアカペラグループを募集し、⾦
沢市内中⼼部各所で⼀⻫にアカペラストリートライブを⾏うもの。アカペラによる
芸術⽂化振興を⽬指すとともに、⾦沢の⾳楽⽂化を全国に発信する。国内外のアカ
ペラグループによる「まちかどストリートライブストリートステージ」、全国のア
カペラグループが競いあうコンテスト「⾦沢アカペラ・コンクール2018」、コン
クール上位⼊賞者やプロ・アーティストが共演する「ファイナルステージ」などを
実施。「⾦沢アカペラ・コンクール2018」の会場である市⺠芸術村にはオストメ
イト対応の多⽬的トイレや障害者⽤駐⾞場も設置され、障害のある⽅が来場しやす
い環境である。なお、本事業は東アジア⽂化都市2018⾦沢の交流事業として、中
国・ハルビン市、韓国・釜⼭広域市からも出演する。

ダイヤモンド・プリンセス 寄港地観光ツアー
プリンセス・

クルーズ
2018/4/13 2019/3/26 全国 -

プリンセス・クルーズが配船する「ダイヤモンド・プリンセス」は⽇本⽣まれで、
⽇本のお客様向けにカスタマイズされた客船である。様々なコースの⽇本発着ク
ルーズを運航しており、⽇本全国約35港に寄港し、約100の寄港地ツアーを提供し
ている。
寄港地観光ツアーは、⽇本の港を⽞関⼝として、主要な観光資源を訪れたり、地域
固有の観光資源、⾷⽂化等を通じて、多様な⽇本の素晴らしさを体験することがで
きる。各寄港地においては、乗船客約2700名がそれぞれ希望の寄港地観光ツアー
に参加するため、多くの⽅に⽇本の⽂化をはじめとする⽇本の魅⼒に触れていただ
くことができる。乗客は多国籍に渡ることから、ツアーは⽇本語及び外国語の多⾔
語対応をしている。また、⾞いすの⽅もご参加頂けるものもある。

⾼野⼭の聲明-結縁灌頂三摩耶戒-
特定⾮営利活
動法⼈ＳＡＭ

ＧＨＡ
2019/2/23 2019/2/23 ⼤阪府 ⼤阪市

邦楽の内の声楽の１ジャンルに位置づけられています「聲明(しょうみょう)」は、
無伴奏の⾳楽として伝承され、中世以降に邦楽界へ多⼤な影響を与え、平曲や謡
曲、浄瑠璃と⾔った、今⽇では国⺠によく知られる邦楽の基礎を作ったとされてい

 ます。
今⽇ではグレゴリオ聖歌やゴスペルと共に、世界的に例を⾒ない独特の⾳楽として
⼤きく脚光を浴び、最近では⾳楽関係の分野で再認識のムーブメントも起きていま
す。また、その公演に当たっては、洗礼された所作や動きが伴い、舞台芸術しても
⼤きな成果をあげています。特定⾮営利活動法⼈ＳＡＭＧＨＡは、聲明の存在を多
くの⽅々に認知していただきたいと、2005年夏に⼤阪府にて認可されました。聲
明を邦楽の中のカテゴリーとしてまた、外国の⽅々に⾔語を超えて感じていただけ
る⽇本の誇れるを⽂化の⼀つして幅広い活動を展開しています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

東京藝術⼤学特別公演 オペラへの招待状〜魔笛
〜

⼀般財団法⼈
和歌⼭県⽂化

振興財団
2018/10/14 2018/10/14 和歌⼭県 和歌⼭市

⻄洋⾳楽はもとより、⽇本国において⽂化芸術を学び研究するうえで、最⾼峰の⼤
学といわれる東京藝術⼤学において⻄洋⾳楽を追求し続ける優れた⾳楽家たちが、
総合舞台芸術であるオペラ公演を開催することで⽇本が誇る優れた⾳楽⽂化を幅広
い世代の⽅々に体験いただくことができる。また、地元和歌⼭市出⾝であり、現東
京藝⼤学⻑を務める澤和樹⽒が指揮を担当することで、鑑賞機会の少ない地⽅都市

 において、より⾝近にオペラ公演を鑑賞す機会を提供することができる。
 バリアフリー化が進んだ会場で実施することにより、障害をお持ちの⽅々にも参加
しやすい環境となっております。また上演中は、舞台の左右に字幕表⽰を流すこと
で、聴覚に障害をお持ちの⽅をはじめ、上演原語であるドイツ語に馴染みのない⽅
でもお楽しみいただけるソフトをご⽤意しています。

オイディプス
公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2018/12/12 2018/12/24 神奈川県

横浜市中
区⼭下町

KAATが開館より取り組んでいる若⼿演出家育成のプロジェクトとして、⽊ノ下歌
舞伎の演出で知られる演出家・杉原邦⽣を起⽤し、ギリシア悲劇の名作「オイディ
プス王」に挑む。この公演を通して、⾃⾝の演出⼿法の幅を広げてもらうこと、⼤
空間の演出キャリアのスタートとしてもらい、若⼿にこのような機会を与えること

 で今後の⽇本⽂化の発展に⼤きく貢献できるようサポートをする。
公演会場には⾞椅⼦エリアが確保され、劇場にはエレベーターも完備されているた
め、建物⼊⼝から⾞椅⼦席までストレスなくたどり着くことができる。

ＫＡＡＴダンスシリーズ２０１８ バレエ・ロ
レーヌ トリプルビル

公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2018/9/16 2018/9/17 神奈川県

横浜市中
区⼭下町

横浜が⽇本のダンスムーブメントの発信地のひとつとなっており、ニーズは⾼い。
それを踏まえ、国際的に活躍する優れたパフォーマーによる公演を展開し、KAAT
芸術劇場から発信していく。KAATでは、2015年より”KAATDANCESERIES"とし
て、毎年秋を中⼼に、国内外のコンテンポラリー・ダンスの制作、招聘を⾏ってき

 ている。
 また、公演会場には⾞椅⼦エリアが確保され、劇場にはエレベーターも完備されて
いるため、建物⼊⼝から⾞椅⼦席までストレスなくたどり着くことができる。

ＫＡＡＴダンスシリーズ２０１８ Mathurin 
Bolze ダブルビル

公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2018/9/22 2018/9/24 神奈川県

横浜市中
区⼭下町

ＫＡＡＴでは、2015年より”KAATDANCESERIES"として、毎年秋を中⼼に、国内
外のコンテンポラリー・ダンスの制作、招聘を⾏ってきている。⼀⽅、横浜市では
３年に⼀度の「ダンス・ダンス・ダンス＠ヨコハマ(DDD)」で、市⺠団体からプロ
フェッショナルまで、幅広いジャンルのダンスのフェスティバルを市内全域で展開
しており、2018年度はその開催年にあたる。KAATでは、既に2012年より、DDD
との連携を進めてきており、本年度は、DDDとの共同で、招聘プログラムを実施す
る。横浜市と連携することで、地域の⽂化活性化を共に担い、観客の動員増員を⽬

 指す。
また、公演会場には⾞椅⼦エリアが確保され、劇場にはエレベーターも完備されて
いるため、建物⼊⼝から⾞椅⼦席までストレスなくたどり着くことができる。

伝統芸能まつり
公益財団法⼈
千葉市⽂化振

興財団
2018/11/3 2018/11/3 千葉県

千葉市中
央区中央

千葉市⽂化センターの各施設を活⽤して、⽇本に古くから伝わる伝統芸能の祭典を
通じて、伝統⽂化の魅⼒発信と保存・継承に努める。具体的には、邦楽コンサー
ト、⺠話の語り、お茶・お花・邦楽器の体験。会場の千葉市⽂化センターアート
ホールは⾞イス⽤席が設置しています。

都市の地質調査・再耕事業「クリエイティブ・ア
イランド・ラボ 中之島」

⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/7/5 2019/3/29 ⼤阪府

⼤阪市北
区

・⼤阪の中之島エリアの街や⽂化資産をアーティストや研究者が独⾃の視点で
フィールドワークに取り組むリサーチプログラムと、中之島に拠点を置く⽂化施設
固有の資源（⼈・コレクション・歴史・取り組み）に焦点を当てた連携イベントを

 ⾏い、都市の創造性について発信、議論する場を設ける。
・⼤阪の中之島エリアの⽂化施設の紹介と、リサーチプログラムや中之島連携企画
を告知やレポートするウェブサイトを開設。⾔語は⽇本語および英語の2ヶ国語で
対応。

 第6回グリーンイメージ国際環境映像祭

グリーンイ
メージ国際環
境映像祭実⾏

委員会

2019/2/22 2019/2/24 東京都 千代⽥区

グリーンイメージ国際環境映像祭は、国際環境映画祭のネットワーク組織の先駆け
であるEcomoveInternationalを創設し、⽇本の環境映像作品を国際会議の⽂化⾏
事等にて紹介してきたが、2015年より世界最⼤の国際環境映画祭ネットワークで
あるGREENFILMNETWORKに⽇本で唯⼀のメンバーとして加盟。年間を通して世
界各地の国際環境映画祭との情報交換と連携を⾏っており、⽇本の優れた映画、制

 作者を世界へと紹介、発信する役割を担っている。
また、弊映像祭では、⽇本語・英語のバイリンガルのウェブサイト、カタログ、チ
ラシを作成しており、外国⼈にとっても⽇本⼈にとっても⾔葉の壁を越えて、環境
について、さらには世界の多様な⽂化、社会、⾃然、⼈々の営みについて、感じ、
考える場を作っている。

マイナビpresents 第27回 東京ガールズコレク
ション 2018 AUTUMN/WINTER

東京ガールズ
コレクション
実⾏委員会

2018/9/1 2018/9/1 埼⽟県
さいたま

市

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が煌びやかであり続けることで、TGCに関わる全ての⼥性が輝ける
瞬間を創造してまいります。私たちはTGCを通して、⼥性が輝く社会を⽬指してい

 ます。
本地域開催に関してもその創造性を、地域活性化を⽬的とした地⽅創⽣の中におい

 ても貢献していきます。
会場はバリアフリー対応、⾞椅⼦⽤の専⽤指定席対応も⾏なっております。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

やきもの事始－初級講座

特定⾮営利活
動法⼈ やきも
の⽂化と芸術

振興協会

2018/9/22 2019/2/9 愛知県 瀬⼾市

初めてやきものに触れる⼈のために、やきものの美しさ、⾒かた、⾯⽩さを知り、
興味をもってもらう⽬的で講師を招いて6回の初級講座を開催する。本初級講座
は、⽇本遺産六古窯、せともの焼の魅⼒、誕⽣250年を迎える磁祖加藤⺠吉につい
て、専⾨家がわかりやすく講話を⾏うほか、瀬⼾市内のやきもの遺跡を巡り歩いた
り、⽇本の六古窯のやきものを鑑賞する。
両開催会場は、⾝障者⽤エレベーター、⾝障者専⽤駐⾞場、視覚障害者誘導ブロッ
クを完備してバリアフリー化されております。また、やきもの遺跡巡りのコースで
は歩⾏が難しい⽅の移動はスタッフがお⼿伝いし障害を持つ⽅にも安⼼して受講、
参加できる体制を整えています。

国際公募2018年 国際親善美術中部展
国際親善美術

中部展
2018/8/26 2018/8/31 愛知県 江南市

中部において地元の作家や芸術⼤学出⾝者を中⼼に始めた国内美術展に、ヨーロッ
パやアジアの各国の作家及び本会員の絵画作品を⼀堂に集めた個性あふれる美術交
流展です。
なお、会場は⾝障者専⽤の駐⾞スペースがあり、スロープが整備されているなど、
⾞椅⼦利⽤者など障害をもつ⽅が展⽰ギャラリーに楽に⼊れるようになっていま
す。また、本会員には、外国⼈もいて⽇本語と英語が話せるため、作品鑑賞する外
国語⼈に対して御案内もできるようにしています。

国際公募2018年 ⽔潮会展 ⽔潮会 2018/9/3 2018/9/14 愛知県 江南市

ヨーロッパ各地（フランス、スイス、イタリア、スペイン、ポルトガル、オラン
ダ）、オーストラリアに加え、中国や韓国を中⼼に東南アジア10数か国の各国を代
表する作家が出品する、個性あふれる展覧会です。
なお、会場は⾝障者専⽤の駐⾞スペースがあり、スロープが整備されているなど、
⾞椅⼦利⽤者など障害をもつ⽅が展⽰ギャラリーに楽に⼊れるようになっていま
す。また、本会員には、外国⼈もいて⽇本語と英語が話せるため、作品鑑賞する外
国語⼈に対して御案内もできるようにしています。

国際公募2018年 世界芸術院展 世界芸術院展 2018/9/17 2018/9/27 愛知県 江南市

ヨーロッパ(フランス、スイス、イタリア)、中東、イラン、ドバイ、アフリカ、
オーストラリア等の各国を代表する作家の個性あふれる絵画を全般とし、⽔墨画を
含む⽇本画、⽔彩画を含む洋画、彫塑・⼯芸、書、写真等の芸術作品の展覧会であ
ります。
会場は⾝障者専⽤の駐⾞スペースがあり、スロープが整備されており⾞椅⼦利⽤者
など障害をもつ⽅が展⽰ギャラリーに楽に⼊れるようになっています。また、本会
員には、外国⼈もいて⽇本語と英語が話せるため、作品鑑賞する外国語⼈に対して
御案内もできるようにしています。

第２５回記念五條園美リサイタル
五條流 園美の

会
2018/10/13 2018/10/13 愛知県

名古屋市
中区

伝統芸能である⽇本舞踊の発展と継承に努め、現代に⽣きる⽇本舞踊をモットーに
⻑年続けて参りました「五條園美リサイタル」を開催する。今回は第25回を記念す
べく、五條園美作品集より10作品を厳選し、⼼に残る優美な舞台を昼夜2回公演で
上演します。
会場となっている名古屋能楽堂は、バリアフリー化されており⾞椅⼦席や多⽬的ト
イレ、⾞椅⼦専⽤駐⾞場などのご⽤意があり、どなたにも快適に御観劇いただけま
す。

第６８回芸術祭全国⼤会中部コンテント
⼀般財団法⼈ 
国際美容協会

2018/9/24 2018/9/24 愛知県
名古屋市

中区

⽇本ガイシフォーラムレセプションホールにて着付けのコンテスト⼤会を開催。美
容師及び着付け業務に従事する⽅まで幅広く対象とし、⽇本の⺠族⾐裳である着物
とその着物⽂化の伝承に努め、国⺠⽣活を明るく美しくする事を⽬的としている。
イベント会場は障害者の⾞椅⼦での⾒学も可能なバリアフリーの会場で⾏う。

霞流 かすみ会公演 第31回 霞流 かすみ会 2018/11/18 2018/11/18 愛知県 豊⽥市

⽇本の伝統芸能である⽇本舞踊を⾝近に接していただくため、本公演では、常盤津
節に合わせて演じられる歌舞伎舞踊の演⽬のひとつである『積恋雪関扉』、通称
『関の扉」を鑑賞していただきます。
会場は、スロープや⾝体障害者専⽤駐⾞場等が整備されバリアフリー対応になって
おります。⼩ホール客席には⾞椅⼦スペースもありますので⾼齢者や障がい者の⽅
も気軽に⼼に残る⽇本舞踊を楽しんでいただけます。

第45回 中⽇ジュニア書道展
中⽇ジュニア
書道展実⾏委

員会
2019/3/22 2019/3/24 愛知県 岡崎市

語句や書体は、共に⾃由課題にして、幼年から⾼校⽣までの書道作品を公募し、審
査員の審査によって優秀作品には賞を交付、展⽰を⾏うことで⼦供たちの⼠気を⾼
め書道の振興を図る⽬的で開催している。また、幼年から⾼校⽣までの書の魅⼒や
⽂字の美しさを楽しめる展覧会でもあります。
会場となっている岡崎市美術館は、⾞椅⼦専⽤の駐⾞スペースを設けバリアフリー
の対応となっており障害の持つ⽅も気軽に展⽰室に⼊ることができるようになって
います。

tomoniプロジェクトに参加しよう ミサンガ作
りワークショップ

（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/8/26 2018/8/26 岐⾩県 岐⾩市

ぎふ清流⽂化プラザでは、「ともに、つくる、つたえる、かなえる」をキャッチフ
レーズに、⾳楽や演劇、絵画、造形、⽂学など、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」を展開しています。その⼀つとして、和綿を育て、⽷にし、布にしてい
く過程の中でアート、デザイン、ビジネス、福祉、農業の分野をつなぎ、新たな出
会いと仕事が⽣まれる場作りを⽬指している、「ｔｏｍｏｎｉつながる和綿プロ
ジェクト」を実施してます。今回は、和綿プロジェクトの栽培場所のひとつである
「ともに綿花ファーム」の近隣にあるコミュニティセンターにてワークショップを
開催し、近隣にお住まいの⽅にもご参加いただくことで、綿から製品になるまでの
⼯程を「ミサンガ作りワークショップ」を通して知っていただく機会とします。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

みやざきの神楽 国⽴能楽堂公演2018 宮崎県 2018/10/11 2018/10/11 東京都 渋⾕区

神楽は本県を代表する伝統芸能であり、現在も２００を越える神楽が県内各地で受
け継がれている。宮崎県では、神楽のユネスコ無形⽂化遺産への登録、東京２０２
０オリンピック・パラリンピック開会式等での「天岩⼾開き神話」採⽤を⽬指し、
みやざきの神楽の魅⼒発信を⾏っているところである。
このような取組の⼀つとして、東京都渋⾕区の国⽴能楽堂において、みやざきの神
楽公演を⾏う。
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。

全国神楽シンポジウム２０１８ 宮崎県 2018/11/17 2018/11/18 東京都 渋⾕区

神楽は本県を代表する伝統芸能であり、現在も２００を越える神楽が県内各地で受
け継がれている。宮崎県では、神楽のユネスコ無形⽂化遺産への登録、東京２０２
０オリンピック・パラリンピック開会式等での「天岩⼾開き神話」採⽤を⽬指し、
みやざきの神楽の魅⼒発信を⾏っているところである。
このような取組の⼀つとして、⺠俗芸能や修験道等の研究者や、神楽の継承者等が
様々な⾓度から神楽について講演するシンポジウムと、舞台上に舞場を建て、本番
の奉納さながらに神楽を御覧いただく「みやざきの神楽公演」を東京都渋⾕区の國
學院⼤學で開催する。
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。

平成３０年度唐津の歴史⽂化企画展 『唐津藩、
幕末の波に臨む』

公益財団法⼈ 
唐津市⽂化事

業団
2018/10/18 2018/12/18 佐賀県 唐津市

常設展では、江⼾時代の唐津の様⼦を歴代城主ごとに唐津に残こる資料と共に展⽰
している他、唐津焼の展⽰や豊⾂秀吉や⼩笠原⻑⾏の兜等の⾐装の着⽤などが出来
る体験コーナーを設け、来城されたお客様が唐津の歴史や⽂化に触れることが出来
ます。⼜、デジタルサイネージを使⽤し、多くの⽅がＳＮＳ等で発信されていま
す。今回の企画展では、維新博が開催もあり、唐津藩最後の藩主である⼩笠原⽒に
焦点をあて、幕末という激動の時代を唐津藩がどのように乗り越え、明治時代の新
たな制度を迎えたのかを紹介します。天守閣には、階段昇降機を設置している他、
案内表⽰を４カ国語表記し、御⾝体の不⾃由な⽅も、外国⼈観光客もお迎えしてい
ます。

タイフェスティバルin佐賀2018 佐賀県 2018/10/20 2018/10/21 佐賀県 佐賀市

佐賀県がホストタウンに登録されているタイ王国と佐賀県の⽂化に触れることがで
きる⽂化交流事業を実施する。
段差ない会場レイアウトにするとともに、会場隣接の施設の多⽬的トイレを使⽤で
きるようにする。

第２１回⼭梨県障害者⽂化展 ⼭梨県 2018/8/30 2018/9/3 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しています。
※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５回⼭梨県障害者芸術・⽂化祭 ⼭梨県 2018/8/31 2018/9/1 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５回⽬となります。
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
することを⽬的としています。
※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。

アール・ブリュット展in上越
社会福祉法⼈
みんなでいき

る
2018/10/6 2018/10/12 新潟県 上越市

上越アートプロジェクトの⼀環で「アール・ブリュット展」を開催します。新潟県
や東海・北陸エリアから集めた知的障害者や精神障害者の美術的質の⾼い、選りす
ぐりのアール・ブリュット作品を展⽰します。作品の鑑賞の仕⽅が分からないとい
う⽅のための「対話型鑑賞会」も実施します。

プレイステーション２新しい遊び場
社会福祉法⼈
みんなでいき

る
2018/10/6 2018/10/12 新潟県 上越市 施設や家庭、学校で⾏われる⼿遊びやことば遊び、独⾃のゲーム、地域に伝わる昔

遊びなどを集め、体験的に楽しめる場所を作ります。

みんなでわいわいあーとなじかん
社会福祉法⼈
みんなでいき

る
2018/10/6 2018/10/12 新潟県 上越市 障害者も健常者もいっしょに絵を描いたり作品を作ったりする場を定期的に開くこ

とで「居場所/コミュニティ」の形成を図ります。

第60回関東ブロック⺠俗芸能⼤会
新潟県教育委

員会
2018/10/21 2018/10/21 新潟県 柏崎市

関東近県に伝承されている⺠俗芸能について、地域的特⾊の顕著なものや伝統ある
ものを広く⼀般に紹介し、⺠俗⽂化財に対する⼀般市⺠の理解と関⼼を深めていた
だくとともに、各地における保存・伝承活動の活性化につながることを⽬指しま
す。開催地（柏崎市）からは「綾⼦舞」が出演します。
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場所

（県）
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（市区町村）
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the 13th Music Forever 南総フェスティバル 
〜Brass on Stage!〜

千葉県南総⽂
化ホール

2019/2/3 2019/2/3 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に向け
て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幕張総合⾼等
学校シンフォニックオーケストラ部を迎え、地域の中学・⾼校の吹奏楽部との共演
を実施する。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
いただける。

ふなばし⾳楽フェスティバル／ふなばしミュー
ジックストリート
ふなばし⾳楽フェスティバル／⾳楽のまち・ふな
ばし 千⼈の⾳楽祭

ふなばし⾳楽
フェスティバ
ル実⾏委員会

2018/10/21 2019/2/3 千葉県 船橋市

本市最⼤の⾳楽イベント「ふなばし⾳楽フェスティバル」事業の中で、「ふなばし
ミュージックストリート」では船橋駅周辺を中⼼とした複数会場で、市内外からプ
ロ・アマ、ジャンルを問わず出演者を公募し実施しているが、テーマソングに⼿話
を取り⼊れた振付をするなど、誰もが楽しめるイベントとなるよう取組をしてい
る。また、「千⼈の⾳楽祭」は⼦供から⼤⼈まで、世代・ジャンルの垣根を越え、
2000⼈規模の出演者が集うイベントであり、アメリカ・ブレイン⾼校と継続的な
交流を実施している。会場には多⽬的トイレが設置され、バリアフリー設備も完備
されている。

ヒューマンフェスタとちぎ2018 栃⽊県 2018/11/10 2018/11/10 栃⽊県 宇都宮市

⼈権尊重の理念に対する理解を深めることを⽬的に、県⺠に親しみやすくかつ参加
しやすい、地域に密着した多彩な⼈権啓発活動を実施する。
障害のある⽅への理解促進のために、ステージイベントや講演、障害者スポーツ体
験などを⾏う。会場の栃⽊県障害者スポーツセンター・とちぎ福祉プラザはバリア
フリーに対応した施設であり、障害のある⽅にとって参加しやすいイベントとなっ
ている。

第23回栃⽊県障害者⽂化祭カルフルとちぎ2018
こころのつどい

栃⽊県障害者
⽂化祭実⾏委

員会
2018/11/2 2018/11/2 栃⽊県 宇都宮市

県内における福祉の拠点である「とちぎ福祉プラザ」を会場として、障害者が⽂化
活動を発信する場となる⽂化祭を開催します。障害者による絵画や書道、⼯芸など
の作品展⽰、歌やダンスのほか、太⿎や吟詠剣詩舞といった伝統芸能の発表等が⾏
われるイベントです。点字パンフレットの⽤意や⾞いすの貸出、⼿話通訳の配置も
あるため、障害の有無にかかわらず交流を楽しめます。また、当⽇は、施設や病院
による模擬店・製作品販売の出店、アイマスク体験等の体験型コーナーもあり、毎
年多くの来場者でにぎわいます。ここでの交流を通じて、広く障害者の福祉につい
ての理解を深める⼀助となれば幸いです。

第13回おやま開運まつり
おやま開運ま
つり実⾏委員

会
2018/10/14 2018/10/14 栃⽊県 ⼩⼭市

⼩⼭市の歴史上に残る、江⼾幕府300年の泰平の世を決定付けた史実「⼩⼭評定」
を基に、「開運のまちおやま」を全国に発信し、観光の振興と商業の活性化を図る
ことを⽬的に「第13回おやま開運まつり」を開催いたします。⼩学⽣甲冑武者によ
るパレードや開運夢宣⾔、市⺠劇団「開運座」による「⼩⼭評定」再現劇等が実施
されるほか、開運⼩⼭うどんまつり、うまいものおやま評定が同時開催のため、県
内外のご当地グルメを堪能することができます。また、会場は⾞イスの⽅でも観覧
しやすいようバリアフリーの⼩⼭御殿広場を使⽤し、会場に隣接した市役所は、⾞
イス利⽤者専⽤駐⾞場や段差がない出⼊⼝と通路、多⽬的トイレなどの設備があ
り、どなたでも楽しめるイベントとなっております。

北海道 BEST FLOWER COLLECTION 2018
北海道花き振

興協議会
2018/8/24 2018/8/25 北海道

札幌市中
央区

道内の花き⽣産、流通、販売及び⾏政関係者が⼀体となって、多くの消費者が通⾏
する公共空間において、北海道産の主要な花きの展⽰や、フラワーアレンジメント
等花⽂化の展⽰を実施することにより、道産花きの魅⼒を発信する。
会場は、バリアフリーに対応した施設であり、⾞いすの⽅が鑑賞できる通路幅を確
保するなど、障害のある⽅も参加できる体制を整えている。

⺠族共⽣象徴空間開設ＰＲキャラバン（札幌） 北海道 2018/8/23 2018/8/29 北海道
札幌市北

区

⽩⽼町に開設される「⺠族共⽣象徴空間」の2020年４⽉24⽇の⼀般公開に向け、
開設機運の醸成を図るとともに象徴空間への誘客促進に繋げるため、⺠族共⽣象徴
空間の開設ＰＲやアイヌ⽂化の発信イベントを実施する。
会場では、⾞いすなど障がいのある⽅が来場されても参加できるよう、スタッフを
配置するなどの体制を整えている。

としま区⺠芸術祭「第30回 ⺠俗芸能inとしま」
関連ワークショップ「としま太⿎道場 秩⽗屋台
囃体験」

公益財団法⼈
としま未来⽂
化財団、豊島

区

2018/8/25 2018/10/28 東京都 豊島区

豊島区指定の無形⺠俗⽂化財を中⼼に、地域で⼤切に守り受け継がれてきた⺠俗芸
能を舞台上演し紹介します。豊島区からは「⻑崎獅⼦舞」、「冨⼠元囃⼦」、「雑
司ヶ⾕⻤⼦⺟神御会式万灯練供養」、姉妹都市の埼⽟県秩⽗市からはユネスコ無形
⽂化遺産にも登録された「秩⽗屋台囃⼦」、また島根県の郷⼟芸能「⽯⾒神楽」を
招聘します。演⽬の合間には出演者インタビューを⾏い、地域伝統芸能の継承者と
しての思いを語って頂きます。観覧無料でどなたでも気軽に鑑賞可能です。
当⽇プログラムのほか、インバウンド対応として英語表記の解説リーフレットを受
付に⽤意し配布します。
また、本公演に先駆けた関連ワークショップとして「としま太⿎道場秩⽗屋台囃体
験」を実施します。
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和太⿎ボランティア活動ならびにサークル２０周
年記念演奏活動

和太⿎サーク
ル嵐

2018/9/1 2019/8/31 北海道 札幌市

２０００年、⽇本初の「DPI世界⼤会」出演を⽬指して札幌市で発⾜。２００２年
「DPI世界⼤会」歓迎レセプション出演。「新芸能集団乱拍⼦」による指導の下、
和太⿎を通じた障がい者の⼼⾝の健全育成と、全ての⼈の⼼の壁を取り除き、共⽣
社会の実現を願い、６歳から８３歳までの障がい者健常者合わせて４３名のメン
バーで活動中。主に⼋丈太⿎を練習し、太⿎の他に⼿作りの獅⼦を使っての獅⼦舞
や⼿作り太⿎の練習している。年に5回ほど、地域の夏祭り、施設のイベントの訪
問演奏を通じて社会貢献活動をしている。２０２０年は発⾜２０周年を迎え、記念
演奏会を企画している。バリアを取り除く活動としては、札幌市の便宜による練習
会場費免除、演奏本番ではヘルパーや保護者による付き添いなどをし、様々な事情
の障がい者が安⼼して⻑く太⿎を楽しめるよう努めている。

中央区⺠⽂化祭

中央区区⺠部
⽂化・⽣涯学
習課、中央区

⽂化連盟

2018/10/4 2018/12/2 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。

平成30年度沖縄県⽂化観光戦略推進事業 「ル
ン♪ルン♪バルーン♪琉球舞踊」

合同会社 琉
球芸能⼤使館

2018/11/28 2018/12/2 沖縄県 那覇市

伝統的な琉球芸能とポップなバルーンがコラボレーションしたユニークな舞台。古
典舞踊・雑踊・空⼿・エイサーなど多彩な琉球芸能を、カラフルなバルーンの舞台
美術や⼩道具が彩ります。2016年沖縄で初演。2017年アヴィニョン演劇祭OFF
（フランス）、沖縄で再演。⽇本・デンマーク国交樹⽴150周年記念事業として招
聘されリンクービン・スキャーン市（デンマーク）で公演及びワークショップを開
催。2018年もイタリア・スペイン両国のフェスティバルから招聘されるなど、国
内外で好評を得ています。多⾔語表記のプログラムや観客参加のコーナーを設ける
など、年齢・国籍を問わず楽しめる作品となっています。

ウィルチェアースポーツ＆ウィルチェアーツーリ
ズム

東⼤阪市 2018/10/13 2018/11/25 ⼤阪府 東⼤阪市

東⼤阪市では、体験型観光プログラム「ひがしおおさか体感まち博」を、10⽉13
⽇〜11⽉25⽇に開催します。このうちの⼀つのプログラムとして、「ウィルチェ
アースポーツ＆ウィルチェアーツーリズム」を実施します。障害者も健常者も、⼤
⼈も⼦供も、そして性別や国籍にも関わらず楽しめる⾞いすソフトボールの交流会
を⾏い、体験や交流試合とあわせ、市内を⾞いすで観光していただきます。スポー
ツを通じて⼼のバリアフリーを感じ、さらに東⼤阪市の⽂化を感じながら、観光中
の気づきをバリアフリーマップの作成にも⽣かしていきます。楽しみながら共⽣社
会の実現に寄与するプログラムです。11⽉24⽇の交流試合を⽬指し、期間中は練
習会も実施し、参加者には無料でスポーツ⽤、福祉⽤の⾞いすの貸出しを⾏いま
す。また、10⽉20⽇には、様々なウィルチェアー体験ができるフェスティバルも
開催します。

第１２回声楽アンサンブルコンテスト全国⼤会

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

2019/3/21 2019/3/24 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１２回⽬を迎えます。
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が本選に出場し、部⾨を越えた審査
により⽇本⼀を決定します。
また、外国語対応の⼤会ＨＰや応募要項を作成すること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。

隅⽥川 森羅万象 墨に夢

「隅⽥川 森羅
万象 墨に夢」
実⾏委員会、

墨⽥区

2018/9/3 2018/12/28 東京都 墨⽥区

葛飾北斎が90年間住み続けた隅⽥川流域で、あらゆる表現活動を⾏っている⼈たち
がつながりながら、この地を賑やかに彩っていくことを⽬指すアートプロジェク
ト。キックオフイベント「すみゆめ踊⾏列」を⽪切りに、公募により選ばれた17団
体による企画を隅⽥川流域各所で4ヶ⽉間にわたって開催。
すみゆめ踊⾏列では、墨⽥区内の福祉作業所による江⼾をモチーフにした焼き菓⼦
販売と連携。公募企画では、重度障害児に親しみを持っていただくための施設公開
イベント、視覚障害者とのまち歩きと座談会を通して多様性について考える企画な
どを予定。パンフレットは⼀部英訳。

第15回 湘南国際村めぐりの森植樹祭

協働参加型め
ぐりの森づく
り推進会議 
混植・密植⽅
式植樹推進グ

ループ

2018/11/4 2018/11/4 神奈川県 横須賀市

神奈川県有地めぐりの森の混植・密植⽅式植樹推進グループエリアにて、植樹から
森林資源活⽤までを含む⾃律的・持続的な森林マネジメントの確⽴を⽬指し、協働
参加型の植樹を実践し森林再⽣を⽬指します。⽇本は縄⽂時代より世界に先駆けて
植樹を実践していた⺠族であります。また、万物を神に准え、太古からの森に神社
や祠を造り、⼈が侵してはいけない場所として「鎮守の森」を護り、世代を超えて
継承しておりました。その思想こそが⽇本⽂化の礎とも云える照葉樹林⽂化の基軸
です。こうした⽇本古来の姿勢を植樹を通じて体感いただきます。障害者の⾃⽴⽀
援・所得保障ができる森づくりについても、障害者の⽅がどんぐりから育苗された
苗⽊を優先発注し、福祉的就労⽀援に務めます。また、障害者の⽅に作業もご参加
いただき、健常者や障害者、⽼若男⼥に垣根のない交流の場を植樹祭を通じて実現
します。その為、障害者専属の福祉スタッフを配置します。

⼊船⼭記念館ミニ企画展 呉市 2018/9/15 2019/5/6 広島県 呉市

旧呉鎮守府司令⻑官官舎国重要⽂化財指定２０周年にあたり，横須賀・呉・佐世
保・舞鶴の旧軍港四市に設置された⻑官官舎について，当時の建物の様⼦を写真や
図⾯資料中⼼に紹介。展⽰を通して，近代⽇本の洋館建築の魅⼒と，軍港都市の歴
史について知って頂く。なお，本ミニ企画展の会場には，⾞いすでの⼊場が可能と
なっている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

梅⽥寄席
梅⽥地域学習

センター
2018/9/6 2019/3/7 東京都 ⾜⽴区

⽇本の伝統⼤衆芸能である「寄席」で演じられる芸能は、どれも⻑い伝統に⽀えら
れています。古典落語を始め新作落語等、語り⼿が⼀⼈で何役もこなし、扇⼦が箸
になってそばを⾷べる姿は本当にすすっている様に⾒えて来ます。⽉に⼀回六名の
師匠達が交代で⼆名づつ出演します。劇場にはない臨場感で落語が聴けると好評を
いただいています。会場がバリアフリー対応となっており、外国語表記のパンフ
レットや各部屋の案内が外国語表記になっています。

第22回梅⽥地域学習センター ふれあいまつり
梅⽥地域学習

センター
2019/3/2 2019/3/3 東京都 ⾜⽴区

【第22回梅⽥地域学習センターふれあいまつり】
梅⽥地域学習センターでは、⽇頃活動されている登録団体の皆様による作品の展
⽰、ホールは発表、体育館では、発表、体験、フリマーケット等の催し物がありま
す。
1階ロービーでは、⽇本⽂化である野点で茶道や⼤正琴の体験ができます。ひな飾
りの展⽰、物産展、模擬店、花鉢販売等があり、3階では、染め物やご祝儀袋書き
⽅体験、4階では、囲碁を体験する事が出来ます。盛り沢⼭の企画で⼦どもから⼤
⼈、外国⼈の⽅も、みんなで⽇本⽂化を楽しんでいただけます。
会場がバリアフリー対応となっており、外国語表記のパンフレットや各部屋の案内
が外国語表記になっています。

⼩平市平櫛⽥中彫刻美術館 ナイトミュージアム

⼩平市平櫛⽥
中彫刻美術館
（⼩平市地域
振興部⽂化ス
ポーツ課）

2018/8/25 2018/8/25 東京都 ⼩平市

⼩平市平櫛⽥中彫刻美術館（新宿から約35分）における夏夜の恒例イベント「ナイ
トミュージアム」。夜８時まで開館時間を延⻑し、無料にて⼊館できるため、普段
来ることが難しい⽅も毎年⼤勢お越しいただいております。
ナイトミュージアムでは、⽇本彫刻界の巨匠である平櫛⽥中の作品をはじめ、武蔵
野美術⼤学学⽣の作品も楽しめる他、「茶道」の体験、江⼾時代からの伝統である
「灯ろう」の展⽰、⽇本古来の「鳴く⾍」の声を楽しめます。
多くの⽅に親しんでもらえるよう、チラシはふりがな対応・英語併記により作成し
ました。館内もバリアフリー対応しています。

秋のふるさと⼤収穫祭 お酒とおつまみフェス
ティバル in ⽇⽐⾕

株式会社ニッ
ポン放送プロ

ジェクト
2018/9/28 2018/9/30 東京都 千代⽥区

⽇本各地のお酒とおつまみを味わうことで、各地の⾷⽂化や歴史などを認知、理解
して頂き、魅⼒を再発⾒していただくイベントです。地⽅⾊豊かなお酒と⾷べ物が
集結することで、来場者の⽅々に豊かな⾷⽂化を発信していきます。また、東京に
いながらにして各地のお酒を各地の逸品とともに味わうことができるので、⾷に楽
しみを⾒出すきっかけを作り出すことができます。来場者の⽅々には⾷⽂化に興味
を持っていただき、そこから各地域の特産品や延いては観光資源へ関⼼を懐いてい
ただければ、地域の活性化へとつなげていけるでしょう。今後「⽇本各地の⾷⽂化
に触れることができるイベント」として、⽇本を代表するものへ育てていきたいと
考えています。外国の⽅にもご来場いただくためにWebサイトには外国語表記を⼊
れ、当⽇会場には外国語対応スタッフも派遣する予定です。

ケルティック クリスマス in ⽂翔館 「アル
タン」

公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、

⼭形県

2018/12/7 2018/12/7 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、現在のケルト⾳楽シーンにおいて名実ともに最⾼峰のグ
ループである「アルタン」による演奏会を開催する。「⽂翔館」という⼭形県が誇
る⽂化財とケルト⾳楽の融合により、新たな価値を創造するとともに、レベルの⾼
い演奏会を通して、⽇本の近代建築の素晴らしさを国内外にＰＲする。
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されており、障害者も参加
しやすい取組みである。

第52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
2018/10/26 2018/10/27 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。

知多半島春の国際⾳楽祭2019

知多半島春の
国際⾳楽祭武
豊町実⾏委員
会・武豊町教

育委員会

2019/1/27 2019/3/10 愛知県 知多郡

知多半島５市５町中で「知多半島春の国際⾳楽祭２０１９」を開催。左記の内の武
豊町実⾏委員会企画である。⾳楽祭は、海外の演奏家による公演だけでなく、知多
半島に在住する外国の⽅々との交流や観光団体、施設との連携に取り組み、より多
くの⼈々に楽しんでいただけることを⽬指しており、武豊町実⾏委員会では国際交
流と施設連携により知多半島の魅⼒を発信していくイベントとしたい。また、企画
内容は公募により決定した市⺠企画の実施と⾃主鑑賞事業の運営であり、これらを
バリアフリー施設である武豊町⺠会館（ゆめたろうプラザ）で⾏うことにより、障
がいのある⼈々もバリアなく楽しめ、交流を図ることができる。

京都学・歴彩館「東寺百合⽂書展」
京都府⽴京都
学・歴彩館

2018/9/15 2018/11/11 京都府 京都市 国宝「東寺百合⽂書」を紹介する展⽰を⾏います。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
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歌舞伎義太夫三味線奏者 野澤松也「創作浄瑠璃
弾き語り 第29回チャリティライブ in わなびば
３３３」

三味似粋⼈
JAPAN

2018/8/19 2018/8/19 東京都  中央区

⽇本の伝統芸能である「義太夫」や「浄瑠璃」「歌舞伎」の魅⼒を、⼦どもたち
や、これまで歌舞伎や⽂楽に関⼼のなかった⼈たちにも知ってもらうため、現役の
歌舞伎義太夫三味線奏者（⽵本連中）の野澤松也（重要無形⽂化財総合指定保持
者）が、⼟地に伝わる⺠話や童話を題材にした、誰にでもわかりやすい“創作浄瑠
璃”の演奏を、⾃ら弾き語りで⾏う。
また、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取り組みとして、ボランティアによる
わかりやすい解説（⽇・英）を⾏う。後半に三味線体験も有り。⼦供の参加可。

第7回与謝野町蕪村顕彰全国俳句⼤会

与謝蕪村顕彰
与謝野町俳句
⼤会実⾏委員

会

2018/11/25 2018/11/25 京都府
与謝郡与
謝野町

与謝蕪村の⺟の故郷といわれる与謝野町。名句「夏河を越すうれしさよ⼿に草履」
には「丹波の加悦といふ所にて」の前書があり、当地で詠まれたことがわかりま
す。この地では豊かな⾃然を背景に「江⼭⽂庫俳句⼤賞」が15年にわたり⾏われ、
平成24年からは「与謝野町蕪村顕彰全国俳句⼤会」として毎年開催しています。丹
後を訪れた⽂⼈たちが培ってきた俳句⽂化の振興と、与謝蕪村の顕彰を⽬的とし
て、第７回⽬となる全国俳句⼤会を開催します。

KYOTO・アート6ー芸術めぐりー／Photoワーク
ショップ

京都府、京都
⽂化⼒プロ

ジェクト実⾏
委員会

2018/9/15 2018/9/15 京都府 福知⼭市

イルミネーションの撮影ポイントをプロのカメラマンが伝授
“インスタ映え”する夜景が撮れるようになりたくありませんか？！
夜景やイルミネーションなど微妙な光をうまく撮影するテクニックをプロのカメラマンが伝授しま
す。
＜講師は、⻲村俊⼆先⽣と神崎順⼀先⽣です＞
撮影した作品は、翌週9⽉23⽇に、参加者１枚ずつ傑作をプリントアウトし、もっとうまく撮れるポイ
ントを講評してもらえます。
【対象】：中丹地域の⾼等学校の⽣徒、専⾨学校⽣、⼤学⽣
【⼈数】：20⼈程度
【受付期間】：8⽉1⽇（⽔）受付開始、9⽉10⽇（⽉）まで。
先着順、定員になり次第締め切ります
【持ち物】：デジタルカメラ（普段⾃分が使⽤しているもの）。銀塩カメラは不可
※三脚があればより鮮明な写真を撮ることができます
【論評】：撮影記録⽤のSDカードは、主催者が⽤意します（撮影当⽇に提出）。
講評⽇にプリントアウトした写真とともに差し上げます。
記録媒体がSDカード以外のものである場合は、
各⾃ご持参（データの⼊っていないもの）ください。
【申し込み】：bungei@pref.kyoto.lg.jp
⽒名、学校名、学年、電話番号、メールアドレスを
明記の上、上記のメールアドレスへお申し込みください。

第56回岡⼭市芸術祭参加 ⽥賀屋狂⾔会“能舞台
へ⾏こう！笑いの劇・狂⾔を楽しもう”

⽥賀屋狂⾔会 2018/11/23 2018/11/23 岡⼭県
岡⼭市北

区

本年は岡⼭後楽園能舞台再建60周年に因み、めでたい番組を公演する。「三番三・
さんばそう」、「蝸⽜・かぎゅう」、「三本の柱・さんぼんのはしら」に⿎（つづ
み）、太⿎、笛を伴って公演する。出演は⼤蔵流茂⼭千作、茂⼭千五郎他である。

岡⼭の美術 ⼤久保英治展
岡⼭県⽴美術

館
2018/9/26 2018/11/4 岡⼭県

岡⼭市北
区

若い頃⽮掛町に育った⼤久保英治は、⾃然の中で、その地の歴史や⽂化を感じ取る
作品を内外で発表しています。韓国での制作は1980年以降⻑期に渡っています。
本展では韓国を題材にした、また韓国で制作した、これまでの作品を通観するとと
もに、今回新たに⻤ノ城や朝鮮通信使の歴史を踏まえて、岡⼭（吉備）と韓国（伽
耶六国）をつなぐ新作を発表します。

新たな表現をめざして 創作版画が歩んだ道のり 
和歌⼭県⽴近代美術館コレクションを中⼼に

岡⼭県⽴美術
館

2018/10/5 2018/11/4 岡⼭県
岡⼭市北

区

職⼈による分業体制で制作される浮世絵という⽊版画の伝統があった⽇本では、明
治維新以降、全⼯程を⼀⼈の作家が⼿がける新しい版画の思想が⻄洋からもたらさ
れ、近代的な美術表現としての版画制作が追求されるようになりました。この新し
い試みは創作版画と呼ばれ、様々な作家たちが「⾃画・⾃刻・⾃摺」をモットー
に、約半世紀に渡って版画の持つ独特の表現を活かした作品の制作に取り組みまし
た。本展では、和歌⼭県⽴近代美術館が所蔵する国内屈指のコレクションから厳選
された作品を紹介します。あわせて当館が収蔵する棟⽅志功と森⾕南⼈⼦の作品も
出品し、郷⼟ゆかりの作家の活動もふまえながら、近代⽇本に花開いた創作版画の
魅⼒に迫ります。

町家deクラス2018
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/25 岡⼭県 倉敷市

国指定の「重要伝統的建造物群保存地区」内や、岡⼭県下に残る歴史的な町並みの
建築物である「町家」「蔵」などを活⽤し、江⼾・明治・⼤正・昭和から平成の現
代に伝わる伝統的な暮らし、楽しみ、遊びなどについて「⾐・⾷・住・学ぶ・遊
ぶ」を切り⼝に体験プログラムを実施します。

上原彩⼦ ピアノ・リサイタル 網⾛市 2018/10/8 2018/10/8 北海道 網⾛市

当市では、市⺠の企画提案を受けながら様々な芸術⽂化公演の鑑賞機会を提供する
「オホーツク・⽂化交流センター芸術⽂化事業」を毎年実施しています。
今回は、市⺠企画提案により上原彩⼦さんを迎え、ピアノ・リサイタルを開催しま
す。
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
センターで開催し、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
た対応を⾏います。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽩鬚神社おくんち⾏事
⽩鬚神社おく
んち⾏事保存

会
2018/10/1 2018/10/9 福岡県 福岡市

⽩髭神社は能古島字東にあり、島内五ヵ所の集落のうち、⼤泊を除く江ノ⼝・東・
⻄・北浦の四集落（字）が祭祀に携わっています。10⽉9⽇に⾏われる例祭を〝お
くんち〟と呼び、おくんちには宮座があります。ここの宮座の特⾊は、四つの字そ
れぞれに座元を決めて神迎えをし、神饌と呼ばれるお供えものを調整して、宮座当
⽇幼児の御幣持ちを先頭に神社まで神饌を運び、合同して祭典を執⾏するところに
あります。
なお、⽇程は10⽉1⽇に注連ない、4⽇に注連卸し、8⽇にキリモリ、9⽇が宮座と
なっています。
福岡市内にも宮座⾏事は様々残っていますが、能古島の⾏事の圧巻は四ヵ所の字か
ら供進される神饌の豪華さにあります。

町⺠のつどい パラリンピック選⼿の講演会と益
⼦の伝統⼯芸・⼿仕事⽂化⼤集合

益⼦町⽣涯学
習推進協議会

2019/2/16 2019/2/16 栃⽊県
芳賀郡益

⼦町

パラリンピック選⼿の講演会や益⼦ならではの伝統⼯芸・⼿仕事⽂化の様々な達⼈
が⼀堂に会すことで、福祉やスポーツの理解を深めるとともに益⼦の素晴らしさを
再認識し、ものの⾒⽅や気づきを得、オリ・パラへの参加機運醸成とともに⽣涯学
習の進⾏を促す。会場は、エレベーターやスロープが完備されている。会場案内、
展⽰ブース等の案内表記は英語表記をつとめる。

第８回開運⼩⼭うどんまつり
開運⼩⼭うど
んまつり実⾏

委員会
2018/10/14 2018/10/14 栃⽊県 ⼩⼭市

⼩⼭市では、豊かな⽔と肥沃な⼤地が育てあげる上質な「イワイノダイチ」をはじ
めとして、安全安⼼な⼩⼭産野菜を使⽤した「⼩⼭うどん」を市内外にアピール
し、多くの⼈々に周知・誘客を⾏い、地産地消の推進及び地域の活性化を図ること
を⽬的に「開運⼩⼭うどんまつり」を開催いたします。会場には開運⼩⼭うどん会
会員店舗、市外の有名うどん店が多数出店するほか、おやま開運まつりが同時開催
され、⼩学⽣甲冑武者によるパレードや開運夢宣⾔等が実施されます。また、会場
は⾞イスの⽅でも観覧しやすいようバリアフリーの⼩⼭御殿広場を使⽤し、会場に
隣接した市役所は、⾞イス利⽤者専⽤駐⾞場や段差がない出⼊⼝と通路、多⽬的ト
イレなどの設備があり、どなたでも楽しめるイベントとなっております。

〜Beyond2020 オリパラ成功を祈る〜 第９回
雀宮ちゅんちゅんウォーク

第９回雀宮
ちゅんちゅん
ウォーク実⾏

委員会

2018/12/2 2018/12/2 栃⽊県 宇都宮市

・「雀宮ちゅんちゅんウォーク」は，平成２２年から開催している地域⼿作りのイ
ベントで，今回で９回⽬を迎え，昨年度は地区内外から1,750名（スタッフ含む）
の参加があった。
・今回の開催にあたっては，⼤会をより魅⼒的なイベントとするとともに，２０２
０年のオリンピック・パラリンピックの開催に向け，地域の⼈々にオリンピックが
「⽂化の祭典」であることも広めるため，新たな企画を実施することとした。
・具体的には，とちぎミュージカル協会の協⼒を得て，聴覚障がい者の⽅にも楽し
んでもらえる打楽器演奏と⼿話の歌のコラボレーション作品の発表であり，歌うこ
との喜びを感じてもらうとともに，スポーツや⽂化活動をする⽅との交流の場とな
り，スポーツと⽂化の融和が育まれることを期待するものである。

第49回徳島フォトサロン展
徳島フォトサ

ロン
2018/10/6 2018/10/8 徳島県 徳島市

当会会員が徳島県内で撮影した、⾵景を主とした未発表の写真作品80点（全紙）を
展⽰する。会場は会場は多⽬的トイレを備えるなどバリアフリー対応しており、多
くの⽅に楽しんで頂ける会場となっています。

阿波の歴史⼩説・読書感想⽂公募・授賞式と朗読
会

阿波の歴史を
⼩説にする会

2018/4/1 2018/10/7 徳島県 徳島市

昭和55年に発⾜して以来38年間、郷⼟の⼈々の有名無名に関わらず掘り起こし、
史実に基づいて創作した⼩説「阿波の歴史⼩説」を毎年1冊ずつ発刊。昨年12⽉に
第38集「阿波の⽣業」を出版。徳島の素晴らしい歴史と⼈物を知る機会になってほ
しいとのことから、読書感想⽂の公募を⾏っています。中学⽣から年配者に⾄るま
で幅広い層の⽅々から読書感想⽂の応募がり、優秀作品を表彰すると共に朗読会を
催すことによって、より徳島を愛しふるさとに誇りを持つことができると共に全国
に徳島県の観光アピールにつながると考えます。本年は創始者であり初代会⻑⽥中
富雄の⽣誕100年にあたり、第3回読書感想⽂公募と授賞式・朗読会を開催しま
す。徳島新聞社賞・四国放送賞・徳島県観光協会賞・全国徳島県⼈会連合会賞ほ
か。会場は多⽬的トイレを備えるなどバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽し
んで頂ける会場となっています。

第九〜⾳楽の楽しみコンサート
三好市⺠第九

合唱団
2018/11/25 2018/11/25 徳島県 三好市

アスティーでのアジア初演100周年記念ベートーヴェン「第九」演奏会を感激を
持って終え、培った第九合唱の経験を踏まえ、三好市のパストラルホールで「第九
演奏会」を開催する。この催しは「第九〜⾳楽の楽しみコンサート」と銘打って、
⾳楽を愛する⾳楽に携わる⼈たち、グループに出演を呼びかけ、⼥声コーラスやバ
ンド演奏、カラオケグループなど⾊々なジャンルで活動する歌い⼿、演奏家も巻き
込んでの楽しさいっぱいの演奏会を⽬指している。会場は多⽬的トイレを備えるな
どバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となっています。

第24回徳島障害者芸術祭 エナジー2018
公益財団法⼈
徳島新聞社会
⽂化事業団

2018/10/10 2018/10/14 徳島県 徳島市

県内在住、または県出⾝者で15歳（⾼校⽣）以上の障がいを持つ⼈、またそのグ
ループが作成した絵画、書、写真、CGデザイン、陶芸、美術⼯芸などの⽴体作品を
展⽰。昨年に引き続き、今年も藍⾊作品コーナーを設けます。会場は多⽬的トイレ
を備えるなどバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となって
います。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽂化の森 イブニングシネマ
徳島県⽴⼆⼗

⼀世紀館
2018/9/29 2018/9/29 徳島県 徳島市

中学校の合唱部を舞台に、悩みや葛藤を抱える１５歳の少年少⼥を瑞々しく描いた
⽇本映画「くちびるに歌を」を上映します。監督は、本県出⾝で話題の⻘春映画を
数多く⼿がける三⽊孝浩⽒。主題歌は、アンジェラ・アキの名曲「⼿紙〜拝啓⼗五
の君へ〜」。会場となる施設では⾞椅⼦専⽤のスペースを設けるなど、⾝体の障が
いに関わらず楽しむことができる催しとなっています。

⽂化の森 秋のファミリーコンサート
徳島県⽴⼆⼗

⼀世紀館
2018/10/6 2018/10/6 徳島県 徳島市

徳島県警察⾳楽隊が、映画⾳楽や演歌、ジャズなど様々なジャンルから、世代を超
えて親しまれている名曲を吹奏楽で演奏します。会場となる施設では⾞椅⼦専⽤の
スペースを設けるなど、⾝体の障がいに関わらず楽しんでいただけるコンサートで
す。

⽂化の森 トワイライトジャズ
徳島県⽴⼆⼗

⼀世紀館
2018/10/7 2018/10/7 徳島県 徳島市

県内で活動するジャズバンドが出演し、ラテン・ジャズやジプシー・ジャズのほ
か、ビッグバンドジャズやジャズコンボ（少⼈数編成）等、様々なジャズの演奏を
楽しむことができるコンサートを開催します。会場となる施設では⾞椅⼦専⽤のス
ペースを設けるなど、⾝体の障がいに関わらず楽しんでいただけるコンサートで
す。また、コンサート終了後に、屋外展⽰（プロジェクションマッピング）「⽂化
の森に憑依する滝」と⼀緒にジャズを楽しむ企画を実施します。

第２６回電脳交響楽団演奏会
徳島県⽴⼆⼗

⼀世紀館
2018/10/21 2018/10/21 徳島県 徳島市

コンピューターによる新たな⾳楽表現の可能性を広げることを⽬的にした、コン
ピューターとＭＩＤＩ⾳源を⽤いた演奏会です。演奏会は，毎年異なるテーマに
沿った⾳楽と映像のほか、オリジナル曲・⾃由曲と⽣演奏の２部構成で開催しま
す。会場となる施設では⾞椅⼦の貸出を⾏うなど、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。

⽂化の森 ⼤秋祭り！！
徳島県⽴⼆⼗

⼀世紀館
2018/11/3 2018/11/3 徳島県 徳島市

楽しみながら⽂化に⼀層親しんでいただくことを⽬的に、「徳島県⽂化の森総合公
園」を構成する、６つの施設（図書館、博物館、⿃居⿓蔵記念博物館、近代美術
館、⽂書館、⼆⼗⼀世紀館）と公園エリアが連携して、毎年１１⽉３⽇の「⽂化の
⽇」に開催しています。当⽇は、各館それぞれがその特⻑を⽣かし、趣向を凝らし
た催しを実施します。会場となる各施設では⾞椅⼦の貸出を⾏うなど、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。

しんうら駅前広場⾳楽祭2018 浦安市 2018/10/21 2018/10/21 千葉県 浦安市

しんうら駅前広場⾳楽祭2018は、⻘少年による⽂化芸術活動の推進を図るため、
市内在住在学の⼦どもたちを中⼼とする⽂化芸術活動団体を対象に、⽇頃の成果を
発表する場を提供することを⽬的に実施している。
駅前広場という開かれた場所で開催することにより、どなたでも気軽に鑑賞するこ
とができる。障害のある⽅への配慮として、会場内のバリアフリー化に努めるとと
もに、優先席等を確保している。

合唱団コール・ユーベル第30回記念定期演奏会
合唱団コー

ル・ユーベル
2018/10/21 2018/10/21 宮城県 仙台市

今年は「合唱団コール・ユーベル第３０回記念定期演奏会」となります。当団は⽇
本の叙情歌，童謡，唱歌などの次世代に歌い継いでいきたい歌，⽇本⼈作曲家によ
る合唱曲などを⼤事にしてきました。
今回も若い⽅々だけではなく，ご⾼齢の⽅々の外出の機会の⼀つになればいいと
思っています。昨年同様に⾞いすの⽅々も招待したいと思っています。また，視覚
障害の⽅に向けては点字のプログラムも⽤意します。
今年の演奏会では「私たちが⼤事にしてきたもの」を中⼼にステージ構成します。
なお，第４ステージでは，指揮者に関わりのある合唱団等から公募して賛助出演し
ていただきます。

連載40周年記念 ガラスの仮⾯展

仙台⽂学館
（公益財団法
⼈仙台市市⺠
⽂化事業団）

2018/10/6 2018/11/25 宮城県 仙台市

仙台⽂学館では、2016年に連載40周年を迎えた演劇漫画の⾦字塔「ガラスの仮
⾯」の展覧会を⾏います。本展では、1976年の連載第1回を含めた貴重な漫画原画
や華やかなカラーイラストを⼀堂に展観し、名シーンを振り返ります。会場となる
仙台⽂学館は、エレベーター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が整っているこ
とから、⾞椅⼦の⽅もご観覧・ご参加いただけます。

「漆⽪－近代の⽂化財修復と伝承－」展
⽯川県（⽯川
県⽴美術館）

2018/9/1 2018/10/14 ⽯川県 ⾦沢市

⽯川県にゆかりの深い漆⽪作家を中⼼として、近代に伝承された漆⽪技法や意匠の
数々を紹介。
漆⽪がよみがえる契機となった古⽂化財の展観や、保存修復事業についての理解も
深めていただく。
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。
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URUSHI 伝統と⾰新
⽯川県（⽯川
県⽴美術館）

2018/9/15 2018/10/14 ⽯川県 ⾦沢市

漆芸は、１３００年以上の歴史を持ち、⾼度に発達しながら現在に⾄るまで受け継
がれ、１９５５年には蒔絵の松⽥権六・⾼野松⼭が重要無形⽂化財いわゆる「⼈間
国宝」に認定された。
本展では江⼾時代末期から活躍した近代の名匠、そして松⽥権六をはじめとする⼈
間国宝を軸に、現代⽇本の漆芸界で活躍する作家を紹介し、漆芸が持つ魅⼒を存分
に味わうことができる。
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。

平成３０年度秋季特別展「歌舞伎⾐装 
綺羅をまとう」

⽯川県（⽯川
県⽴歴史博物

館）
2018/9/22 2018/11/11 ⽯川県 ⾦沢市

⾦沢で現在確認できる唯⼀の歌舞伎⾐装として、芝居⼩屋「福助座」とその興⾏師
梅若ゆかりの⾐装約４０点を公開します。
併せて、江⼾城⼤奥で活躍した狂⾔師の⾐装、明治〜昭和初期の名優が着⽤した⾐
装から、各地の芝居⼩屋、農村歌舞伎で使⽤された地芝居の⾐装まで⼀堂に公開
し、歌舞伎⾐裳の魅⼒をご堪能いただきます。
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。

にいがたアニメ・マンガフェスティバル

にいがたアニ
メ・マンガ

フェスティバ
ル実⾏委員会

2018/10/20 2018/10/21 新潟県 新潟市

【万代エリア】新潟市マンガ・アニメ情報館
【古町エリア】上古町商店街、古町通5〜7番町、新潟市マンガの家、JAM⽇本アニ
メ・マンガ専⾨学校、NEXT21アトリウム、柳都オレンジスタジアム
【⽩⼭エリア】新潟県政記念館、燕喜館、上古町商店街、神明宮

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業
第50回滋賀県⽴⽔⼝⾼等学校吹奏楽部定期演奏
会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/30 2018/9/30 滋賀県 甲賀市

⽔⼝⾼校吹奏楽部の⽇頃の練習成果の発表と共に、地域の芸術・⽂化の⾼揚をはか
ることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞い
ただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 AUN J クラ
シックオーケストラCONCERT2018⽶原公演〜
伊吹の森〜

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/6 2018/10/6 滋賀県 ⽶原市

年間テーマ「和と洋の融合」に沿って、和楽器のみの編成でクラシックやアニメソ
ングなどの演奏を通じて、⽇本の伝統⾳楽の⾳⾊で奏でる⻄洋の⾳楽という新しい
⽂化に触れる機会を提供する。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々
に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 東儀秀樹with
溝⼝肇コンサートクリスマスナイトin⽶原

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/15 2018/12/15 滋賀県 ⽶原市

和楽器の中でも雅楽で使われる篳篥と、⻄洋⾳楽のオーケストラには⽋かせない
チェロとのコラボで、和と洋の⾳楽の融合を体感し、新しい世に触れる機会を提供
することを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞
いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 ⼤津管弦楽団
第134回定期演奏会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/4 2018/11/4 滋賀県 ⼤津市

⼤津管弦楽団による定期演奏会、地域の芸術・⽂化の⾼揚を図る⽬的で開催。曲⽬
はブラームス：⼤学祝典序曲・メンデルスゾーン：「夏の夜の夢」から序曲夜想曲
結婚⾏進曲ベートーヴェン：交響曲第５番「運命」。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48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8回公演

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/2 2018/12/2 滋賀県

近江⼋幡
市

パイプオルガン演奏の研鑽を積み、その発表の場とすると共に、パイプオルガンの
響きを通じて⾳楽の楽しみや楽器の魅⼒を⾝近に感じていただことを⽬的に開催。
会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第35回⽇本フ
ルートフェスティバルin滋賀

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/2 2018/12/2 滋賀県 ⼤津市

過去34年間継続してきたフルートの祭典を、規模を拡⼤して35周年にふさわしい
催物とするプロのゲストプレイヤーによる第1部と200⼈（応募フルーティスト）
の⼤合奏の第2部で開催。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑
賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 光永ファミ
リーコンサートVol.14〜千夜⼀夜物語〜

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/8 2018/12/8 滋賀県 ⼤津市

結成24年となる光永ファミリーによる演奏会。今回はロシアを代表する作曲家リム
スキー＝コルサコフの交響組曲「シェヘラザード」をメインにお届けします。会場
はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 守⼭⾳楽連盟 
第8回オペラ公演
モーツァルト作曲 歌劇「フィガロの結婚」全4
幕 原語上演（字幕付き、⼀部カット有）

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/15 2018/9/16 滋賀県 守⼭市

守⼭⾳楽連盟のオペラ部が、研鑽の成果の発表と同時にオペラの魅⼒を広め、⾳楽
⽂化の向上に貢献することを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が整っており、
多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 ⻄村裕美⼦×
中井知⼦ Joint Recital

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/17 2018/9/17 滋賀県 栗東市

⻄村裕美⼦と中井知⼦、共に滋賀県出⾝、桐朋学園⼤学卒業、ウィーン留学経験の
ある⼆⼈のピアニストがジョイント・リサイタルを開催し、⽇頃の研鑽の成果の発
表と同時にピアノ⾳楽の魅⼒を広め、⾳楽⽂化の向上に貢献することを⽬的に開
催。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができ
る。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 京都市⽴芸術
⼤学真声会滋賀⽀部「第30回湖（うみ）のしら
べ」

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/11 2018/11/11 滋賀県 ⼤津市

京都市⽴芸術⼤学⾳楽学部同窓会真声会滋賀⽀部が、⼤学を卒業した若⼿演奏家を
対象に⾏う研究発表会。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞
いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 2018こども
ミュージカル「Once Upon a time」〜⼼の扉を
開いて〜

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/15 2018/12/15 滋賀県 ⼤津市

スタジオ開設26周年作品し、KIDSひとみジャズダンス・スタジオ受講⽣による
2018こどもミュージカル「OnceUponaTime」〜⼼の扉を開いて〜を上演、会場
はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 ⼈形劇団ひと
み座によるにんぎょうげき「はれときどきぶた」
〜親⼦で楽しむ⼈形劇〜

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/17 2018/11/17 滋賀県 ⽶原市

親⼦で楽しむ⼈形劇。３⼈の⼈形遣いが８０年代に⼀世を⾵靡した⼈気作品をボサ
ノバのリズムに乗せ、現代的な舞台として描く。会場はバリアフリー施設が整って
おり、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第34回きたむ
らバレエスタジオバレエ発表会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/24 2018/11/24 滋賀県 甲賀市

⽇頃の練習成果の発表とと共に、地域の芸術・⽂化の⾼揚を⽬的に開催。第１部⼩
品集Ⅰ・第２部⼩品集Ⅱ・第３部くるみ割り⼈形第２幕を上演。会場はバリアフ
リー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第50回三曲演
奏会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/18 2018/10/18 滋賀県 ⻑浜市

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。会場はバリアフリー施設が整っており、多く
の⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第18回三村奈
緒⼦キッズダンス発表会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/27 2018/10/27 滋賀県 草津市

⽇頃の練習成果の発表と、地域の芸術・⽂化の⾼揚を⽬的に開催。１、２部ダン
ス、３部は物語「⻘い⿃」を上演。会場は通訳、外国語による案内およびバリアフ
リー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 素謡と仕舞の
つどい

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/20 2018/10/28 滋賀県 ⼤津市

県内の謡曲14グループが⼀同に会して２⽇間にわたり観世流謡曲を30数曲の素謡
と仕舞を発表する。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いた
だくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第28回⽇本舞
踊内⽥流「秋の舞踊」

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/25 2018/11/25 滋賀県 東近江市

5歳から86歳まで幅広い年齢の会員の⽇頃の稽古の成果発表をご覧いただき、市⺠
の皆様との⽂化交流を図ることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が整ってお
り、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度秋
の茶会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/16 2018/10/16 滋賀県

⽝上郡多
賀町

県芸術⽂化祭の趣旨に沿い、茶道を通じ豊かな⼼を育て、良き⽇本⽂化を伝える機
会を提供する。茶道裏千家家元による献茶式、協賛茶席２席・点⼼席。会場はバリ
アフリー施設が整っており、多くの⽅々に観覧いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第51回稲枝総
合菊花展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/28 2018/11/4 滋賀県 彦根市

稲枝地区⽂化祭のメインコーナーとして公⺠館ならびに周辺会場に充実した菊花展
の開催、菊作り同好者の創作作品を展⽰、地域に⽂化の向上とうるおいのある町づ
くり、⼈づくりに寄与することを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が整ってお
り、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第13回⽶原市
芸術展覧会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/6 2018/10/14 滋賀県 ⽶原市

芸術を創造し鑑賞する喜びを享受し、⽂化の⾼いまちづくりを⽬指し開催する。絵
画、彫刻・⼯芸、書、写真の各部⾨の作品展⽰を⾏う。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 総合開会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/20 2018/10/20 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。芸術⽂化祭の総合開会式。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に参加いただくことができる。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 合唱部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/25 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。県内⾼校⽣の合唱の発表会。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 吹奏楽部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/25 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。県内⾼校⽣の吹奏楽の発表会。会場はバリアフリー施設
が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 ⽇本⾳楽部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/26 2018/10/26 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。県内⾼校⽣の⽇本⾳楽の発表会。会場はバリアフリー施
設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 演劇部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/28 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。県内⾼校⽣による演劇の発表会。会場はバリアフリー施
設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 美術・⼯芸部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/23 2018/10/25 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。県内⾼校⽣の美術・⼯芸作品の展⽰会・交流会。会場は
バリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 書道部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/26 2018/10/28 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。県内⾼校⽣の書道作品の展⽰会・交流会。会場はバリア
フリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 写真部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/26 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。県内⾼校⽣による写真の展⽰会・交流会。会場はバリア
フリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 囲碁部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/26 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。県内⾼校⽣の囲碁の競技会。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 将棋部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/26 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。県内⾼校⽣の将棋の競技会。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に観覧いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 放送部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/26 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。県内⾼校⽣の放送（アナウンス、朗読、ビデオメッセー
ジ）の発表。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくこ
とができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 新聞部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/25 滋賀県

近江⼋幡
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。県内⾼校⽣の新聞作品の展⽰、コンクール。会場はバリ
アフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 ⾃然科学部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/26 2018/10/26 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。県内⾼校⽣の⾃然科学研究の発表会と作品・成果の展
⽰。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができ
る。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 ⼩倉百⼈⼀⾸かるた部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/26 2018/10/26 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。県内⾼校⽣の⼩倉百⼈⼀⾸かるたの競技会。会場はバリ
アフリー施設が整っており、多くの⽅々に観覧いただくことができる。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 器楽・管弦楽部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/26 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。県内⾼校⽣の器楽・管弦楽の発表会。会場はバリアフ
リー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 郷⼟芸能部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/20 2018/10/20 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。県内⾼校⽣の郷⼟芸能の発表会。会場はバリアフリー施
設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 弁論部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/25 2018/10/25 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。県内⾼校⽣の弁論の発表会。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に観覧いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滋賀県
⾼等学校総合⽂化祭 ⽂芸部⾨

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/26 2018/10/26 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。県内⾼校⽣の⽂芸部誌の展⽰会・交流会。会場はバリア
フリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第42期[秋
期]KEIBUN⽂化講座

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/3 2018/12/10 滋賀県 ⼤津市

⼤津・草津・⻑浜で全１８講座を開催。歴史・⽂学・芸術等幅広く⽂化を取り上げ
る。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に参加いただくことができ
る。

平成30年度 アートスポットプロジェクト 
「散光/サーキュレーション」展

滋賀県⽴近代
美術館

2018/9/22 2018/10/21 滋賀県 ⻑浜市

滋賀県⽴近代美術館は、リニューアル整備に向けた⻑期休館に⼊っていますが、こ
の休館の期間を利⽤し、県内様々な地域で美術館の活動を展開する試みを⾏ってい
ます。「アートスポットプロジェクト」はその⼀環として、滋賀県にゆかりある若
⼿作家を中⼼に紹介するとともに、開催する地域の⽅と交流・協働を⽬指すプロ
ジェクトです。第⼀回の今年度は⻑浜を会場に、街道を中⼼とした循環＝サーキュ
レーションをコンセプトに、滋賀県の若⼿作家3名の新作を紹介します。近隣の住
⺠や⻑浜を訪れる観光客など、広く鑑賞してもらうことを⽬的とし、会場はバリア
フリーであるなど障害者にも配慮しています。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第21回⼩中学
⽣藤樹先⽣書写書道作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/30 2018/10/7 滋賀県 ⾼島市 ⼩中学⽣による近江聖⼈中江藤樹先⽣のご聖徳を敬慕、顕彰し展⽰する。会場はバ

リアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第35回藤樹先
⽣書道展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/30 2018/10/7 滋賀県 ⾼島市 近江聖⼈中江藤樹先⽣のご聖徳を敬慕、顕彰し展⽰する。会場はバリアフリー施設

が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 BIWAKOビエ
ンナーレ2018"きざし〜BEYOND"

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/15 2018/11/11 滋賀県

近江⼋幡
市

近江⼋幡旧市街地に点在する空き町家や元⼯場などを会場とし、現代芸術を展⽰す
ることでまちの活性化を図る。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々
に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第１回和太⿎
くみこ社中演奏会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/9 2018/12/9 滋賀県 ⼤津市 和太⿎奏者くみこの指導を受けている滋賀県内の和太⿎チームによる演奏。会場は

バリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48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31回コンサート」

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/24 2018/12/24 滋賀県 ⼤津市 第48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31回コ

ンサート」

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第45回市⺠合
唱団コールライゼ⾳楽会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/23 2018/12/23 滋賀県 ⼤津市 市⺠合唱団コールライゼ⼊団者による⾳楽会。会場はバリアフリー施設が整ってお

り、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 あふみヴォー
カルアンサンブルクリスマスコンサート2018
『ア・カペラの響に満ちて』

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/22 2018/12/22 滋賀県 ⻑浜市

多彩なクリスマスソング、クリスマスキャロルをはじめとした合唱曲を演奏し、ク
リスマスの雰囲気を共有すると共に、合唱⾳楽に親しみを持っていただくことを⽬
的に開催。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくこと
ができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 江州⾳頭発表
会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/8 2018/9/8 滋賀県 ⼤津市 伝統芸能である江州⾳頭に従事する者の発表会を開催。会場はバリアフリー施設が

整っており、多くの⽅々に参加いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 江州⾳頭発表
会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/8/26 2018/8/26 滋賀県 ⼤津市 伝統芸能である江州⾳頭に従事する者の発表会を開催。会場はバリアフリー施設が

整っており、多くの⽅々に参加いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 江州⾳頭発表
会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/8 2018/10/8 滋賀県

蒲⽣郡⻯
王町

伝統芸能である江州⾳頭に従事する者の発表会を開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に参加いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 江州⾳頭発表
会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/23 2018/11/24 滋賀県 ⼤津市 伝統芸能である江州⾳頭に従事する者の発表会を開催。会場はバリアフリー施設が

整っており、多くの⽅々に参加いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 がまの油売り
発表会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/8 2018/10/8 滋賀県

蒲⽣郡⻯
王町

伝統芸能であるがまの油⼝上師の発表会を開催。会場はバリアフリー施設が整って
おり、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 南京⽟すだれ
発表会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/8 2018/10/8 滋賀県

蒲⽣郡⻯
王町

伝統芸能である南京⽟すだれの発表会を開催。会場はバリアフリー施設が整ってお
り、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度⻑
浜茶道愛好会茶会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/16 2018/11/11 滋賀県 ⻑浜市

伝統⽂化である茶道の普及発展を願い、広く県⺠に参加を呼びかけ、本席、副席を
⽤意し、お茶を楽しんでいただくことを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に参加いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第69回滋賀県
花道展覧会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/13 2018/10/14 滋賀県 ⽶原市 伝統⽂化である花道を⼀般公開するため展覧会を開催。会場はバリアフリー施設が

整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第11回（平成30年度）「直弼杯将棋⼤会」 彦根市 2018/10/13 2018/10/13 滋賀県 彦根市

「直弼杯将棋⼤会」は、⽇本の伝統⽂化である「将棋」の普及拡⼤ならびに、市⺠
の棋⼒向上を⽬指して実施をしている。「直弼杯将棋⼤会」は平成20年、平成21
年に開催された、「井伊直弼と開国150年祭」のなかの⼀つのイベントしてスター
トしたもので、今年度で１１回を数えることとなった。また、当⽇には公益社団法
⼈⽇本将棋連盟からプロ棋⼠ににお越しいただき、⼤会を盛り上げてもらうととも
に、参加者を対象とした、指導対局に協⼒いただき、参加者の棋⼒の向上にも⼀役
を担っていただくこととしている。
なお、当該⼤会は、バリアフリー化がされた、彦根商⼯会議所で実施することとし
ており、障害がある⼈も参加することができる。

⼭梨学講座 やまなし織物紀⾏ ⼭梨県 2018/10/2 2018/10/2 ⼭梨県 甲府市

⼭梨県の織物は独特の光沢や⾵合いで知られる「甲斐絹（かいき）」をルーツとし
ており、全国でも有数の織物産地です。特に郡内地域の織物は江⼾時代から⾼級織
物として知られるようになり、現在でも甲斐絹の伝統技術を受け継ぎ、織物⽣産が
⾏われています。本講座では、代表的な地場産業の⼀つと⾔える⼭梨の織物につい
て、その歴史や伝統技術、新しい動きについて学びます。
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。
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ふるさと時代祭り（⼋朔祭）
ふるさと時代
祭り実⾏委員

会
2018/8/31 2018/9/1 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）神社の例祭として、江⼾時代
より連綿と受け継がれている。総勢１３０名もの市⺠が参加する⼤名⾏列は農⺠た
ちが秋元家三代７２年間の藩政に対する感謝の気持ちを、⼤名⾏列に仕⽴て上げた
といわれている。
祭りを華やかに彩る四台の⼋朔屋台は、江⼾時代の⽂化年間に製作されたもので、
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しており、⾞いすの⽅も来場可能。また、英語併記の
ポスターを作成し、当⽇は最寄駅に英語対応の案内所を設置する。

DRUM TAO 2018 「RHYTHM of  TRIBE 〜
時空旅⾏記〜」

飯能市 2018/11/8 2018/11/8 埼⽟県 飯能市

"劇団DRUMTAO"、⽇本の伝統芸術を、更に進化したエンターテインメントとして
表現。TAOが繰り広げるパフォーマンスと⼤迫⼒の映像テクノロジーの融合。映画
のような展開は、あらゆる想像を覆す、最先端の「THE⽇本エンターテインメン
ト」。会場はバリアフリー対応で⾞いす観覧席も確保します。

吹奏楽クリニック／東京吹奏楽団ミニコンサート 飯能市 2018/10/28 2018/10/28 埼⽟県 飯能市
プロの吹奏楽団（東京吹奏楽団）のメンバーが、中学⽣に楽器演奏の技術指導を⾏
います。東京吹奏楽団によるミニコンサートもあります。会場はバリアフリーであ
り、ホールには⾞椅⼦観覧席もあります。

幸⼿市ランチタイムコンサート 幸⼿市 2018/4/1 2019/3/31 埼⽟県 幸⼿市

市役所施設内を利⽤したミニコンサートを隔⽉で開催しています。プロではなくア
マチュアの個⼈及び団体が気軽に参加できる発表の場を創出することで、市⺠に
とって芸術をより⾝近に感じていただく機会にするとともに、市の⽂化芸術振興の
活性化と、より親しみやすい市役所作りを⽬指す取組みです。会場は保健福祉セン
ターを利⽤しており、バリアフリー対応、⾞イスでの観覧も可能です。

⼦どものオペラ教室「オペラを楽しもう！」
ちちぶオペラ
実⾏委員会

2019/2/16 2019/2/16 埼⽟県 秩⽗市

「コンサート形式のワークショップ」
前半：イタリアの歌や⽇本の歌などの歌曲、オペラのアリアなどを聞かせ、歌の楽
しさを伝えるとともに曲による表情の違いを感じさせる。4〜5曲。
後半：①オペラとはどんなものか？対話しながら答えを探る。②代表的なオペラの
⼀場⾯を出演者で演じ、その中からクイズを出し、オペラの仕組みなどを考えさせ
る。③声種と役柄などを説明する。④⼦供たちにオペラの仕組み、演技（動作）と
歌の融合を体験させる。⑤オペラの中の合唱を練習して歌う。
フィナーレ：オペラの4重唱を出演者で歌い、全員で共に盛り上がる雰囲気を⼀緒
に味わってもらう。
⾞椅⼦席を設けて、そちらの席は無料。付き添いの⽅のチケット代のみをいただ
く。また地域の障害者施設にもチラシなどをお願いしている。

第72回秩⽗写友会秋季展 秩⽗写友会 2018/10/11 2018/10/15 埼⽟県 秩⽗市

第72回展は、テーマとして3年⽬となる「秩⽗の神社Ⅲ」として、秩⽗郡市内に鎮
座する、〝社〟を捉えて特に⾝のまわりにある物の記録を重点にして撮影、構成
し、展⽰発表します。出品作品はすべてモノクローム写真。写真集第35号発刊。
尚、贈呈する箇所は、秩⽗市役所、秩⽗市⽴図書館、秩⽗神社、埼⽟県、その他、
写真展来場者で希望者に配布予定。会場は地場産センター2階展⽰紹介コーナー
で、⾞いすの⽅の観覧も可能。

Pumehanaファミリーコンサート
Pumehana実

⾏委員会
2018/12/9 2018/12/9 埼⽟県

ふじみ野
市

Pumehana実⾏委員会は、埼⽟県ふじみ野市を中⼼に活動している団体です。普
段、⽣で聴く機会が少ないプロの⾳楽家の演奏を、幼少期から楽しんで貰いたいと
考え、ファミリーコンサートを開催しています。今回は、歌とピアノの他にヴァイ
オリンも加わり、「チャルダッシュ」や「アヴェマリア」等を演奏する他、⼦供た
ちにマラカスを配り、⼀緒に「クリスマスメドレー」等を演奏します。コンサート
終了後には体験コーナーがあり、⼦供たちがヴァイオリン・ピアノに触れ、プロか
ら弾き⽅を教えてもらい実際に⾳を出してみます。⽣で触れることによって、⼦供
たちが⾳楽・楽器に興味を持つきっかけを作ります。会場はバリアフリー対応で、
⾞いすでの鑑賞も可能です。

第24回⼦どもミュージカルラビコ新春公演「let's 
get going the musical 2」

⼦どもミュー
ジカル ラビ

コ
2019/1/20 2019/1/20 埼⽟県 蕨市

当ミュージカルは、蕨市で活動する⼦どもミュージカルです。年に1度の公演を積
み重ね、今年度は24回⽬となります。（毎年無料開催）ミュージカル指導は、各専
⾨（歌唱・ダンス・芝居）外部指導者を招くことが主流ですが、当ミュージカルで
は、宝塚歌劇団ご出⾝の「鈴⽊由美⼦先⽣」によるご指導のもと、1つの作品を1年
間かけてレッスンに励み、作り上げています。現在は年中から⾼校1年⽣までの異
年齢集団で、歌・ダンス・お芝居が⼀体となったミュージカルの楽しさを。今年も
皆さんにお届けできるよう、⽇々レッスンに精進しております。また、保護者（⽗
⺟の会）も、公演に向け、⾐装・⼤道具・⼩道具を製作し、公演当⽇も舞台袖で待
機し、場⾯転換（⼤道具の移動）や⼩道具の準備、ヘアメイク・⾐装替えの⼿伝い
など、⼀緒に舞台をつくっています。⾞椅⼦の⽅には観覧席を設けたり、誘導⼈員
を置くなどします。
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⼦ども⽂化体験樂校「⼈形劇＆⼈形ワークショッ
プ」

特定⾮営利活
動法⼈⼦ども
⽂化ステー

ション

2019/2/24 2019/2/24 埼⽟県
さいたま

市

未来を担う⼦どもたちに、プロ⼈形劇俳優による⼈形劇を通して豊かな芸術⽂化体
験をしてもらうために、⼈形劇の公演と⼈形ワークショップを開催します。
○プロ⼈形劇俳優による⼈形劇と出会う。⼈形劇「かくれんぼしてるのだあれ」公
演を体験します。
○⼈形劇を体験する。タオル⼈形ワークショップ。⾝近なタオルを使って⼈形を作
り、簡単なお話を演じ発表します。⽇頃なかなか出会うことのできないプロの⼈形
劇俳優による⼈形劇、ワークショップを体験することで、芸術⽂化への興味を持つ
きっかけを作り、⼦どもたちの豊かな⼼の成⻑の契機とします。
⾞いすの⽅の参加にあたってはスタッフがサポートし、客席も確保し、ワーク
ショップ⽤の机も準備します。

国際ハープフェスティバル2018―草加市
公益財団法⼈
草加市⽂化協

会
2018/9/1 2018/11/18 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。

第46回マーチングバンド全国⼤会
⼀般社団法⼈
⽇本マーチン
グバンド協会

2018/12/15 2018/12/16 埼⽟県
さいたま

市

全国10⽀部より推薦を受けた⼩学⽣・中学⽣・⾼等学校・⼀般の団体によるマーチ
ングバンドの演奏演技披露。会場はさいたまスーパーアリーナでバリアフリー施設
となる為、⾞いすも対応可能。

第53回マーチングバンド関東⼤会
⽇本マーチン
グバンド協会

関東⽀部
2018/11/10 2018/11/11 埼⽟県

さいたま
市

第46回マーチングバンド全国⼤会の関東予選として開催。今⼤会は11⽉10・11
⽇、関東甲信越から幼保・⼩学⽣・中学⽣・⾼校⽣・⼀般の97団体（予定）が全国
⼤会への出場をかけて参加します。会場は「さいたまスーパーアリーナ」ですの
で、バリアフリーになっており、⾞いすでの来場にも対応します。

「折り紙夢⼯房50周年」活動報告会 折り紙夢⼯房 2019/2/13 2019/2/14 埼⽟県 川⼝市

主宰⾦杉登喜⼦が、折り紙と出会い「折り紙夢⼯房」を1986年設⽴後現在に⾄る
活動状況及び作品展及び折り紙体験。毎年9⽉頃会場：川⼝リリア3階ギャラリーに
て、折り紙展⽰会開催。設⽴50周年活動報告会及び夢の作品展を翌年2⽉同1階展
⽰ホールにて2⽇開催する。
1⽇⽬：2時間（午後1時〜3時）の時間を頂き、関係各位様をお招きして主宰⾦杉
登喜⼦の感謝の⾔葉を披露。⼜来賓者・関係者挨拶を予定。その後、作品展及び折
り紙体験をいたします。
2⽇⽬：午前10時〜午後6時→作品展及び折り紙体験（午後5時迄）
展⽰ホール内はバリアフリーです。⾃由⾏動できます。

酒と書の⽂化書道展
筆⽂字⽂化振

興会
2018/10/11 2018/10/11 埼⽟県

さいたま
市

埼⽟を代表する書家作品・パフォーマンスで伝統⽂化を発揚させ、併せて埼⽟の地
域伝統産業のひとつである⽇本酒にまつわる⽂化の振興に寄与することを⽬的とす
る。また、会場のソニックシティはバリアフリーで⾞いす対応が可能。

書道まつりin川越
筆⽂字⽂化振

興会
2018/11/4 2018/11/4 埼⽟県 川越市

地酒「鏡⼭酒造」の跡地の転⽤観光施設「⼩江⼾・蔵⾥」を会場に、県⽴川越⼥⼦
⾼校書道部などの書道パフォーマンスをつうじて、書道⽂化を楽しむイベント。会
場はバリアフリーで⾞いすの⽅も鑑賞いただけます。

国際学芸員サミット2018 佐賀県 2018/10/27 2018/10/27 佐賀県
⻄松浦郡
有⽥町

かつてヨーロッパを魅了した有⽥焼の歴史的・美術的価値に対する認識を再び⾼め
ていくために、ヨーロッパ等の主要な博物館から学芸員を招聘し、国際学芸員サ
ミット2018を開催する。
海外学芸員を佐賀県へ招聘し、国際学芸員サミット2018等の事業を通じて、有⽥
焼の魅⼒を再認識してもらい、海外の博物館での有⽥焼の企画展⽰につなげること
で、海外との⽂化交流が⼀層促進されることが期待される。
また、国際学芸員サミット2018で海外の学芸員が有⽥焼の魅⼒について熱く語る
ことで、サミット参加者が有⽥焼の魅⼒を再認識することにつながり、海外との⽂
化交流に興味を持つ⼈が増えることが期待される。
なお、外国⼈の⽅が参加しやすいように英語通訳を配置し、障害者の⽅も参加しや
すいよう、⼿話通訳者を⼿配する。

障がい者差別解消シンポジウム 宮崎県 2018/9/9 2018/9/9 宮崎県 宮崎市

障がいのある⼈もない⼈も共に暮らしやすい宮崎県づくりの観点から、UMKテレビ
宮崎アナウンサーで、宮崎県ボッチャ協会副会⻑等としても精⼒的に活動されてい
る、柳⽥哲志⽒を講師に迎え、シンポジウムを開催する。
講演テーマは、「障害のある⼈もない⼈も共に暮らしやすい社会を⽬指して〜合理
的配慮について〜」とし、障がい当事者の⽬線からお話しいただくほか、「障がい
特性を理解し、みんなで語る暮らしやすい宮崎県づくり〜共⽣社会を⽬指して、い
ま私たちにできること〜」というテーマで、障がい当事者や商業施設関係者による
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。
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アートマネジメント講座
第1回 社会とアートの関係
〜これからの⽂化芸術政策に求められること〜

宮崎県 2018/7/31 2018/7/31 宮崎県 宮崎市

全国各地で、⽂化芸術が持つ創造⼒（Creativity）を活かした地域社会の活性化の
取組が始められています。本県では、2020年に、「国⺠⽂化祭」と「全国障害者
芸術・⽂化祭」が開催され、絶好の機会を迎えます。
⽂化芸術が持つ⼒は、地域の魅⼒を再発⾒し、⼈と⼈との結びつきを強くしてい
き、その⼒を活⽤した地域振興は教育、医療、福祉、観光、まちづくりなど、多様
な分野の課題の解決に広がっています。
この講座では、国内の各地域で活躍する専⾨家を講師に迎え、未来のみやざきの⽂
化と地域を⽀えるための知識とスキルを学べます。
なお、会場はバリアフリー化しており、どなたでも参加いただけるよう、配慮して
おります。
第1回は、みやざき⽂化⼒充実アドバイザー（アーツカウンシル新潟プログラム
ディレクター）の杉浦幹男⽒を講師に、「社会とアートの関係」をテーマにした講
座を開きます。

アートマネジメント講座
第2回 ⽂化芸術事業の企画⽴案

宮崎県 2018/8/8 2018/8/8 宮崎県 宮崎市 第2回は、公益財団法⼈東京都歴史⽂化財団、アーツカウンシル東京事業推進室事
業調整課⻑の森司⽒を講師に、「⽂化芸術事業の企画⽴案」をテーマにした講座を
開きます。

アートマネジメント講座
第3回 ⽂化芸術事業の資⾦調達
（ファンドレイジング）

宮崎県 2018/8/28 2018/8/28 宮崎県 宮崎市 第3回は、公益財団法⼈岡⼭県⽂化連盟主任、⽇本ファンドレイジング協会認定
ファンドレイザーの⾼⽥佳奈⽒を講師に、「⽂化芸術事業の資⾦調達」をテーマに
した講座を開きます。

アートマネジメント講座
第4回 集客につながる広報・ＰＲ

宮崎県 2018/9/4 2018/9/4 宮崎県 宮崎市 第4回は、アーツカウンシル新潟プログラムオフィサーの福島尚⼦⽒を講師に、
「集客につながる広報・PR」をテーマにした講座を開きます。

アートマネジメント講座
第6回 ⽂化芸術分野の持続可能な環境づくり

宮崎県 2018/10/16 2018/10/16 宮崎県 宮崎市 第5回は、⼀般社団法⼈芸術と創造代表理事の綿江彰禅⽒を講師に、「⽂化芸術分
野の持続可能な環境づくり」をテーマにした講座を開きます。

アートマネジメント講座
特別講演 地域を巻き込む⽂化⼒

宮崎県 2018/11/10 2018/11/10 宮崎県 宮崎市
特別講演として、南島詩⼈（演出家・脚本家・詩作家・地域活性家）の平⽥⼤⼀⽒
を招き、メディキット県⺠⽂化センターで「地域を巻き込む⽂化⼒」をテーマに講
演をしていただきます。

「⽂学の国いわて」
岩⼿県⽂化ス
ポーツ部⽂化

振興課
2018/7/28 2018/8/5 岩⼿県 盛岡市

本県在住及び出⾝の作家が芥川賞を連続して受賞し、本県⾼校⽣も全国⾼等学校⽂
芸コンクールで毎年上位⼊賞を果たしている。このような状況を踏まえ、県⺠の⽂
学に対する関⼼や創作活動への意欲を⾼めるなど、本県における⽂芸活動の振興を
図ることを⽬的とした事業である。
①講演会･シンポジウム
第158回芥川賞を受賞した若⽵千佐⼦⽒による講演会をはじめ、県内の作家による
パネルディスカッションを開催する。
②ワークショップ
本県在住の作家を講師に、県内の⾼校⽣を対象とした⼩説の執筆のポイントなどに
ついて講義を⾏う。
また、会場については多⽬的トイレが設置されており、誰もが参加できるよう配慮
している。

いわて若者⽂化祭
いわて若者⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/23 2018/9/24 岩⼿県 盛岡市

映像部⾨、⾳楽部⾨等の多彩な⽂化芸術活動に取り組む若者の発表及び相互交流の
場を通じ、これらの活動を積極的に発信するイベントである。
⽂化芸術の分野において、若者が伝統芸能をはじめ新しい分野を含めた様々な⽂化
の担い⼿として活躍し、地域コミュニティの中でも重要な役割を果たしているが、
その発表の機会が⼗分に確保されていない状況であった。その状況を踏まえ、若者
の⽇頃の成果を発表する機会の創出、若者同⼠が交流する機会の提供をすることに
より、若者による⽂化活動の活発化、ひいては⽣活の質や地域の魅⼒の向上を図る
ことを⽬的としている。
当該イベントにおいては、障がい者⽤の席が設置された場所等を設定しており、誰
もが参加できるよう配慮している。

第２回 芸術体験イベント

岩⼿県・⼀般
社団法⼈岩⼿
県芸術⽂化協

会

2018/10/6 2018/10/7 岩⼿県 盛岡市

２⽇間を通して、岩⼿の様々な芸術⽂化を体験できるイベント。体験できるイベン
トは、「オーケストラの指揮体験」、「能楽・謡の体験」や「いけばな体験」な
ど、⼤⼈から⼦どもまで、幅広い世代の初⼼者が気軽に⽂化芸術に触れることがで
きる。また、書道ガールズによるパフォーマンスや障がい者アート展の開催もされ
るなど、来訪者が鑑賞可能なコンテンツも⽤意されている。
会場には⾞椅⼦利⽤者⽤のトイレを設置され、さらに体験イベントによっては⼿話
通訳者を配置しており、障がい者の⽅々も当該イベントに参加しやすい環境を整え
ている。
これらのイベントを通して、参加者同⼠の交流機会を創出するとともに、このイベ
ントを⽪切りに参加者の⽂化芸術への関⼼の⾼まりなど、後継者育成にもつなげて
いくことを⽬指している。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

いわて”復興の絆”コンサート イヴリー・ギトリ
スと仲間たち

岩⼿県 2018/9/24 2018/9/24 岩⼿県 平泉町

2011年に発⽣した東⽇本⼤震災津波以来、毎年のように被災地を訪問いただいて
いるイスラエル出⾝のヴァイオリニストのイヴリー・ギトリス⽒が出演するコン
サートであり、抽選で150名を無料招待するもの。
本コンサートではイヴリー・ギトリス⽒の演奏とともに、他の出演者の演奏による
ピアノやヴァイオリン等の⻄洋楽器に加え、和楽器である⼤⿎とのコラボレーショ
ンを⾏うことから、鑑賞者が⻄洋⽂化のみならず⽇本⽂化も感じることが出来る内
容となっている。
また、本コンサートの会場である⽑越寺の境内には、多⽬的トイレも設置されてい
ることから、障がいのある⽅も鑑賞できるように配慮されている。

第７１回岩⼿芸術祭総合フェスティバル

岩⼿県・⼀般
社団法⼈岩⼿
県芸術⽂化協

会

2018/10/6 2019/1/20 岩⼿県
①盛岡市
②宮古市

岩⼿県⺠による⺠俗芸能等、様々な芸術⽂化活動を発表する場を提供するステージ
イベント。今年度も、県央地域での開催とともに、⽂化芸術を⽣かした地域づく
り、地域の⽂化催事との連携による市町村の芸術⽂化活動の活性化を図るため、沿
岸地域においても開催することで、より多くの⼀般県⺠等に対する鑑賞機会の提供
を⽬指している。
また、当該フェスティバルが開催される会場については、多⽬的トイレが設置され
ているほか、障がい者席も設けられていることから、障がいの有無に関わらず芸術
⽂化活動の鑑賞が可能であり、県⺠等総参加的な盛り上げを図るとともに、岩⼿の
芸術⽂化の魅⼒を総合的に発信していく。

第７１回岩⼿芸術祭

岩⼿県・公益
財団法⼈岩⼿
県⽂化振興事
業団・⼀般社
団法⼈岩⼿県
芸術⽂化協会 

ほか

2018/10/6 2019/2/28 岩⼿県

① 盛岡市、
②⼆⼾市、③
久慈市、④釜
⽯市、⑤宮古
市、⑥花巻
市、⑦奥州
市、⑧⼀⼾
町、⑨⼭⽥
町、⑩岩泉

町、⑪九⼾村

県⺠の優れた芸術⽂化活動の成果を発表する機会を創出するとともに、県⺠に優れ
た芸術⽂化に触れる機会を提供することで、芸術⽂化の創造・発展につなげるとと
もに豊かな県⺠性の⾼揚を図るために開催される県内最⼤の芸術⽂化の祭典であ
り、昭和22年度に全国に先駆けて実施されて以来毎年開催され、今年で71回⽬を
迎える。
県内各地で、巡回美術展のほか、演劇、伝統芸能、⾳楽、舞踏、⽂芸など多様な
ジャンルの展⽰・発表の機会が創出されることで、より多くの県⺠が芸術⽂化活動
に触れることができる。
また、本芸術祭の会場の多くは、⾞椅⼦利⽤者⽤の席や多⽬的トイレが設置されて
いることから、全体を通して誰もが楽しめるように配慮されている。

平成30年度 第24回盛岡⽂⼠劇公演
盛岡⽂⼠劇公
演実⾏委員会

2018/12/1 2019/12/2 岩⼿県 盛岡市

盛岡初冬の⾵物詩として全国に誇る「盛岡⽂⼠劇」公演を開催します。
江⼾時代から庶⺠⽂化が盛んな街である盛岡市は、現在も市内に20を超える演劇団
体が活動しており、このような⾵⼟の中で育まれた盛岡⽂⼠劇は⽇本の誇るべき伝
統⽂化の⼀つで、これまで受け継がれてきました。公演では、作家や脚本家、アナ
ウンサーといった普段役者ではない⽅々が稽古に励み、役者顔負けの演技を披露し
ます。公演制作には、スタッフとして地元演劇⼈が多く関わっているほか、関係機
関の協⼒もあり、地域全体で作り上げています。障がいのある⽅でも鑑賞していた
だけるよう、⾞いす席の確保、障がい者⽤トイレを設けています。

うしく現代美術展開催事業
うしく現代美
術展実⾏委員

会
2018/11/18 2018/12/2 茨城県 ⽜久市

うしく現代美術展は、郷⼟愛に満ちた個性豊かな地域⽂化の振興とコミュニティの
充実に資することを⽬的として、年⼀回地元作家の美術作品（平⾯・⽴体・クラフ
ト・映像）の作品を展⽰し、その活動を紹介する展覧会。
平成30年度第24回展は、会期中にワークショップ（11/23）、⼩中学校鑑賞会
（H30は⼩学校が対象11/27・29・30）を実施予定。
企画・運営はうしく現代美術展実⾏委員会が⾏っている。
当美術展は、障がい者・健常者を問わず誰もが無料で観覧でき、出品作家とボラン
ティアが常駐して来場者の対応を⾏っている。また、図録やキャプションに英⽂表
記し、外国⼈来場者にも対応している。

第47回茨城新興展
⼀般社団法⼈
新興美術院茨

城⽀部
2018/8/23 2018/8/28 茨城県 ⽔⼾市

新興美術院の創⽴は，昭和12年９⽉，⾃由と在野本来の主張を貫くことを誓い，⽇
本美術院脱退の声明⽂を発表し，「新興美術院」を設⽴した。本展覧会は，茨城⽀
部の会員の作品を展⽰する⽇本画の展覧会である。
なお，本展覧会はバリアフリー対応の会場で実施する。

筑波ジュニアオーケストラ第2回定期演奏会
筑波ジュニア
オーケストラ

2018/9/16 2018/9/16 茨城県 つくば市

茨城県南を中⼼とした⼩学１年⽣から⼤学⽣までの総勢約１００⼈の団体で昨年４
⽉より活動を始めました。「感謝・友情・成⻑」を柱に⾳楽を通して未来を担う⼦
ども達に達成感や連帯感が⾝につくような活動をしています。発表の場を設け，近
隣の地域の⽅々にも⾒ていただくことで，県南地域の⽂化醸成を図ります。
なお，本演奏会はバリアフリー対応の会場で実施します。

第16回ひたち国際⽂化まつり
公益財団法⼈
⽇⽴市⺠科学

⽂化財団
2018/11/6 2018/11/11 茨城県 ⽇⽴市

アジアを中⼼とした世界の国々の⽂化を広く市⺠（外国⼈を含む）に紹介し、国際
交流や異⽂化に関する理解を深めてもらうことを⽬的として、⽇⽴市の⽂化活動の
拠点施設である⽇⽴シビックセンターにてイベントを開催。⽇⽴市内に拠点をおい
て活動している国際交流団体が⼀堂に会し、各団体の相互交流を推進するととも
に、多くの市⺠が参加できる場を設ける。
近年、⽇⽴市で働く外国⼈が増加している背景もあり、⽇本⼈向けに外国の⽂化を
紹介するだけでなく、外国⼈にも⽇本の⽂化を紹介するなどし、⽇本の魅⼒をア
ピール。
会場には英語対応のボランティアスタッフを配置し、チラシ・パンフレットにも英
語を併記したものを⽤意する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

エートスオカリコ笛スタ2018

NPO法⼈かし
まコンツェル
ト協会エート

ス

2018/12/15 2018/12/15 茨城県 ⿅嶋市

幼いころ⼝ずさんだ童謡，⽂部省唱歌，ヨーロッパルネッサンス期の⾳楽などを⼿
軽に演奏ができ，⾼齢者の愛好家グループが多いオカリナ，リコーダーに注⽬し，
県内外に参加を呼びかけ，その祭典を開催します。この催しが⿅嶋市及び周辺市町
村における⾳楽⽂化の振興・発展に寄与する事を⽬的としています。
なお，事業はバリアフリー対応の会場で実施する。

第33回 愛知県・江蘇省⻘少年囲碁交流
公益財団法⼈ 
⽇本棋院中部

総本部
2018/8/18 2018/8/19 愛知県

①名古屋
市東区

②岡崎市

囲碁を通じて、⽇本と中国、特に友好関係を結んでいる愛知県と江蘇省、名古屋市
と南京市の友好関係を促進するため、毎年交互に⽇本と中国の選⼿団を派遣して⽇
中共通の⽂化である囲碁の対局で交流する⼤会である。
今回の交流は、江蘇省の選⼿団１７名が来⽇して、8⽉18⽇に名古屋市の⽇本棋院
中部総本部、また8⽉19⽇に岡崎市の岡崎市図書館交流プラザりぶらの２か所の会
場において親善対局を⾏う予定である。
2か所の会場には、共にスロープやエレベータが設置されており、障害のある⽅で
も気楽に対局会場に⼊室できる。また中国語の対応ができるスタッフ配置の体制を
整えている。

第25回 興⽂会全国公募展 興⽂会 2018/11/6 2018/11/11 愛知県
名古屋市

中区

中国から伝来した漢字と、奈良・平安時代に掛けて華開いた国⾵⽂化によって芸術
へと昇華された仮名とを融合させて、⽇本独⾃の「書」を編み出すことに成功した
偉⼈の流れを汲んだ団体（興⽂会）によって催される全国公募展である。対象は幼
年〜⼀般で、⽂字を使⽤し、筆・墨・硯・紙など（⽂房四宝）の特徴も活かしつ
つ、書くという⾏為を通して今の⼼情を表現しようとした作品作りと発表の取組で
ある。鑑賞者には、健常者・障害者の区別なく全ての⼈に鑑賞して頂きたく、エレ
ベーター・エスカレーターの設置された会場を選択し、気軽に⽴ち寄って頂けるよ
う配慮した。要所要所には担当の者を配備し、スムーズに鑑賞できるように取り組
んでいる。更に、質疑応答し易い雰囲気の会場作りにも配慮している。

名古屋城盆栽展
⽇本盆栽協会
愛知県⽀部連

合会
2018/10/12 2018/10/14 愛知県

名古屋市
中区

⽇本伝統⽂化の盆栽、⽇本の春夏秋冬、四季を鉢内で元気に育て、松の緑は年間を
通じて⻘々と、年間の⽣育を、⼩さな鉢内で幾数⼗年と管理、魅⼒ある樹々の向上
に努めています。盆栽展は盆栽愛好家の仕⽴てた盆栽の樹形や盆栽鉢など、⼀点⼀
点の素晴らしさを直接鑑賞したり、⾒たり学んだりすることができることで盆栽の
素晴らしさを感じる良い機会となります。また、外国⼈訪⽇客は「観光のついで」
ではなく、盆栽が⽬的で訪⽇する者も多いことから、会場には英語や中国語などに
も対応する⾃動翻訳機や外国語の会話ができるスタッフも備えるて参ります。

２０１８年瑞穂区⽂化協会第４回定期公演
瑞穂区⽂化協

会
2018/10/28 2018/10/28 愛知県

名古屋市
瑞穂区

市⺠の⽂化向上と市⺠融和、健康増進のために、歌謡、⺠謡、邦楽、箏曲、⺠踊、
バレエ、ダンス等さまざまな⽂化芸術の舞台公演を開催します。当⽂化祭は、⽼若
男⼥、ジャンルを問わず多くの皆様が⽇頃の活動の成果を⼀堂に発表する場として
⾏われているものであります。
会場の瑞穂⽂化⼩劇場は、スロープが整備されてバリアフリー対応になっておりま
す。また、客席には⾞椅⼦スペースもありますので、⾼齢者や障がい者の⽅もス
ムーズに⼊ることができ、気軽に演奏を楽しんでいただけます。

尺⼋の⽇演奏会
尺⼋の⽇演奏
会実⾏委員会

2019/1/8 2019/1/8 愛知県
名古屋市
瑞穂区

毎年１⽉８⽇を「尺⼋の⽇」と定め愛知県を始め東海地区で⽇本の伝統楽器である
尺⼋の愛好家が尺⼋⾳楽の伝承と尺⼋・邦楽の推進を図り、芸どころ尾張の芸を次
世代に継承する⽬的で演奏会を開催する。演奏会の参加者は、流派、男⼥、国籍を
問わず、古典⾳楽・地歌・⼩唄・⺠謡・詩吟等の個⼈・団体が尺⼋を吹奏する⾳楽
と共演します。
会場の瑞穂⽂化⼩劇場は、スロープや⾝障者専⽤駐⾞場等が整備されてバリアフ
リー対応になっており、劇場客席には⾞椅⼦スペースもありますので、⾼齢者や障
がい者の⽅も気軽に客席に座り演奏を楽しんでいただけます。

第５回 ⽇中⻘少年書道展
⼀般財団法⼈ 
愛知国際⽂化

交流財団
2018/8/17 2018/8/19 愛知県 春⽇井市

春⽇井市の⻘少年と中国南京市にある江蘇省戯劇学校の⻘少年の⽂化交流を図る⽬
的で隔年で書道展を開催している。中国と⽇本の⻘少年の書道作品を⼀堂に展⽰す
ることにより、書の魅⼒や⽂字の美しさに触れていただきながら書道⽂化の違いを
楽しめる展覧会であります。
開催場所となっている⽂化フォーラム春⽇井には、⾝障者専⽤の駐⾞場を設けてバ
リアフリー対応しており、障害を持つ⽅でもスムーズに展⽰室に⼊ることができま
す。また、⽇中の外国語対応できるスタッフ体制も整える予定であります。。
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第四⼗九回 吉例 顔⾒世
株式会社 御

園座
2018/10/1 2018/10/25 愛知県

名古屋市
中区

⽇本の伝統芸能である歌舞伎公演「錦秋名古屋顔⾒世」を上演することにより、東
海地⽅をはじめ､中部地⽅における芸能⽂化の発展を⽬指ています。今回は、「義
経千本桜⿃居前」、「⼆⼈椀久」、「野晒悟助」、「⼥暫」、「連獅⼦」、「与話
情浮名横櫛」の上演であります。また、学⽣割引を設けることで演劇に親しんでい
ただこうと考えています。本劇場への⼊場の際には、エレベーターやエスカレー
ターを設置することでバリアフリー化に対応しており、さらに劇場内は1階及び2階
にも⾞イススペースを設けることでご⾼齢者や障害を持つ⽅々に気軽に劇場を鑑賞
していただける体制を整えています。

佐々智恵⼦バレエ団創⽴70周年記念公演「エー
デルワイス」〜サウンド・オブ・ミュージックよ
り〜

佐々智恵⼦バ
レエ団

2018/10/13 2018/10/14 愛知県
名古屋市

東区

・名古屋市芸術創造センターは公共の施設であり、バリアフリー化しております。
よって障害者の⽅でも気軽に⾒に来ていただける取り組みになっております。
・記念公演をするにあたり、よりわかりやすく多くの⽅々に観ていただける作品
で、と考えた時に、「サウンド・オブ・ミュージック」のストーリーが最適である
と考え、企画しました。幼児から⼤⼈まで感動を共有できる作品であることによ
り、たくさんの⽅々に観ていただくことが期待でき、さらに本格的な公演を⾏うこ
とで、地域におけるバレエ⽂化振興に貢献できる活動になることと思われます。

UNDOKAI World Cup 2018
UNDOKAI 

World Cup 運
営事務局

2018/9/15 2018/9/17 兵庫県 淡路市

「UNDOKAIWorldCup」は誰でも気軽に参加できる運動会競技を中⼼にしたス
ポーツ⼤会です。今年は9⽉15⽇（⼟）〜17⽇（⽉）に兵庫県淡路市にある国営明
⽯海峡公園にて開催予定です。
「UNDOKAIWorldCup」は、⽟⼊れやリレー、⼆⼈三脚、障害物競⾛などの運動
会競技を種⽬にしたスポーツの祭典で、20ヵ国以上の国や地域からの参加が予定さ
れています。コンセプトは地⽅創⽣と健康、伝統⽂化の発信。⽇本独⾃のスポーツ
⽂化を世界に発信するために活動しております。
⽇本ならではの運動会という⾏事の中に和太⿎や空⼿、居合（予定）といった和の
⽂化に併せ、チアリーディングなどの⻄洋的⽂化を兼ね合わせたオープニングセレ
モニーを実施、また今回より、HPやSNS会場内の英語等の⾔語対応をはじめ、
30ヶ国選⼿を会場に招き、⼤会を実施する予定でございます。
こういった⽂化の発信を⾏うことによって世界中の⼈々が健康であり続けるための
社会の実現を⽬指します。

ひたち秋祭り〜郷⼟芸能⼤祭
公益財団法⼈
⽇⽴市⺠科学

⽂化財団
2018/10/6 2018/10/7 茨城県 ⽇⽴市

２８年⽬を迎える本⼤祭は、市⺠のみならず市外からの来場者も多く、これらの
⽅々に全国各地の郷⼟芸能を広く紹介し、伝統⽂化に対する興味や理解を深めても
らっている。今回は、初めての招聘となる徳島の阿波おどりや秋⽥のなまはげ太⿎
など全国５地域の名⾼い芸能の演⽬を、野外特設ステージにて披露してもらう。そ
の他にも、地元の保育園児たちや中学⽣が取り組んでいる芸能披露や、地元団体の
芸能披露もあり、伝統芸能を通した若い世代の育成交流や、地域の活性化を図って
いる。また、会場には⾞イス席を設置しているが、更なるバリアフリー化を進める
ため、初めてステージの司会進⾏に⼿話通訳を取り⼊れる。

岡潔シンポジウム 紀の国の偉⼈－世界が認めた
孤⾼の天才数学者－

和歌⼭県 2019/2/23 2019/2/23 東京都 ちよだく

岡潔（1901-1978）は、⽇本が⽣んだ偉⼤な数学者です。
「多変数解析函数論」という研究分野において前⼈未踏の業績を残し、世界の数学
界で⾼く評価された岡潔は、1951年に⽇本学⼠院賞、1960年には⽂化勲章を受
賞。晩年は、⽇本⼈の中にある「情緒」の重要性を訴え、講演や随筆などを通じて
⽇本の未来に警鐘を鳴らす数々の箴⾔を残しました。
本シンポジウムでは、和歌⼭県で育ち、数学分野のみならず⽇本⽂化や道徳教育の
⾯でも今なお社会に影響を与え続ける「岡潔」という⼈物に光をあて、その事績と
意義を広く全国の⽅々に知っていただきます。当⽇は、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。

⻄町散歩
NISHIMACHI 

COMPANY
2018/9/15 2019/7/20 愛知県 豊⽥市

2019年にラグビーワールドカップ、あいちトリエンナーレが開催される愛知県豊
⽥市。その中⼼部にある⻄町には、市役所や百貨店や⽂化施設がある⼀⽅、昔から
ある⽵細⼯や漬物などの⽼舗や、新しい飲⾷店なども増え、空き家・空き店舗、た
くさんの駐⾞場や⼩さな公園も数多く点在しています。
「⻄町散歩」は、街を散歩しながら、その街にある魅⼒的なコンテンツと遊休資産
を利活⽤し、つなげていくことで、街全体を会場にした「街と暮らしをつなげる」
マーケットです。
また外国語表記のフライヤーなどを作成し、豊⽥市内で開催される世界的なスポー
ツ、アートイベントと連携しながら「⻄町散歩」事業を実施することで、諸外国の
⽅にも地域コミュニティーがつくりだす⽇本独⾃の魅⼒を発信します。

爆⾛ロケハンター
爆⾛ロケハン
ター制作委員

会
2018/10/4 2019/10/3 東京都 千代⽥区

爆⾛ロケハンターは、⽇本全国の美味しい⾷べ物、⾯⽩い情報、珍しいサービス、
驚くような内容等を様々な⼈が現地へ伺い取材します。その取材ロケを通じて⽇本
⽂化の様々な側⾯とともに、⽇本の良さを多くの視聴者へお届けする番組です。こ
の番組は多⾔語対応しており、外国語字幕等で多くの外国⼈に対しても⽇本の魅⼒
を発信します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

全国コミュニティシネマ会議2018in⼭形/やまが
た創造都市国際会議2018

⽂化庁、⼀般社団
法⼈コミュニティ
シネマセンター、
全国コミュニティ
シネマ会議2018
⼭形実⾏委員会、
⼭形市創造都市推
進協議会（やまが
た創造都市国際会

議2018）

2018/9/28 2018/9/29 ⼭形県 ⼭形市

ユネスコ創造都市ネットワーク(映画）に加盟した⼭形市にて、英国・ブラッド
フォード、韓国・釜⼭からゲストを招き、映画⽂化とまちづくり関するディスカッ
ションを⾏うとともに、⽇本の映画⽂化を担う⼈材育成のための、若年層の観客開
拓や、上映会制作等のワークショップを⾏う。この会議には、全国の映画館や映画
祭、上映を⾏う公共施設や⾃主上映団体、映画や⽂化政策を学ぶ学⽣等、上映活動
や⽂化事業に興味のある⼈なら誰でも参加できる。また、映画上映では、『國⼠無
双』(伊丹万作監督)、『セロ弾きのゴーシュ』(⾼畑勲監督)、ドキュメンタリー映
画『YUKIGUNI』を英語字幕付で上映し、海外の⽅にも楽しんでいただけるように
⼯夫した。
会場となる⼭形グランドホテル、⼭形市総合福祉センター、フォーラム⼭形は、す
べてバリアフリーに対応しており、障害がある⼈も参加できるようにしている。

⽊⽬込み⼈形を⾒て・触れて・体験してみましょ
う

梅⽥地域学習
センター

2018/11/28 2018/11/29 東京都 ⾜⽴区

【⽊⽬込み⼈形を⾒て・触れて・体験してみましょう】
約270年の歴史ある⽇本の伝統⼯芸⽊⽬込み⼈形制作を体験できます。
センター登録団体の発⾜10周年記念のイベントも兼ねていて、サークル全員の作品
の展⽰や体験が出来ます。
会員の皆様が、1点づつ作品の解説等もあり、是⾮この機会に多くの⽅に体験して
いただきたいと思い開催します。
会場がバリアフリー対応となっており、外国語表記のパンフレットや各部屋の案内
が外国語表記になっています。

第５５回⼩平市⺠⽂化祭
⼩平市地域振
興部⽂化ス
ポーツ課

2018/9/24 2018/11/4 東京都 ⼩平市

東京都⼩平市において、⽂化振興を⽬的に５５年間催してきた⽂化の祭典です。市
内XX団体の活動成果の発表や体験会など、だれもが⽂化に親しむことのできること
ができるようオープンなイベントとして市と⽂化協会で共催しています（⼀部有
料）。
各⽂化施設では、バリアフリー対応を実施しています。

第52回 いけばなインターナショナル名古屋⽀
部 花展

いけばなイン
ターナショナ
ル名古屋⽀部

2018/10/6 2018/10/7 愛知県
名古屋市
中村区

⼀般社団法⼈「いけばなインターナショナル」は、国際的な⽂化団体であり、⽶国
⼈エレン・ゴードン・アレン夫⼈により、１９５６年に東京で設⽴されました。会
員はいけばなを通して⽇本と外国の相互理解と友好を深めるため⼒を尽くしていま
す。ホームページは英語表記で、世界中の会員向けに発⾏している
magazine,newsとも英語です。名古屋⽀部は第５２回名古屋⽀部いけばな展を開
催し、「いけばな」を愛する会員、ゲスト、留学⽣、在住の外国の⽅々に参加頂
き、友好を深めます。

第４回よみうり⼤⼿町狂⾔座
万作の会、読

売新聞社
2018/11/28 2018/11/28 東京都 千代⽥区

⽇本の伝統芸能である狂⾔の普及のため、2020年東京五輪・パラ式典統括責任者
の野村萬斎が、⽗である⼈間国宝、野村万作と共に⼤⼿町の舞台に登場！狂⾔は室
町時代から続く伝統芸能で世界無形⽂化遺産。セリフとしぐさを中⼼とした喜劇的
な対話劇で話しの筋も現実的なものが多い。⽇本語が分かれば⼗分楽しめます。眠
くなる⼼配もありません。1度みておけば、これからは「狂⾔」を語ることができ
ます。ぜひ⼤⼿町ホールの⼀夜限りの舞台をお楽しみください。また、会場のよみ
うり⼤⼿町ホールは、2013年11⽉に完成し、ホール専⽤のエレベーターなど最新
のバリアフリー機能が完備されています。
出演：野村万作、野村萬斎ほか、
お話：野村萬斎
演⽬：「⾈渡聟」、「蚊相撲」

出⽻三⼭シンフォニー
出⽻三⼭シン
フォニー実⾏

委員会
2018/9/23 2018/9/23 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46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。

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
2018/7/31 2019/7/30 全国 各市町村

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たいという想いを
もって設⽴されたCHIMERAUnion。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。普段学校では体験出来ないアーバ
ンスポーツを⼦供達に体験してもらい、様々な経験を提供する、SchoolCaravan。
ストリートサッカーからヒントを得て、ケージと呼ばれる柵の中で1対1で競い合う
新感覚サッカー、DuelSoccer。アーバンスポーツや⽇本伝統のけん⽟等、様々な
ジャンルが集結し、⾳楽フェスまで融合させた⼤規模イベント、CHIMERAGAMES
等、様々な活動を展開してています。CHIMERAGAMESにおいては、中学⽣以下は
無料なだけでなく、⾞いす⽤観覧エリアや筆談による対応、英語表記や外国語対応
スタッフも配置し、誰でも気軽に来場出来る環境を整えています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ECO⽇本'箸'PROJECT
株式会社⻑寿
⾷材研究所

2018/8/1 2019/7/31 東京都 都内

ECO⽇本'箸'PROJECTは、福祉、⽇本⽂化継承、教育、環境保全のサポートを⽬的
に、⽇本⽂化の素晴らしさを発信します。2020年の東京オリンピック、パラリン
ピックまでを第⼀⽬標に、①ゴミを持ち帰る、出さないための”携帯マイゴミ袋”を
広める「OMOIYARIーおもいやり」、②割り箸を廃⽌し再利⽤可能なマイ箸を広め
る「OSAHOーおさほう」、③インバウンドの観光客等が⽇本の飲⾷店にエコ箸を
持参するとポイントを付与する「OMOTENASHIーおもてなし」(※英語版ホーム
ページ2018年9⽉より対応)の３点を基盤に活動します。マイ箸、ゴミ袋の製作を
障がい者授産施設等へ依頼し、恒常的且つ健全な雇⽤を創出します。五街道の中
⼼、ゴミひとつない究極のエコの街、⽇本橋から、⽇本の未来を担う⼦供たちに循
環型の環境問題や⽂化継承、障がい者に寄り添う⼤切さを伝承します。

東京国⽴博物館 留学⽣の⽇
東京国⽴博物

館
2018/10/13 2018/10/13 東京都 台東区

2018年10⽉13⽇(⼟)9:30〜21:00(⼊館は閉館の30分前まで)は、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。中国語での浮世絵ガイドを開催するほか、本館ハイライトツ
アー、各展⽰室ガイドは留学⽣にわかりやすい⽇本語にて⾏います。
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。

さわひらき展 潜像の語り⼿
公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2018/11/11 2018/12/9 神奈川県 横浜市

神奈川芸術劇場（KAAT）の持つ個性的な展⽰空間を活かし、ロンドン在住の映像
作家さわひらきの⼤規模個展を開催。本展タイトルにある「潜像」とは、現像液に
浸す前の真っ⽩な印画紙に潜む未だ⾒ぬイメージを指す。彼のつむぐ静謐で象徴的
なイメージは、眠っていた⾃らの記憶を呼び起こすと同時に、⾃⾝の記憶が⼈々の
記憶と結びつきながら⼤きな記憶として新たに焼き付けられるというような新鮮な
感覚を我々に与える。映像イメージのみで⾔語の壁を越え世界中を感動させた気鋭
の⽇本⼈作家の新作を、地域の⼈々や⽇本に訪れる多くの外国⼈と共に⽬撃するこ
とで、深く眠っていた記憶との再会、⼈々の記憶との繋がりを体験する。図録には
英語訳も掲載される。

NISSAY OPERA2018提携 東京⼆期会オペラ劇
場『後宮からの逃⾛』

公益財団法⼈
東京⼆期会

2018/11/22 2018/11/25 東京都 千代⽥区

⽇⽣劇場開場55周年記念にあたりモーツァルトのオペラを紹介する「モーツァル
ト・シリーズ」の⼀貫としてモーツァルト5⼤オペラのひとつ『後宮からの逃⾛』
を原語上演します。演出にはギー・ヨーステン⽒をベルギーから初招聘。ニュー
ヨーク・メトロポリタンオペラでも活躍するヨーステン⽒の創造する舞台を⽇本で
初制作します。出演者は⼆期会所属の⽇本⼈アーティストから特に若⼿中⼼に国際
的実⼒のある歌⼿を起⽤し、あらためて⽇本のオペラのレベルの⾼さを⽰す公演と
なることでしょう。また公演プログラムには物語の概要について⽇本語と英語を併
載することで、あらゆる⾔語の御来客に対応します。
会場内には１F、２F両エリアに計4箇所の⾞椅⼦スペースを設置。介助者を含めて
最安料⾦で提供することで、⾞椅⼦利⽤者に対して経済的にもご鑑賞いただきやす
い環境づくりに努めています。

デンマーク王⽴歌劇場とアン・デア・ウィーン劇
場との提携公演
東京⼆期会オペラ劇場プッチーニ〈三部作〉

公益財団法⼈
東京⼆期会

2018/9/6 2018/9/9 東京都 渋⾕区

イタリアオペラの名作のひとつプッチーニ〈三部作〉〜『外套』『修道⼥アンジェ
リカ』『ジャンニ・スキッキ』を世界初演100周年記念に上演します。現在欧州で
最も活躍する演出家ダミアーノ・ミキエレットの最先端の舞台をコペンハーゲンと
ウィーンとの提携により⽇本で実現させました。指揮には、現在メトロポリタンオ
ペラで活躍し世界⼀のプッチーニ指揮者と名⾼いベルトラン・ド・ビリーを招聘。
総勢48名の⽇本⼈キャストとともに、⼆期会合唱団、新国⽴劇場合唱団、藤原歌劇
団合唱部三団体で特別編成された合同合唱団が出演。オールジャパンのオペラ公演
をめざします。障害者（⾞椅⼦利⽤者）には新国⽴劇場のバリアフリー設備を活⽤
することで、ご来場を推進しています。また⾞椅⼦席、介助席は最安料⾦で提供す
ることで、⾞椅⼦利⽤者に対して経済的にもご鑑賞いただきやすい環境づくりに努
めています。

お出かけ⽀援講座 〜⽂化施設でのアクセシビリ
ティを考え、実践する〜

公益財団法⼈
としま未来⽂
化財団、豊島

区

2018/10/28 2018/11/3 東京都 豊島区

〝きこえない・きこえづらい〟〝みえない・みえづらい〟⽅と対⾯した際に「どう
対応すれば良いのか分からなかった」そういった⽅に対し、本講座では視覚・聴覚
障害当事者から、障害とはどういったことなのか・どのような対応をするとバリア
が解消されるかを学び、海外に対しても引けを取らない障害者対応をしている⽇本
のアクセシビリティ⽂化を「視覚障害者お迎え編」「聴覚障害者お迎え編」の2講
座にわたり、実際に⽇本の公演を題材に対応を学び習得します。
登壇者・参加⾞両府に向け、⼿話通訳・⽂字⽀援が付きます。

声かけ・サポート運動
東京商⼯会議

所
2018/8/25 2019/3/31 東京都 千代⽥区

声かけ・サポート運動は、⾼齢者や⼦ども、妊婦、⼦ども連れの⽅、障がい者、外
国⼈の⽅々など、困っている⽅やサポートが必要な⽅を⾒かけた際に、「思いや
り」や「おもてなし」の⼼で声をかけることで、誰もが暮らしやすい共⽣社会を実
現し、これをレガシーとして未来に引き継いでいくことを⽬指す活動です。
このうち観光地等で外国の⽅への声かけをする際には、当該地域をアピールするこ
とで、⽇本⽂化の魅⼒を広く発信します。
また、外国⼈への声かけを学ぶ講座の開催や、障がいを持つ⽅に対するサポート時
の⼼構えや接し⽅のポイントを解説した冊⼦の発⾏・頒布を通じて⼼のバリアフ
リーへの理解を深め、社会的障壁を取り除いていく活動を実施します。
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ロビーコンサート2018 by ペタリングジャヤ⺠
族舞踊団

三芳町教育委
員会

2018/8/31 2018/8/31 埼⽟県 三芳町

三芳町の姉妹都市であるペタリングジャヤ市（マレーシア）より、プロのダンサー
とミュージシャンがやってきて、マレーシアの伝統的な⺠族舞踊を披露します。多

 ⺠族国家ならではの多様な⽂化を反映した華やかなパフォーマンスです。
ロビーコンサートは広く町⺠のみなさんに芸術⽂化を⾝近に感じていただくための
取り組みとして、町の様々な開放スペースで実施する⼊場無料のミニコンサートで

 す。
 会場は三芳町役場のロビーを使⽤します。多⽬的トイレやスロープ、点字ブロック

 など、役場庁舎ならではのバリアフリーに優れた会場です。
また、通訳を介し、演奏者と来場者の交流を促進します。チラシやリーフレットも
英⽂を併記し、在留外国⼈も参加しやすいよう⼯夫します。

クリスマスオルガンＰＯＰＳコンサート
ふれあいファ
シリティズ

2018/12/7 2018/12/7 岐⾩県 岐⾩市

パイプオルガ⼆ストである⽯丸由佳によるオルガンコンサート。普段が厳かな宗教
曲のイメージが強いパイプオルガンを今回の公演では、クリスマス曲やスター
ウォーズ等のＰＯＰＳ曲を演奏します。⽯丸由佳の繊細な感性によって、オルガン
の⾳⾊をポップス・オーケストラと聖歌隊に⼤変⾝させ、普段のオルガンとは違う

 魅⼒、新しい⽂化を発信する取組である。
障害者にとってのバリアを取り除く取り組みについては、サラマンカホールには6
席分の⾞イススペースがあり、どんな⽅でも公演を楽しめる。公演中はサラマンカ
ホールスタッフが待機しており、お客様の誘導ご案内の他、お客様がご満⾜頂く為
にご要望に努めている。

⾶島村⽂化振興事業
⾶島村 2018/8/23 2018/8/23 愛知県

海部郡⾶
島村

⽇本の伝統芸能である歌舞伎を村⺠や周辺住⺠に鑑賞していただき、教養を養い、
 古き良き⽇本の姿を再確認することを⽬的としている。

２部構成となっており、第１部では歌舞伎の⽴ち廻りを体験できる「⽴ち廻りワー
クショップ」、第２部では初めて⾒る⽅でも⾒やすく、⼦どもから⼤⼈まで楽しめ
る演⽬「太⼑盗⼈」となっている。

ミュージアム都留企画展「都留の城と館ー中世か
ら近世へー」

都留市教育委
員会

2018/7/21 2018/9/17 ⼭梨県 都留市

都留は中世の時代、郡内地⽅の政治・経済の中⼼地として栄えていました。その拠
点には城や館がつくられました。現在でも、中世に⼩⼭⽥⽒の居館となった中津森
館跡や江⼾時代に⾕村藩主の居城となった⾕村城、その背後に⽴地する勝⼭城跡は
跡地として残されています。この企画展ではこのような都留の城と館の歴史を解説
するとともに最新の調査成果を交えながら、当時の姿を紹介することで、地域の誇
れる⽂化の魅⼒を発信することを⽬的とした事業です。会場である都留市博物館
「ミュージアム都留」はバリアフリーの会場であり、障害者、健常者問わず、誰も
がストレスなくご覧いただけます。

平成30年度 第54回京都⾮公開⽂化財特別公開
公益財団法⼈ 
京都古⽂化保

存協会
2018/11/1 2018/11/11 京都府 京都市

⽂化財愛護の普及啓発を⽬的とし、普段⾒ることのできない⽂化財を広く⼀般に公
開します。
みなさまから頂戴する拝観料は、⼤切な⽂化財を未来に守り伝えるため、⽂化財の
保護や修復・管理に充当させていただきます。
⽂化財愛護精神を若者へ普及させるため、特別公開期間中は関⻄学⽣古美術連盟に
所属する⼤学⽣が⽂化財の警備や案内を⾏います。
京都市・⼋幡市の18か所上賀茂神社北野天満宮冷泉家下鴨神社⽩沙村荘橋本関雪記
念館法然院光雲寺⼤寧軒無鄰菴知恩院⼤⽅丈・⼩⽅丈・⽅丈庭園建仁寺開⼭堂・浴
室久昌院六道珍皇寺⻄福寺妙法院東寺講堂・五重塔⽯清⽔⼋幡宮松花堂庭園・美術
館

京都・らくご博物館【秋】〜錦秋寄席〜 Vol.50
京都国⽴博物

館
2018/11/9 2018/11/9 京都府 京都市

京都国⽴博物館では、⽇本の伝統芸能である落語の上演を「京都・らくご博物館」
と題して定期的に実施しています。
今回は、笑福亭仁智さんをはじめとする実⼒派の落語家５名にお越しいただき、ご
来場のみなさまに笑顔をお届けいたします。演⽬は当⽇のお楽しみ。チケットは特
別展「京のかたな」の団体割引引換券（平成30年11⽉25⽇まで有効）付なので、
落語とあわせて展⽰もお楽しみください。

芸妓舞妓のよそおい展
（公財）京都
伝統産業交流

センター
2018/8/1 2018/9/30 京都府 京都市

歩く伝統⼯芸とも⾔われる，花街の「芸妓」「舞妓」の装いは，頭からつま先まで
そのすべてが伝統産業の職⼈による逸品ばかり。
京都伝統産業ふれあい館では，京都の伝統⽂化を代表する芸妓舞妓を通じて伝統⼯
芸品を広く知っていただくため，企画展「芸妓舞妓のよそおい展」を開催します。
芸妓と舞妓の⾐裳の⽐較や，季節の⾏事で使う特別な⾐裳の展⽰，五花街のおどり
のポスターの展⽰など，花街⽂化の紹介と芸妓舞妓を⽀える匠の技の光る逸品を是
⾮この機会に御覧ください。
期間中には⼦ども向けのイベントや芸妓舞妓を招いての舞のワークショップも実施
します。
（詳しくはホームページからご確認ください）
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筑前琵琶保存会 第54回演奏会〜⾵・波・⾳〜
筑前琵琶保存

会
2018/10/28 2018/10/28 福岡県 福岡市

博多⽣まれの伝統芸能「筑前琵琶」の継承と発展に取り組んでいる当会の、今年度
の成果を披露するとともに、より多くの⼈に筑前琵琶への理解と親しみを深めてい
ただく機会となることを願って、演奏会を開催するもの。先⼈から受け継がれてき
た古典を⼤切にしつつも、従来の固定概念に縛られることなく、⽇々⾃由に創作活
動を続けるメンバーが、過去・現代、⽇本・外国の枠を超えた魅⼒ある琵琶を⽬指
して、⾊鮮やかな演奏を発信する。他の和楽器にはない「⼀⼈の⼈間が同時に作る
⾳と声」による個性豊かな物語空間は、諸外国の⽅にとっても新しい⽇本⾳楽・⽇
本⽂化の魅⼒発⾒につながる。今回は、平家物語などの古典をはじめ、本演奏会に
むけて書き下ろした新曲も織り交ぜ、物語・詩などバラエティ豊かに10曲程度を演
奏予定。

劇団⾵の⼦九州 ベイビーシアター 「ハイハ
イ、ごろ〜ん。」公演

企業組合劇団
⾵の⼦九州

2018/7/26 2018/7/26 福岡県 福岡市

児童⻘少年演劇界の中では、世界的に関⼼の⾼い乳幼児（⽣後6ヶ⽉〜18ヶ⽉）を
対象にした舞台芸術です。韓国の神経⼼理学者ジャッキー・Ｅ・チャン⽒にご協⼒
を頂き、乳幼児の発達に合わせた舞台芸術を創造しました。⾔葉はなく、柔らかい
俳優の動き・⾳・布やボール・⼈形で⾚ちゃんを優しく刺激します。⾚ちゃんは全
⾝でそれを受け⽌めます。外国の親⼦にも受け⼊れられる舞台芸術となっていま
す。今後、海外で⾏われる、児童⻘少年演劇のフェスティバルへの参加も検討して
います。

⽇本舞踊体験 ワークショップ
花柳流⽇本舞
踊教室 吉楽

会
2018/8/2 2018/8/9 福岡県 福岡市

⼩中学⽣を対象にしたワークショップです。⽇本の伝統芸能である⽇本舞踊を体験
しながら楽しく学ぶと共に、礼儀礼節や浴⾐の着付けまで学ぶことができます。伝
統芸能を難しく考えるより、まずは、楽しく体を動かすことで、⽇本古来のリズム
や⽇本舞踊の動きを体験することができます。⼦供のときに⽇本の伝統⽂化を体験
することにより、⼤⼈になっても⽇本古来の⽂化をより⾝近に感じることができる
ようになることでしょう。まずは、古典芸能を楽しむこと、それが、⽇本⽂化をよ
りよい形で後世に伝えていくことになるのではないでしょうか。

サクソフォンアンサンブル「⼤樹」 第7回⼤樹
の⾳楽会

サクソフォン
アンサンブル

「⼤樹」
2018/10/6 2018/10/6 福岡県 福岡市

芸術の秋ともいわれる10⽉に、⾝近で親しみやすい⽇本発信の⾳楽をサクソフォン
の⾳⾊にのせ、地域の⽅々が楽しめる⾳楽会を開催する。⼀世を⾵靡した故・⻄城
秀樹の「Y.M.C.A」、⽇本から世界に⽻ばたいた⾳楽家葉加瀬太郎による「情熱⼤
陸」など、思わず⼝ずさんでしまう楽曲を数多く提供する。また、有名なクラシッ
ク曲「ボレロ」（ラヴェル作曲）に⽇本⺠謡⾵のエッセンスを加えた「ちょっと⽇
本⾵のボレロ」など、歴史の深い⻄洋⾳楽と⽇本の伝統⽂化とのコラボレーション
も楽しめるプログラムとなっている。会場の博多市⺠センターはバリアフリー対
応、⾞いす専⽤席を設け、多様な⽅々をお迎えできるよう準備を進めている。

吉祥聖境 唐卡藝術及び佛教きり絵展
九州華僑華⼈
⽂学芸術家連

合会
2018/7/12 2018/7/17 福岡県 福岡市

九州華僑華⼈⽂学芸術家連合会は、九州在住中国芸術家たちと交流する団体で、
2009年6⽉6⽇成⽴。毎年九州全域で芸術活動をしています。中国⺠族⾳楽、画展
などを主催し、今年はチベット仏教を代表する、曼荼羅を福岡アジア美術館で展⽰
します。

⻄浦のかずら引き
⻄浦のかずら
引き保存会

2018/8/16 2018/8/16 福岡県 福岡市

8⽉16⽇に⾏われる⻄浦の浜⽅の盆⾏事の1つです。当⽇早朝に⼦供会・⻘年団が
近くの⼟⼿で葛（くず葛）を集め、⻄浦漁港前の広場に積み上げ、⼣⽅5時頃、か
ずら引きが始まります。積み上げた葛を50m程に引き延ばし、⾚褌、⽩褌の⼦供た
ち、上半⾝裸の⻘年たちあわせて50名ほどが左右に分かれ、交互に3回程転がしま
す。そこに⾓のある藁の鉢巻をした⼆⼈のショウキダイジン（鐘馗⼤⾂）が現れ、
暖⽵で⼦供たちの背中を叩きます。叩かれた⼦供は無病息災と⾔われています。
かつて、福岡では盆⾏事として、盆綱引きや盆踊りが各地で⾏われていましたが、
現在も盆綱引きを⾏っているところは少なくなりました。
尚、福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

今津⼗⼀⽇祭
今津⼗⼀⽇祭

保存会
2019/1/13 2019/1/13 福岡県 福岡市

今津の⼗⼀⽇祭りは登志宮を⽒神とする上町・寺⼩路・東町の岡三町と四所宮を⽒
神とする本町が⾏う年頭の祭りで、現在は１⽉の成⼈式前の⽇曜⽇に⾏われていま
す。
各町内ごとにきらびやかな⼭⾞と神輿をつくり、町内を練り歩き、家々を訪れる無
礼講のお祭りです。祭礼当⽇は家毎にごちそうを⽤意して⽞関に並べ、「祝うた」
の掛け声と共に訪ねてくる来訪者をもてなします。
なお、福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

⼤浜流灌頂
⼤浜流灌頂継

承保存会
2018/8/24 2018/8/26 福岡県 福岡市

⼤浜流灌頂は、宝暦6（1756）年の博多湾海難者を供養するために始まったお祭り
です。町内には、縦180cm、横450cmほどにもなる武者絵の⼤灯籠が飾られ、そ
れぞれの家でも花笠灯籠を飾ります。この時に飾られる武者絵の⼤灯籠は、昭和33
年に福岡県の有形⺠俗⽂化財に指定され、地域の⼈々によって⼤事に守り伝えられ
ています。
⼤浜流灌頂は博多の夏の終わりを告げる⾏事ともいわれてきました。
なお、福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。
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はやま⾏事
はやま⾏事保

存会
2018/11/19 2018/11/20 福岡県 福岡市

旧暦10⽉19⽇（現在、11⽉19⽇）に奈多志式神社の秋⼤祭に奉納される⾏事で
す。奈多にある⻄⽅、前⽅、牟⽥⽅、⾼浜の4地区のうちの2地区の若者が塩鯛を素
早く料理して神に献饌する早さを競うものです。⾔い伝えでは神功皇后の三韓進軍
の折、この地に軍議所が設けられ、周辺は⽔軍の⼀⼤根拠地となった。奈多の御先
祖たちは、皇后に⼤鯛を献上料理したことが始まりで、ながい伝統に培われた奈多
の魂が今なお、若⼈に伝え受け継がれてます。神⼈合⼀し、⼤漁、⾥⼈安全祈願、
神恩感謝満⾜のため神霊をよび迎えての奉仕です。
この⾏事は年齢組織である⻘年会の卒業を意味し、「早⿂を切る」ことが⼀⼈前と
⾒なされる条件となっていたことも⺠俗⾏事として⾒逃せない点となっています。
他に例を⾒ない独特の神事「早⿂神事（はやましんじ）」は奈多の夜神楽の中で
「早⿂舞」として⾏われ、福岡県の無形⺠俗⽂化財に指定されています。
なお、福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

海と⼦どもとアーティスト オリジナル⼤漁旗制
作と地引網体験

NPO法⼈太宰
府アートのた

ね
2018/7/21 2018/7/22 福岡県

福岡市・
太宰府市

⾃然体験が少なくなっている現代の⼦どもたちが海と親しみ、厳しい環境で働く漁
師と交流しながら海の恵みの豊かさを知ることでたくましく⽣きる⼒・命を⼤切に
する⼼を育む。
⼤漁旗の意味や込められた思いを知り、アーティストと共に⽇本古来の染めの技法
を⽤いてオリジナル⼤漁旗を製作することで、アートのたのしさを知り、⽣活の中
にある芸術や⽇本⽂化に興味・関⼼を持つようになる。
海に親しむことで海の環境や⾃分の周りの環境についても興味を持って考えられる
ようになり、未来へ続く地球環境について考えられる⼈としての成⻑を期待でき
る。
また、⽣きた⿂を⼿づかみで捕まえ、うろこを取り、内臓を出し、さばいて⾷べる
体験は、命をいただいて⽣きている⾃分たちについて考え気づける強烈な⾷育につ
ながる。

博多リバレイン夏祭り
博多リバレイ
ン20周年実⾏

委員会
2018/8/10 2018/8/11 福岡県 福岡市

下川端地区再開発事業として誕⽣した博多リバレインは、2019年3⽉6⽇をもって
20周年を迎えます。博多部において、⽂化・芸術・演芸・ファッションの発信や地
域催事の場、憩いの場としての役割を担ってきました。地域住⺠や各施設との参
加・連携により、「昔」から地域に息づく歴史と⼈と⽂化が「今」の歴史と⼈と⽂
化と混ざり合って作る新たな「博多今昔の場」を発信するために博多リバレインに
て夏祭りを開催いたします。当施設はハートビル法に基づくバリアフリーとなって
おり、⾞椅⼦の参加者も不⾃由なく楽しむことができます。参加者だれもがハカタ
独⾃の⽂化に触れ、博多の財産を再発⾒していただけるイベントです。

⾦隈の鳶の⽔
⾦隈の鳶の⽔

保存会
2019/1/2 2019/1/2 福岡県 福岡市

⾦隈の鳶の⽔は正⽉に⾏われる来訪神⾏事の1つです。⾦の隈公⺠館に集合した
後、観⾳堂を出発し、蓑と笠を被った年⻑者（中学⽣）と⼦供たちが「ワッショ
イ、ワッショイ」と掛け声をかけながら家々を廻っていきます。各家庭では、蓑と
笠を被ったその姿から「鳶」に⾒⽴てられた⼦供にバケツで⽔をかけ、かわりに志
を渡します。
この種の⾏事は、特に⼩正⽉（1⽉14⽇）に、紛争した⻘少年たちが家々を訪れ、
祝⾔を述べて廻る⾏事が広く全国で⾏われています。仮装したり仮⾯をつけたりし
た来訪者が、家々を訪れてめでたい⾔葉で祝福したり、藁⾺などの作り物を持って
きて、餅や銭をかわりにもらっていったりすること、その際に⽔をかけられること
などが共通しているとされています。

今津⼈形芝居 まるごと博物館姪浜中央公園・公
演

今津⼈形芝居
保存会

2018/9/23 2018/9/23 福岡県 福岡市

明治24年3⽉、もと隣村⼤原にあった⼤原操⼈形の諸道具⼀式を譲り受け、恵⽐須
座として創設されたのが始まりです。戦時中は⼀時中断していましたが、終戦後の
昭和23（1948）年に復興し、今⽇に⾄っています。平成16（2004）年からは今
津⼩学校3年⽣の総合学習の時間にも取り⼊れられ、その成果は年に1度⾏われる定
期公演で披露されています。
福岡県には、⼈形芝居が県内に4箇所残っており、今津もそのうちの1つです。⽇本
の⼈形浄瑠璃は、3⼈で1体の⼈形を使うという点に特徴があり、そうした伝統的な
技をご覧いただける機会です。
尚、福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

第22回⼈形芝居公演・「さいとぴあ」
今津⼈形芝居

保存会
2018/10/28 2018/10/28 福岡県 福岡市

明治24年3⽉、もと隣村⼤原にあった⼤原操⼈形の諸道具⼀式を譲り受け、恵⽐須
座として創設されたのが始まりです。戦時中は⼀時中断していましたが、終戦後の
昭和23（1948）年に復興し、今⽇に⾄っています。平成16（2004）年からは今
津⼩学校3年⽣の総合学習の時間にも取り⼊れられ、その成果は年に1度⾏われる定
期公演で披露されています。
福岡県には、⼈形芝居が県内に4箇所残っており、今津もそのうちの1つです。⽇本
の⼈形浄瑠璃は、3⼈で1体の⼈形を使うという点に特徴があり、そうした伝統的な
技をご覧いただける機会です。
尚、福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

fukuoka ときめき gallery

保健福祉局障
がい者部障が
い者在宅⽀援

課

2018/4/1 2019/3/31 福岡県 福岡市

福岡市では、「障がい者施設の商品が⾝近にあふれるまち」を⽬指し、魅⼒的な障
がい者施設の商品やアート作品の情報発信などを⾏う「ときめきプロジェクト」を
推進しています。その⼀環として、市内の障がい者施設で活動する障がい者のアー
ト展「fukuokaときめきgallery」を福岡市役所１階市⺠ロビーのアートスペースで
開催しています。４ヵ⽉ごとにテーマを変更し、作品を⼊れ替え、⼀年を通じて展
⽰しています。
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⽥隈の盆押し、盆綱引き
⽥隈の盆押

し、盆綱引き
保存会

2018/8/13 2018/8/15 福岡県 福岡市

8⽉15⽇、野芥2・3丁⽬の町内が中⼼になって⽒神地禄天神社に奉納する伝統⾏事
です。脊振⼭⼭中で茅を切り取り、神社建物を⼀周する約50mの盆綱を仕上げま
す。15⽇夜、精霊送りの後、神社前の広場と盆綱の上で⻘年たちが、肩⾞をして盆
押しという勇壮な押し合いを⾏います。その後盆綱を神社前の道路に引き出し、参
拝者たちによって綱引きが始まります。切れ⽬をいれた綱が切れると⻘年たちは再
び盆押しを⾏い、結び直されるとまた綱引きが再開されます。この盆押しと綱引き
が何回も交互に繰り返されます。
かつて、福岡では盆⾏事として、盆綱引きや盆踊りが各地で⾏われていましたが、
現在も盆綱引きを⾏っている所は少なくなりました。

ＮＴＴ⻄⽇本スペシャル おいでよ！絵本ミュー
ジアム2018

絵本ミュージ
アム実⾏委員

会
2018/7/19 2018/8/19 福岡県 福岡市

「おいでよ！絵本ミュージアム」は、２００７年から毎年開催している、絵本を
テーマにした企画展です。⼦どもから⼤⼈まで多様な⼈々が楽しめる新しいミュー
ジアムとして、昨年までで50万⼈以上の動員を記録しました。
観るだけでなく、触ったり、⽿をすませたり、⾝体全体を使ってファンタジーの世
界を楽しめる構成となっています。
今回のテーマは「こどもの時間」。多くのファンを魅了してきた林明⼦さんの『は
じめてのおつかい』、ユーモアとナンセンスとファンタジーに溢れる⻑新太さんの
『そらとぶアヒル』、絵本を通して親⼦の楽しいコミュニケーションの時間を描い
た『くっついた』、勘違いからはじまった恐⻯親⼦の愛情物語『おまえうまそうだ
な』など⽇本の絵本をはじめ、『スイミー』など⻑年親しまれてきた絵本の世界が
⾶び出したような空間展⽰をいたします。

第55回福岡市⺠芸術祭オープニングイベント 
線⾹花⽕

公益財団法⼈ 
福岡市⽂化芸
術振興財団

2018/9/26 2018/9/26 福岡県 福岡市

福岡市⺠芸術祭オープニングイベントとして、幅広い分野で活躍するアーティスト
が競演するパフォーマンス「線⾹花⽕」を開催します。まさに市⺠芸術祭が凝縮さ
れた本作のテーマは、はかなくも美しい⼈の⼀⽣を想わせる線⾹花⽕。次々と繰り
出されるパフォーマンスと和洋を織り交ぜた⾳楽が夏の名残を残しつつ、秋の芸術
祭への扉を開きます。
本事業は、福岡市の公共⽂化施設において、質の⾼い⽂化芸術に触れる機会を創出
するとともに、地域住⺠交流の場としての環境づくりの推進を⽬指す。会場には⾞
椅⼦のままで⼊れるスペースを⽤意する。年齢制限なし、⼊場無料。

「ごめんください！ はい、どうぞ！」様々な次
元から…ここで、今！

炎の象 2018/9/6 2018/9/12 福岡県 福岡市

教育にはいろいろな経験が必要であり、その中でも教育する者される者がお互いに
相⼿と⼀緒に感じることを学ぶということがとても⼤切です。すなわち、絆をいか
に深めるのかという⽅法を探すことです、今回の⼀週間エンパワーリング国際アー
ト交流イベントは、⾝体全体で楽しめる貴重なインターラクティブな国際交流で
す。
9ヵ国14名の様々なジャンルのアーティストが⾃分の⽂化とワールドヴィジョンを
福岡の市⺠の皆さんとシェアする計画です。イベント会場の広さや設備の安全⾯を
優先し対象⼈数を決めますが、⼩さな⼦供から⼤⼈まで、⾝体の障害のあるなし、
⾔語の壁を感じる外国⼈であってもなくても、⼀切を取り込んだ年齢バリアフリー
のイベントを開催予定です。

草場の盆綱引き
草場の盆綱引

き保存会
2018/8/15 2018/8/15 福岡県 福岡市

8⽉15⽇に⾏われる草場の盆⾏事の1つです。当⽇早朝に⼦供会・⻘年団が近くの
⼭からとってきた葛を、農協倉庫前の広場で、午前中に径50cm、⻑さ30mの盆綱
に仕上げる。⼣⽅5時頃、太⿎の合図とともに町内の⼈たちが農協前の広場に集ま
り、綱を引き合います。綱が切れれば終わりますが、切れなければ、3回⽬ぐらい
で綱で切れ⽬を⼊れて、綱が切れた時点で綱引きを終わります。綱引きの勝敗に特
別の意味はなく、その後、精霊送りを⾏い、以前は⼦供相撲、盆踊りと⾏事が続き
ました。
かつて、福岡では盆⾏事として、盆綱引きや盆踊りが各地で⾏われていましたが、
現在も盆綱引きを⾏っているところは少なくなりました。
尚、福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

筑前琵琶ライブシアター ―⾳と映像で魅せる、
平家物語―

公益財団法⼈ 
福岡市⽂化芸
術振興財団

2018/11/10 2018/11/10 福岡県 福岡市

福岡⽣まれの筑前琵琶。その魅⼒を広く知っていただきたく、“ライブシアター”と
銘打った、今までにないスタイルの筑前琵琶の演奏会を開催する。筑前琵琶保存会
の若⼿演奏家・尾⽅蝶嘉が演奏を、髙⽊⻘鳳が演奏と演出を担い、そこにチームラ
ボのアート作品にも深く携わっている⾼橋英明による⾳楽と、映像作家であり九州
産業⼤学の教授である⿊岩俊哉監修のもと、映像を学ぶ学⽣たちが作る映像がコラ
ボレーション。観客を⾳と映像による平家物語の世界へといざなう。
会場には⾞いす優先席を設定し、⾞いすのまま⼊場していただくことが可能であ
る。

博多粋⼈クラブvol.17トーク＆⾳楽ライブギター
とトークで愉しむ!! ⻘春アメリカシネマ

有限会社 ア
クティブハカ

タ
2018/8/22 2018/8/22 福岡県 福岡市

⼈⽣を楽しむ博多の街の⽂化サークルとして、カルチャーイベントを毎⽉１回実施します。
会員制での運営⽅式で、登録会員にはライブ情報の定期連絡、ライブ当⽇の商品抽選会への
参加権等の特典があります。
8⽉は「ギターとトークで愉しむ！！⻘春アメリカシネマ」と題したイベントを⾏います。
もう⼀度⾒て欲しい⻘春のアメリカ映画！「ウエストサイド物語」「卒業」・・・
テーマ⾳楽を聴いただけで、あの頃の⻘春が蘇る映画の数々。あの映画のあのシーンを、
今回はギターとフルートの⽣演奏をたっぷり織り込んで、洋画通の⼆⼈が情熱をこめて語り
合います。
※予約受付は公演⽇の１か⽉前から
・電話予約：092-271-1270
・WEB予約：博多粋⼈クラブHPから
・ローソンチケット
・当⽇受付で購⼊可（残席有の場合）
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第１回ひまわりと天神盆踊り
第１回ひまわ
りと天神盆踊
り実⾏委員会

2018/8/18 2018/8/18 福岡県 福岡市

盆踊りは、ご先祖様や、亡くなられた⽅を慰める⽇本の伝統⾏事で、古くから全国
各地で⾏わわれています。
⼩さい⼦供からお年寄り、⾞いすの⽅、⽬が不⾃由な⽅、だれでも参加できるお祭
りです。「ひまわりと天神盆踊り」は、天神と盆踊りの楽しさを発信し、みんなを
笑顔にします。企業や地域団体、ボランティアの⽅々と連携し協⼒することで発信
⼒を拡⼤、⽇本国内だけでなく、世界へ拡散することを⽬指します。みんなで⼀緒
に輪になって踊って、笑って世界中に幸せの和を広げる。家族や友達、会社の⼈と
楽しい夏の思い出を記憶に残す。外国⼈観光客や留学⽣、異なる⽂化の⼈たちとと
もに楽しむ空間づくり。⽇本の伝統⽂化を継承するとともに、将来は、天神盆踊り
が新しい⽂化活動に成⻑し、福岡天神がさらに魅⼒ある街になるように尽⼒しま
す。

プロジェクト⼤⼭ 2018年 新作公演 『すば
らしき あいまいな世界』

公益財団法⼈ 
福岡市⽂化芸
術振興財団

2018/12/8 2018/12/9 福岡県 福岡市

2013年より福岡を拠点としている振付家古家優⾥が主宰するダンスカンパニー
「プロジェクト⼤⼭」の2018年新作公演。古家は、2010年にトヨタコレオグラ
フィアワードにて「次代を担う振付家賞」を受賞後、演劇作品やテレビ番組にも振
付提供・出演もしている。近年では福岡市内⼩学校への学校アウトリーチ事業のダ
ンス講師も務めており、地域に根差した活動にも幅を広げている。
奇抜でもどこか親しめる⾐装、ユーモラスな振付、豊かな表情など、プロジェクト
⼤⼭の作品は、コンテンポラリーダンス初⼼者にも親しみやすいポイントが溢れて
おり、ノンバーバルの表現形態を通して、広く多国籍、幅広い年齢層の観客に親し
んでもらえる。特に本新作は⼦どもたちにもみてもらえる作品となっており、敬遠
されがちなコンテンポラリーダンスの垣根が低くなる狙いと願いを込めている。会
場には⾞いす優先席を設定し、⾞いすのまま⼊場していただくことが可能である。

⽒家駅前ひろば“ウルトラC“調クールジャパンま
つり⼀第4回さくら⻩⾦ストリートカーニバル
2018⼀ with第18回⼤公孫樹祭/平成FlNAL

さくら⻩⾦ス
トリートカー
ニバル実⾏委

員会

2018/11/10 2018/11/10 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
ことにより、中⼼市街地活性化を標榜する市⺠団体である。11⽉10⽇(⼟)に⽒家駅
東⼝広場シティプロモーション施設「さくらテラス」にて開催予定の『⽒家駅前広
場“ウルトラC“調クールジャパンまつり⼀第4回さくら⻩⾦ストリートカーニバル
2018⼀』は、わが国の⻩⾦時代と賞賛される“⾼度経済成⻑期”を代表する「ウルト
ラC(発信元・東京オリンピック)」と「C調無責任男(発信元・植⽊等&⻘島幸男)」
の⼆⼤キーワードをイベントタイトルに加えて、従来の平成クールジャパンだけで
なく、昭和元禄レトロ⽂化(チンドン屋フェスティバル等)をプログラムに加えるこ
とになった。また、今回も多⾔語＆バリアフリー対応ということで、随所に、英語
や中国語の通訳や、（⽇本語のみではあるが）⼿話によるアナウンス通訳も⾏う。

佐野市⼈間国宝⽥村耕⼀⽣誕100年記念事業

佐野市⼈間国
宝⽥村耕⼀⽣

誕100年記念事
業実⾏委員会

2018/11/1 2018/12/2 栃⽊県 佐野市

栃⽊県佐野市出⾝の陶芸家で重要無形⽂化財保持者（⼈間国宝）の認定を受けた陶
芸家・⽥村耕⼀⽒の⽣誕100年を記念し、各種記念事業を開催します。記念事業で
は、講演会・シンポジウムの開催や⽥村耕⼀⽒が製作し、佐野市役所旧庁舎に設置
されていた陶壁「伸びゆく佐野」の再現展⽰事業の開催、また市⽴美術館で開催さ
れる企画展や陶芸教室等の開催事業と連携を図ることで、⽥村耕⼀⽒の作品や功績
をＰＲし、広く芸術・⽂化の振興を図ります。また、当事業をとおして、将来に渡
る地域の活性化につながるレガシーを創出します。本事業では、障害者の⽅でも無
理なく来場できる施設の選定や、展⽰会場内に外国語での解説⽂を掲載する取組み
を⾏います。

⽩桝粉屋おどり芸能⼤会
芝⼭町教育委

員会
2018/11/24 2018/11/24 千葉県

⼭武郡芝
⼭町

⽩桝粉屋おどりは、芝⼭町⽩桝地区にあった粉屋の美しくも薄命だった娘を慕う唄
と踊りである。天保年間に江⼾で流⾏し、明治・⼤正では芸事の習い始めに⽤いら
れたといわれる。岩⼿県や宮城県では地元の⺠謡として伝わり、東京都・埼⽟県・
千葉県・神奈川県では「⽩桝粉屋」が、万作踊り・お洒落踊り・飴屋踊りなどとい
われる郷⼟芸能の演⽬となっている。
平成30年に⽩桝粉屋おどりは、千葉県指定無形⺠俗⽂化財に指定されて50周年を
迎える。そこで、50周年を記念し関係団体を招いて芸能⼤会を開催し、広く⼀般に
観覧いただくと共に関係する各団体の交流を図る。
なお、会場は⾞椅⼦⽤のスロープ、専⽤席等を完備しており、歩⾏が不⾃由な⽅で
も気兼ねなくイベントを楽しめるようになっている。

やわたんまち 安房国司祭
宗教法⼈ 鶴

⾕⼋幡宮
2018/9/15 2018/9/16 千葉県 館⼭市

「やわたんまち」は鶴⾕⼋幡宮で⾏われる安房地⽅最⼤の祭礼。現在は11社の神
輿、4社の⼭⾞、1社の御船が集結している。鶴⾕⼋幡宮は安房国国府（南房総市府
中）に創建された総社の流れをくんだ神社で、16世紀には安房・洲宮・下⽴松原・
⼿⼒雄・⼭宮・⼭荻・莫越⼭・⽊幡の8社の神輿が集まって祭りが⾏われ、江⼾時
代に北条4地区の⼭⾞と新宿の御船、明治時代初期に⾼皇産霊神社、昭和初期には
⼦安神社が加わり、現在のような盛⼤な祭りになった。江⼾時代の記録には「放⽣
会」と記されているが、昭和の初めからは「国司祭」の名も使われるようになっ
た。2⽇間に渡る勇壮な祭りは10万⼈の⼈出で賑わう。
駐⾞場である⼋幡海岸には障害者⽤のトイレも設置され、障害者に対する配慮もさ
れている。
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（県）
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（市区町村）
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⽷賀⼀雄記念賞第⼗七回⾳楽祭
社会福祉法⼈

グロー
2018/11/4 2018/11/4 滋賀県 栗東市

⽷賀⼀雄記念賞⾳楽祭（以下、⾳楽祭）は、⽷賀⼀雄記念賞の受賞者を県⺠でお祝
いすることを⽬的に、⽷賀⽒の理念に共感する福祉、芸術⽂化の関係者が分野を越
えて集結し、2002年から開催してまいりました。⾳楽家の⼩室等⽒の総合プロ
デュースのもと、⼗七回となる今回の⾳楽祭では、滋賀県内外に広く情報を発信す
るとともに、参加のみならず、多様な⼈々が障害の有無に関わらず舞台作品を鑑賞
することができるよう、情報アクセシビリティの充実に向けた取組を⾏います。障
害のある⼈のパフォーマンスの可能性の追求とその魅⼒の発信を通して、多様な
⼈々が各々の個性を発揮し、輝くことの出来る舞台を制作し、豊かな共⽣社会の形
成へとつながっていくことを⽬指していきます。

新⽣美術館⾒本市「美の⽷⼝ー アートにどぼ
ん！2018」

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/10/20 2018/10/20 滋賀県 草津市

整備中の新⽣美術館のコンセプトを伝えるため、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。当⽇の
運営は学⽣サポートスタッフを配置し、未就学児から⼤⼈まで、外国⼈、ハンディ
キャップのある⽅も気軽に参加し、五感で楽しめる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。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度 
MOA美術館東近江児童作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/27 2018/10/28 滋賀県 東近江市

「学習指導要領」にもとづき、⼦どもたちが⾃然、環境、社会、他者との関わりを
通して興味や関⼼をもったことを、感性を働かせながら絵画によって表現すること
で、情操を養い豊かな⼼を育てることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度 
MOA美術館近江⼋幡児童作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/24 2018/11/25 滋賀県

近江⼋幡
市

「学習指導要領」にもとづき、⼦どもたちが⾃然、環境、社会、他者との関わりを
通して興味や関⼼をもったことを、感性を働かせながら絵画によって表現すること
で、情操を養い豊かな⼼を育てることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度 
MOA美術館⾼島児童作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/25 2018/12/2 滋賀県 ⾼島市

「学習指導要領」にもとづき、⼦どもたちが⾃然、環境、社会、他者との関わりを
通して興味や関⼼をもったことを、感性を働かせながら絵画によって表現すること
で、情操を養い豊かな⼼を育てることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度 
MOA美術館⼤津児童作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/10 2018/11/11 滋賀県 ⼤津市

「学習指導要領」にもとづき、⼦どもたちが⾃然、環境、社会、他者との関わりを
通して興味や関⼼をもったことを、感性を働かせながら絵画によって表現すること
で、情操を養い豊かな⼼を育てることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度 
MOA美術館草津児童作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/9 2018/11/11 滋賀県 草津市

「学習指導要領」にもとづき、⼦どもたちが⾃然、環境、社会、他者との関わりを
通して興味や関⼼をもったことを、感性を働かせながら絵画によって表現すること
で、情操を養い豊かな⼼を育てることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度 
MOA美術館野洲児童作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/24 2018/11/29 滋賀県 野洲市

「学習指導要領」にもとづき、⼦どもたちが⾃然、環境、社会、他者との関わりを
通して興味や関⼼をもったことを、感性を働かせながら絵画によって表現すること
で、情操を養い豊かな⼼を育てることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度 
MOA美術館彦根児童作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/24 2018/11/25 滋賀県 彦根市

「学習指導要領」にもとづき、⼦どもたちが⾃然、環境、社会、他者との関わりを
通して興味や関⼼をもったことを、感性を働かせながら絵画によって表現すること
で、情操を養い豊かな⼼を育てることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度 
MOA美術館愛荘児童作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/13 2018/10/14 滋賀県

愛知郡愛
荘町

「学習指導要領」にもとづき、⼦どもたちが⾃然、環境、社会、他者との関わりを
通して興味や関⼼をもったことを、感性を働かせながら絵画によって表現すること
で、情操を養い豊かな⼼を育てることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。
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第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平成30年度 
MOA美術館湖北児童作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/15 2018/12/16 滋賀県 ⻑浜市

「学習指導要領」にもとづき、⼦どもたちが⾃然、環境、社会、他者との関わりを
通して興味や関⼼をもったことを、感性を働かせながら絵画によって表現すること
で、情操を養い豊かな⼼を育てることを⽬的に開催。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第43回新作佛
像彫刻展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/10 2018/11/14 滋賀県 ⻑浜市

会員相互の研鑽と親睦をはかる場として、またより多くの⽅々に仏像彫刻に親しん
でいただくことを⽬的とし開催する。会場内はバリアフリー設備が整っており、多
くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第39回滉陽書
道展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/12 2018/10/14 滋賀県 草津市

会員相互の書道知識の向上を図ることを⽬的とし、広く書道の普及振興に寄与する
ことを⽬標に⽇常の研鑽の成果を発表する。また、幼児から80歳以上の出品者、福
祉関係の出品者などの作品も展⽰し⽇頃の練習の成果を発表する。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 追求の先に… 
美を拓くものたち展Part6

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/22 2018/12/16 滋賀県 東近江市

館のミッションである「⼈材育成(＝⻘少年育成)」に賛同していただいた作家にボ
ランティア出品していただく展覧会で、特に中⾼⽣に向けた美術鑑賞教育および
キャリア教育に貢献することを⽬的とし、平⾯から⽴体まで、多数のジャンルの美
術作品に触れる機会とする。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に
鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第17回第4⽇
曜写⽣会 会員作品展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/6 2018/10/8 滋賀県 ⻑浜市

毎⽉の例会で描いた会員による作品を展⽰し⽣涯学習の⼀助とする。会場はバリア
フリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。ジャンル：油
彩・⽔彩・⽇本画・切り絵等

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 平和堂財団芸
術奨励賞受賞者による「第23回 新進芸術家美
術展」

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/20 2018/10/28 滋賀県 彦根市

滋賀県の⽂化、芸術の振興を図るため、平和堂財団芸術奨励賞（美術部⾨）受賞者
たちに⽇ごろの創作活動の成果を発表する機会を提供するとともに、広く県⺠に紹
介することで更なる振興を⽬指し開催。会場はバリアフリー施設が整っており、多
くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 湖南ギターア
ンサンブル第23回さざなみコンサート

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/30 2018/11/4 滋賀県 草津市

ギター⾳楽を通してよりよい地域⽂化の向上を⽬指し、ポピュラーからクラシック
まで親しみやすい曲を中⼼に演奏。会場はバリアフリー施設および外国語による案
内設備も整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第42回栗東市
美術展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/31 2018/11/4 滋賀県 栗東市

栗東市美術展は、市内をはじめ県内で⽂化活動を展開されている⽅々の⽇頃の活動
の成果を発表する機会を設けることにより、市⺠の⽂化意識⾼揚を促し⽂化芸術鑑
賞の機会を広く市⺠に提供する。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの
⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第14回混声合
唱団サンデーエコー演奏会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/30 2018/9/30 滋賀県 東近江市

団創⽴30周年を迎えた本年、第14回演奏会を開催することにより、団員の技量向
上をはかると共に、地域の⽅々に合唱の楽しさを伝え、芸術⽂化の振興に寄与す
る。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができ
る。

第48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9回定期演奏会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/23 2018/11/23 滋賀県 栗東市

⽇本を代表する指揮者、秋⼭和慶先⽣の指揮のもと、⼩学⽣から⼤学⽣までの楽
員・楽友からなるオーケストラが⽇頃の練習の成果を発表。会場はバリアフリー施
設および外国語による案内設備も整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことがで
きる。
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第21回企画展 幕末維新を⽣きた旅の巨⼈ 松
浦武四郎

三重県総合博
物館

（MieMu）
2018/9/15 2018/11/11 三重県 津市

三重県松阪市出⾝で、幕末・維新期の激動の⽇本を⾒つめた男、松浦武四郎が⽣誕
200年を迎えます。「北海道の名付け親」とよばれるように６回の北海道踏査を⾏
い、北海道発展の基礎を築きました。北海道との関わりだけではなく、吉⽥松陰や
⽊⼾孝允、⼤久保利通をはじめとする幕末の志⼠・⽂⼈たちと幅広い交友を持ち、
当代随⼀の情報収集家、古物収集家としての武四郎の知られざる魅⼒を紹介しま
す。

世界遺産・⽇本遺産等スタンプラリー 群⾺県 2018/4/23 2019/3/31 群⾺県 県内全域

世界遺産「富岡製⽷場と絹産業遺産群」、⽇本遺産「かかあ天下－ぐんまの絹物語
－」、ぐんま絹遺産等の周遊促進を図るため、群⾺県公式アプリ「きぬめぐり」を
活⽤した様々なスタンプラリーを開催
・世界遺産、⽇本遺産周遊スタンプラリー（4/23〜8/31)
・上野三碑と富岡製⽷場周遊チャレンジ（7/6〜9/30）
・世界遺産キャンペーン周遊(7⽉〜8/5)
・シルク博in下仁⽥周遊チャレンジ(8⽉上旬〜8/26）
・⽇本遺産市町村周遊チャレンジ（仮称）（秋頃〜3/31)

第60回熊本県芸術⽂化祭
熊本県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/8/25 2018/12/31 熊本県 県内

「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ため、熊本県内における最⼤の芸術
⽂化の祭典として開催。開催趣旨に賛同して開催される参加事業等は例年200事業
ほど。

第60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
2018/9/2 2018/9/2 熊本県 熊本市

オープニングステージは、熊本県芸術⽂化祭の開催コンセプトである「芸術を⾼
め、⽂化を広め、次世代へつなぐ」を具現化するため実施するものであり、県内の
様々な分野における舞台芸術の質が⾼められるよう、若い⽅々を中⼼に関係団体が
総⼒を結集して⾼⽔準の舞台芸術を創作・発表するとともに、幅広い県⺠の⽅々に
熊本の優れた⽂化・芸術に触れていただく機会としている。平成30年度は⽇本の伝
統⾳楽「邦楽」がテーマであり、国内外で活躍する尺⼋演奏家の藤原道⼭⽒を⾳楽
監督に迎え、「流れゆく⽔、炎の躍動ー熊本の⼤地によせてー」を公演する。

くまもと⼦ども芸術祭２０１８inあらお

「くまもと⼦
ども芸術祭２
０１８inあら
お」実⾏委員

会

2018/8/25 2018/8/26 熊本県 荒尾市

「くまもと⼦ども芸術祭」は、地域⽂化の継承を⽬的として、次世代を担う⼦ども
たちを主体に実施する芸術祭で、第１回の天草、第２回の⼈吉、第３回の菊池、第
４回の⼭⿅、第5回の⼋代に引き続き、「炭鉱のまちが育んだ⽂化熱き炎を未来
へ」をコンセプトに、今回荒尾で６回⽬の開催となる。

⽵取
公益財団法⼈
熊本県⽴劇場

2018/11/2 2018/11/2 熊本県 熊本市

⽇本最古の物語⽂学「⽵取物語」をテーマに、セリフ劇を超越した演出⼿法で注⽬
を集める⼩野寺修⼆を中⼼に、詩⼈、俳優、能楽師、ダンサー、ミュージシャンな
ど、異なるジャンルで活躍する、年齢も幅広いアーティストによって再検証し、現
代に通じる新しいおとぎ話として再構築する。

チャイコフスキー記念国⽴モスクワ⾳楽院 ⽇露
交歓コンサート2018

公益財団法⼈
熊本県⽴劇場

2018/9/23 2018/9/23 熊本県 ⼭⿅市
チャイコフスキー記念国⽴モスクワ⾳楽院出⾝の演奏家達による「⽇露交歓コン
サート2018」を開催。バラライカ、ピアノ、ヴァイオリン、テノールなどでロシ
アンメドレーやクラシック、オペラの名曲の数々を演奏。

KUMAMOTO JAZZ 2018 ⼭下洋輔 SPECIAL 
BIG BAND

公益財団法⼈
熊本県⽴劇場

2018/12/15 2018/12/15 熊本県 熊本市

熊本のジャズファンにアピールするため、昨年からスタートした
KUMAMOTOJAZZ。今年度は会場を熊本市⺠会館に移しての実施。演⽬は、⽇本が
誇るジャズピアニスト・⼭下洋輔と凄腕ミュージシャンたちによるオールスター・
ビッグバンド！″脱⾅したボレロ″と評された熱狂の《ボレロ》。D.エリントンが中
近東・アジアの印象を綴った《極東組曲》。伝説のトリオの名曲が甦る《組曲⼭下
洋輔トリオ》。新たなプログラムで圧巻のステージを創り上げる。

モーツァルト歌劇「ドン・ジョヴァンニ」
公益財団法⼈
熊本県⽴劇場

2018/2/3 2018/2/3 熊本県 熊本市

ヨーロッパや⽇本でのオペラ経験が豊富な井上道義総監督・指揮、ダンサー・振付
家として進境著しい森⼭開次⽒演出による、新たな世界観のオペラを制作・上演す
る。東京芸術劇場及びオーバード・ホール（富⼭市）との共同制作で、全編⽇本語
上演・英語字幕付き。⽇本の明⽇のオペラ界を担う若⼿ソリストを起⽤している。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⾳楽座プレゼンツ 第3回 清流ふれあいコン
サート

（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/12/2 2018/12/2 岐⾩県 岐⾩市

障がい者週間（12⽉3⽇〜12⽉9⽇）に合わせて、障がいのある⽅が中⼼となって
活動している団体等のコンサートを開催し、⽂化芸術分野への関⼼を⾼め、その発
展を図る。
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。

公益財団法⼈マルセンスポーツ・⽂化振興財団創
⽴15周年新⽥佳浩⽒・あさのあつこ⽒記念講演
会

公益財団法⼈ 
マルセンス

ポーツ・⽂化
振興財団

2018/10/24 2018/10/24 岡⼭県
岡⼭市北

区

当財団創⽴15周年を記念して、マルセン栄誉⼤賞受賞者新⽥佳浩⽒と⽂化⼤賞受賞
者あさのあつこ⽒を講師に招き「⼈⽣ってすばらしい－今の私を振り返って－」と
題し、⼈⽣の⽬的を⾒つけて⼼豊かに過ごすための考え⽅や⾏動を講演していただ
き、財団創⽴⽬的である「県⺠が健康で豊かな⼼をもって⽣活できる社会の実現に
寄与する」事業を実施する。

第3回御津将棋⼤会
岡北将棋愛好

会
2018/10/21 2018/10/21 岡⼭県

岡⼭市北
区

上級者から初⼼者、学⽣のみの８つのクラスに分かれて将棋⼤会を開催

横浜能楽連盟創⽴70周年記念 第34回横浜五流
能楽⼤会

横浜能楽連盟 2018/10/13 2018/10/13 神奈川県
横浜市⻄

区

横浜市内に在住・活動の拠点を置く能楽愛好者（シテ⽅全流派、ワキ⽅1流派、能
⾯制作）が⼀堂に会しての⼤会。⽇ごろの活動を⾒せ合う事で交流を図り、能楽の
楽しさを広く広める⽬標を持っている。
毎回「五流競演」というプログラムがある。同じ曲の同じ個所を⾒せ合うもので各
流派の特徴がみられて毎回好評。今回は連盟の葬礼津70周年を祝って「⽼松」が選
ばれている。待能⾯展⽰の特別企画もある。
共催：横浜市観光局後援：横浜能楽堂

ベニス発！謎解きガラスの美術館 同時開催 世
界の児童画

公益財団法⼈
⽇動美術財団
笠間⽇動美術

館

2018/8/4 2018/9/30 茨城県 笠間市

現代⽇本の洋画家たちとベニスのガラス職⼈がコラボレーションして制作した「ガ
ラスアート」「ガラス絵」と，ガラスをテーマにした油彩画の展⽰を⾏う。また，
世界の⼦どもたちが描いた作品を展⽰する「世界の児童画」も同時開催する。
なお，本展はバリアフリー対応の会場で実施する。

第２６回⼤治太⿎発表会
⼤治太⿎保存

会
2018/8/26 2018/8/26 愛知県

海部郡⼤
治町

⼤治太⿎保存会は、愛知県の尾張地⽅に江⼾時代から伝わる神楽太⿎の普及・保存
を図るため、6才〜80才までの会員が⼤治太⿎尾張⼀座の指導のもと精⼒的に稽古
を⾏い活動しています。尾張地⽅の神楽太⿎は、⾮常に甲⾼い⾳のする太⿎を細か
なリズムを⾼速で打ち鳴らすのが特徴で、先⼈たる太⿎の名⼿達が、桧造りの撥
（ばち）を独⾃の指使いをもって、⾞輪の様に回転させたり、ひらりと舞わせるか
のごとく空⾼くに向けて⾶ばしたりする演技を披露しています。
会場内では障害者に楽しんで鑑賞していただけるよう、バリアフリー完備（⾞椅⼦
スペースの確保）など、障害者にやさしい対応を確保しております。

第７１回名古屋城菊花⼤会 名古屋市 2018/10/28 2018/11/23 愛知県
名古屋市

中区

第７１回を数える名古屋城菊花⼤会は、毎年秋の名古屋城の恒例⾏事として、来城
される市⺠、県⺠、外国の⽅へのサービス向上を図るため、多様な菊花を展⽰する
ことで、百花繚乱の美しい花々を楽しんでいただだくものです。また、菊花⼤会に
出品することで、伝統的な菊栽培技術を継承・発展させ、情操豊かな⾃然を愛する
⽇本⼈の⼼を養い⽂化の振興を図ります。会場内では、菊花⼤会の説明を多⾔語表
記（英語中国語韓国語）で⾏うなど、訪れる外国⼈にも理解してもらえるよう取り
組みを⾏っています。

⼦どもアート万博2018
公益社団法⼈ 
名古屋市⽂化
振興事業団

2018/12/8 2018/12/9 愛知県
名古屋市

中区

世界各国の⾳楽・演劇・舞踊・⼤道芸など、様々なジャンルのパフォーマンスや
アートが楽しめる⼦ども向け事業です。ホールでの⼈形劇やクラウンパフォーマン
スのほか、気軽に各国の⺠族舞踊や⾳楽が観覧できるフリースペースでのパフォー
マンスステージ、⽇本を含めた各地域の⽂化やアートを中⼼に⼦どもたちが楽しく
遊びながら体験することができるワークショップを実施します。世界各国の⽂化芸
術に触れる機会を通じて、アーティストと⼦どもたちの交流や⽇本⽂化の魅⼒を再
発⾒できる事業です。また、本事業はバリアフリー完備の会場で実施する、障がい
をお持ちの⽅も気軽に参加できるイベントです。

第４３回愛知県⽂連美術展（公募）
愛知県⽂化協

会連合会
2019/1/30 2019/2/3 愛知県 刈⾕市

愛知県⽂化協会連合会（県内48市町村等の⽂化協会が加盟）が主催する公募の美術
展です。この美術展は、愛知県の美術⽂化の普及・振興をはかるとともに、次代を
担う有為な新⼈の発掘を⽬的として開催され、今回で４３回⽬を迎えます。⽇本
画、洋画、⼯芸、彫刻、書の５部⾨で構成されており、特に⽇本画、書は、⽇本⽂
化の魅⼒を堪能できる作品ばかりです。会場の刈⾕市美術館は、バリアフリー対応
となっており⾞椅⼦の貸出も⾏っております。前売券は400円（愛知県⽂化協会連
合会事務局、各⽂化協会、愛知芸術⽂化センター地下２階アートプラザ内プレイガ
イド、刈⾕市美術館で取り扱いをしています。）、当⽇券は490円です。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

名古屋市⺠芸術祭2018主催事業 名古屋いけば
な芸術展2018

公益社団法⼈ 
名古屋市⽂化
振興事業団

2018/10/30 2018/11/4 愛知県
名古屋市

中区

この地域のいけばな作家が、流派を越えて季節の花を発表する⼤規模ないけばな展
を開催します。なお、国際交流の視点を新たに加え、英⽂による案内を拡充しま
す。
会場はバリアフリー完備であり、障がいをお持ちの⽅でも気軽にご来場いただけま
す。
【出展流派】
池坊、⽯⽥流、⼩原流、嵯峨御流、真⽣流、草⽉流、⽇本⽣花司松⽉堂古流、オー
ル愛知華道連盟、名古屋華道⽂化連盟、名古屋市各区いけばな団体連合会
【出展数】244点

名古屋市⺠芸術祭2018主催事業 「揚輝荘天街
展」

公益社団法⼈ 
名古屋市⽂化
振興事業団

2018/11/15 2018/11/30 愛知県
名古屋市
千種区

劇作家でありながら、幅広いジャンルの舞台演出や宣伝美術などの多分野で活躍す
る天野天街⽒の魅⼒に迫る美術展を開催します。誕⽣100年を迎えた揚輝荘の聴松
閣全館を使⽤して、歴史的建造物の建築空間と天野ワールドのコラボレーションに
よる“奇想天外”な出会いを楽しめる内容です。期間中には、天野⽒が監督を務めた
映画「トワイライツ」の上映や、コンサート、対談等のイベントを開催します。会
場案内やプログラムは英語対応のものを⽤意します。

国際公募2018年国際親善作家展
国際親善作家

展
2018/7/31 2018/8/5 愛知県 稲沢市

作家展は⽇本から海外⼀ヶ国へ訪問して両国により絵画の⽂化を発表し友好と親善
により親睦を深め海外へアピールをしている。以前は中国の桂林やスリランカのラ
トナプラ、アフリカのタンザニア等の⼀団との2ヶ国間の国際交流展により⽂化の
発展に努めております。
会場は⾝障者専⽤の駐⾞スペースがあり、スロープが整備されており⾞椅⼦利⽤者
など障害をもつ⽅が展⽰ギャラリーに楽に⼊れるようになっています。また、本会
員には、外国⼈もいて⽇本語と英語が話せるため、作品鑑賞する外国語⼈に対して
御案内もできるようにしています。

琴城流コンサート
琴城流「琴城

会」
2018/10/14 2018/10/14 愛知県

名古屋市
中区

名古屋発祥の⼤正琴の保存、普及と伝承を⽬的に、⽇頃の練習の成果を披露するこ
とにより、その認識を深め、あわせて地域⽂化の振興と⽣涯学習の⼀助になればと
演奏会を開催している。
また、ゲスト出演に⽇本舞踊⻄川流「⻄川⻑秀」、三味線奏者「杵屋喜鶴」の他、
ドラム、エレクトーン奏者を予定している。
開催会場は、バリアフリー対応で、多⽬的トイレや⾞椅⼦の⽅の鑑賞スペースも完
備している。

知的・発達障がい児（者）にむけての劇場体験プ
ログラム 劇場って楽しい!!

⽂化庁／社会
福祉法⼈⼤阪
障害者⾃⽴⽀
援協会（国際
障害者交流セ
ンタービッ
グ・アイ）

2018/10/21 2018/12/16 ⼤阪府 堺市南区

知的・発達障害児者を対象に⽇本⼈の演奏者によるコンサート、⽇本の劇団の
ミュージカル公演を実施する。知的・発達障害のある⼈が苦⼿とする鑑賞中に起こ
るさまざまな出来事（⾳の⼤きさ響き、照明効果による明暗）の理由や鑑賞ルール
を公演中に多様なコミュニケーションツールで伝える。セリフと同時にイラストや
ひらがなで伝える演出、観客参加、⾝体表現など、鑑賞を通じて劇場という場所を
理解し鑑賞マナーを学ぶことができる。これを通じ、鑑賞者である知的や発達障害
のある⼈が地域の劇場へ鑑賞者として参加し、⽇本の芸術⽂化を享受できる機会を
増やすとともに社会参加のきっかけに繫がっていくことを⽬指す。また、⽇本の劇
団や演奏者による作品や演奏を多様な⼈々に伝える⼯夫をおこない、鑑賞者⾃⾝の
⼈⽣を豊かにするとともに⽂化振興へと繋げる。鑑賞サポートとして⾞いす席、⼿
話通訳、ひらがな字幕、イラスト、アイコンによる案内、イヤーマフ貸出、看護師
の配置。当施設がオープンした2001年より障害のある⼈に向けた舞台芸術公演制
作、運営のノウハウと障害者サポート経験豊富なスタッフやボランティアが運営を
おこなう。

劇場職員や公演事業制作に携わる⽅へ 鑑賞⽀援
コーディネーター育成講座Ⅰ（知的・発達障害
編）

⽂化庁／社会
福祉法⼈⼤阪
障害者⾃⽴⽀
援協会（国際
障害者交流セ
ンタービッ
グ・アイ）

2018/10/11 2018/12/16 ⼤阪府
⼤阪市天
王寺区

劇場や⽂化施設がより広く多様な⼈たちに向けて⽂化芸術を発信し届けることに
よってより成熟した⽇本の⽂化芸術の基盤を築くことを⽬的に、劇場職員、⽂化事
業従事者に向けた鑑賞⽀援コーディネーター育成講座（知的・発達障害）を実施す
る。障害の特性やサポート⽅法など誰もが楽しめる公演づくりの⽅法を座学と実践
を通して学べる講座を通じ、知的障害や発達障害のある⼈が舞台芸術を鑑賞する際
に必要なサポートや劇場環境の整備を学び、障害のある⼈も鑑賞できる公演の実施
へと繋ぐ。⽇本の劇団や演奏者による作品や演奏を多様な⼈々に伝える⼯夫をおこ
ない、鑑賞者⾃⾝の⼈⽣を豊かにするとともに⽂化振興へと繋げる。国際障害者交
流センター（ビッグ・アイ）で2014年から実施している「知的・発達障害児
（者）にむけての劇場体験プログラム」本番公演を実践研修の場として１講座３⽇
間、３回実施。1⽇⽬：障害の特性と多様性、疑似体験など。講座2⽇⽬：障害に応
じたサポートと環境づくり、公演運営マニュアルづくり。講座3⽇⽬：劇場体験プ
ログラム本番公演を実践の場とした運営研修。⾞いすでの受講、⼿話通訳、要約筆
記、拡⼤資料、点字資料を⽤意。

第12回江東バンドＦＥＳＴＩＶＡＬ

公益財団法⼈
江東区⽂化コ
ミュニティ財

団

2018/11/3 2019/2/10 東京都 江東区

江東バンドFESTIVALは、元気ハツラツ学⽣バンド、ちょっと渋めな社会⼈バンド
などジャンルも年齢も職業も違う⼈々が同じ舞台を共有し、⾳楽を通じて楽しく交
流することを⽬的とする予選会を通過したバンドがグランプリ⽬指して競うコンテ
スト形式のフェスティバルです。江東区⽂化コミュニティ財団の⾳楽練習施設利⽤
者の発表の場でもあり、様々な⼈々がひとつの⽬標“ステージ”を⽬指すことによっ
て、世代を超えた交流を⽬指しています。また、バリアフリー対応の会場を活⽤
し、外国語に対応したＨＰによって情報提供を⾏うことで障害のある⽅、海外の⽅
にもご参加をいただきたいと考えております。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

阪南市⽴⽂化センター開館３０周年記念事業 第
２９回 ⽫⽥能「野守」

⽫⽥能実⾏委
員会

2019/1/12 2019/1/12 ⼤阪府 阪南市

阪南市には、能楽に由来がある史跡が地域に伝わっており、市⺠の中でも能楽に関
する関⼼が⾼いまちです。地⽅都市には珍しく⽂化施設の舞台に本格的な能舞台が
設営されます。その地から⽣まれた能楽を愛する有志による「⽫⽥能実⾏委員会」
による能楽会です。今回は能楽「野守」を上演します。
特に今回、ホールの開館３０周年記念事業として、より多くの⽅々に地域発の伝統
⽂化を啓発できると期待しています。当館には障がい者⽤トイレ完備、客席へはバ
リアフリー構造になっており、⾼齢者・障がいのある⽅にも対応した運営を⼼がけ
ています。また能楽師と地域の⼦ども達が共演する「能楽こども教室」も同時実施
します。

Discover NOH in Kyoto vol.4
公益社団法⼈
能楽協会 京

都⽀部
2018/9/18 2019/3/18 京都府

京都市中
京区

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて急増する外国⼈観光客に、こ
こ京都においても⽇本を代表する伝統芸能「能楽」を、より深く理解して頂く為に
通訳・ガイド業に従事する⽅々と協同し、適切に通訳出来る⼈材を複数名育成する
こと、またこの芸能の持つ普遍的なテーマ、いつも世においても変わることのない
⼈の⼼を多くの外国⼈に伝えることを⽬的とし、2016年より5ヶ年計画にて取り組
んでいる。今年度は秋から連続講座を開催し、その成果を最終の発表会にて披露す
る。また来年度も3⽉迄に同様の連続講座を実施する予定でいる。連続講座では能
の曲の中でも上演回数の多い「⽻⾐」を題材に（2018年度）⾯や装束との関わり
を深めていく。また多⾔語対応として英⽂でのチラシ作成や、現段階では未完成で
あるが本事業のHPでは英⽂表記も⾏うなどよりグローバルに展開出来るよう準備を
している。

こもれび狂⾔会 野村万作・萬斎 狂⾔の世界
⻄東京市保⾕
こもれびホー
ル指定管理者

2018/11/27 2018/11/27 東京都 ⻄東京市

⼈間国宝・野村万作と野村萬斎による狂⾔会。今年はホール開館20周年記念とし
て、上演前に野村萬斎による演⽬解説があります。初めてご覧になる⽅にも分かり
やすいので、ぜひ⾜を運んでみませんか。また英語のあらすじを⽤意しておりま
す。
予定演⽬は『末廣かり（すえひろがり）』『千切⽊（ちぎりき）』です。

オリンピック・パラリンピックに関する講演会

中央区企画部
オリンピッ

ク・パラリン
ピック調整担

当課

2018/9/21 2018/9/21 東京都 中央区

本講演会は区⺠に向けてオリンピック・パラリンピックに関わる講演を実施するこ
とで、東京2020⼤会に対する開催気運の醸成を図るとともに、⼤会への参加に向
けたきっかけづくりの場を提供することを⽬的としている。
平成３０年度第１回⽬は、「⽇本の裏側・ブラジルについて距離を理解で縮めよ
う」をテーマに、ブラジルをより⾝近に感じてもらうための講演会を開催すること
となった。中央区は、オリンピック⼤会期間中にブラジルオリンピック委員会へ区
内施設の貸出しを⾏う覚書を締結しており、今後は地域の⽅々との交流機会を創出
していく予定である。今回の講演会（第⼀部）では、株式会社明治より⾝近なカカ
オ（チョコレート）の話から、⽇本の⽂化や歴史などに関する講演を予定してい
る。この講演会で、区内の⽅々のブラジルへの理解を深め、東京2020⼤会に向け
た国際交流のきっかけとする。
本講演会は区⺠の⽅に開かれたものであり、会場となる施設では障害者⽤トイレ等
のバリアフリー対応が⾏われている。

-闇の回帰線-『増⽥常徳展』
網⾛市⽴美術

館
2018/9/14 2018/11/4 北海道 網⾛市

キリシタンの迫害の歴史を持つ⻑﨑五島列島に⽣まれ育った増⽥常徳がいかにして
画家になったのか。若き増⽥は、家業の倒産により出稼ぎに出ることになる。美術
⼤学への進学を諦めたが、逆に画家への切符を⼿に⼊れた。⽇本列島改造論によっ
て起きた⾼度経済成⻑は⼈⼝の都⼼集中、地⽅の過疎化に拍⾞をかける。その「取
り残されたもの」が増⽥の画家への出発点となった。43年前1976年に増⽥は津
軽・北海道にスケッチの旅に出かける。北海道の開拓と歴史など「取り残されたも
の」を絵画のなかに表現し、現代に問いかける増⽥常徳作品を紹介する。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。

芭蕉庵国際英語俳句⼤会
ＢＡＳＨＯ－ＡＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 
ＥＮＧＬＩＳＨ ＨＡＩＫＵ ＣＯＭＰＥＴＩＴ
ＩＯＮ

公益財団法⼈
江東区⽂化コ
ミュニティ財

団

2018/9/9 2019/1/20 東京都 江東区

松尾芭蕉は、現在「俳句」として親しまれている「俳諧」を芸術的な⽂芸として完
成させ、俳聖として世界的にも知られる存在です。晩年のおよそ14年間、深川芭蕉
庵を拠点に活動し、多くの名句や紀⾏⽂を残しています。著名な俳句「古池や蛙⾶
び込む⽔の⾳」も、この芭蕉庵で作られました。また、「おくのほそ道」の旅へも
深川から出発しています。いま俳句は、世界⼀短い詩として、多くの国や地域の⼈
たちに親しまれています。芭蕉の残した俳句は、様々な⾔語に翻訳されています。
このたび、芭蕉ゆかりの深川から、俳句⽂化を発信する事業として「芭蕉庵国際英
語俳句⼤会」を開催します。
⽇本語と英語併記のチラシの作成のほか、投句は全てwebの専⽤フォーム（⽇本語
と英語併記）にて受付し、英語での問合せについても、専⾨のスタッフがメールに
て対応します。

第24回KAWASAKIしんゆり映画祭2018

特定⾮営利活
動法⼈

KAWASAKI
アーツ

2018/10/28 2018/11/4 神奈川県
川崎市⿇

⽣区

KAWASAKIしんゆり映画祭は、川崎市の「芸術のまち」構想の⼀環として1995年
から毎年秋に実施しています。企画運営の中⼼を市⺠ボランティアが担い、周辺の
芸術⽂化機関や芸術家の協⼒を仰ぎながら、芸術豊かな地域づくり、まちづくりの
⼀翼を担っております。1997年の第3回より聴覚障がいをお持ちの⽅向けに独⾃に
制作した副⾳声ガイドを提供する取り組みを続けております。企画にあたっては、
地域の皆様に、映画・映像を通して、世界中の多様な価値や豊かな芸術に触れてい
ただくために、歴史的価値なども含め、映画が持つ「多様である事の豊かさ」を表
現できるよう⼯夫を凝らしております。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

咲くやこの花コレクション「⼥義太夫の会 はじ
めての義太夫ワークショップ2018」

咲くやこの花
賞受賞者等⽀
援事業実⾏委

員会

2018/11/3 2018/12/15 ⼤阪府
⼤阪市阿
倍野区

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（むすめ）義太夫」によるワークショップを開催します。「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「三味線（太棹）」と「語
り」のワークショップを開催します。
なお、本講座では、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。

学校法⼈ 三室⼾学園 東邦⾳楽⼤学 学園創⽴８０
周年記念
東邦⾳楽⼤学附属 東邦中学校・東邦⾼等学校・
東邦第⼆⾼等学校
東邦⾳楽短期⼤学・東邦⾳楽⼤学 第208回定期
研究発表演奏会[ウインドオーケストラの部] 

東邦⾳楽⼤
学・東邦⾳楽

短期⼤学
2018/12/15 2018/12/15 埼⽟県 川越市

⽇頃の研究の成果の発表と⾳楽を通じて⽇本の⽂化向上及び、地域⾳楽⽂化の普及
啓発を図り、社会への貢献を⽬指すことを⽬的とし、また、本年に学園創⽴80周年
を迎えた記念事業として開催いたします。
会場施設がバリアフリーとなっており、⾞椅⼦席⽤の観覧席もご⽤意しておりま
す。またロビースタッフも⼗分におりますので、様々なお客様に対応できる環境と
なっております。
演奏：東邦⾳楽⼤学ウインドオーケストラ
指揮：指揮：藤井完(東邦⾳楽⼤学講師)、須永真純（東邦⾳楽⼤学講師）、福⽥洋
介(東邦⾳楽⼤学特任准教授)
曲⽬：・J.S.バッハ／フーガト短調「⼩フーガ」、真島俊夫／波の⾒える⾵景、川
上哲夫／ムービング・オン、B.アッペルモント／コーラリア、A.リード／オセロ、
祝典⾏進曲／團伊玖磨、モーニング・アレルヤ〜冬⾄のための／R.ネルソン、メト
セラⅠ〜打楽器と吹奏楽のために／⽥中賢、惑星／G.ホルスト編曲福⽥洋介

東邦⾳楽⼤学・東邦⾳楽短期⼤学 第200回定期研
究発表演奏会

東邦⾳楽⼤
学・東邦⾳楽

短期⼤学
2018/11/30 2018/11/30 東京都 ⽂京区

⽇頃の研究の成果の発表と⾳楽を通じて⽇本の⽂化向上及び、地域⾳楽⽂化の普及
啓発を図り、社会への貢献を⽬指すことを⽬的とし開催いたします。
会場施設がバリアフリーとなっており、⾞椅⼦席⽤の観覧席もご⽤意しておりま
す。またロビースタッフも⼗分におりますので、様々なお客様に対応できる環境と
なっております。
演奏：東邦⾳楽⼤学・東邦⾳楽短期⼤学ウインドオーケストラ
指揮：⽩井英治（東邦⾳楽⼤学特任教授）、上野正博（東邦⾳楽⼤学特任准教授)
曲⽬：・W.A.モーツァルト／交響曲第25番ト短調、F.メンデルスゾーン／ヴァイオ
リン協奏曲ホ短調作品64、J.ブラームス／交響曲第2番ニ⻑調作品73他

分かりやすい歴史〜幕末明治の名筆と新選組〜
梅⽥地域学習

センター
2019/1/26 2019/1/26 東京都 ⾜⽴区

⼩・中学⽣を対象に近隣の梅島⼩・⻄新井⼩、勝海⾈筆の墨蹟扁額の保存修復が⾏
われ幕末明治の名筆や歴史的な書の紹介。幕末に京都を中⼼に治安部隊として活躍
した新選組誕⽣についての歴史の勉強をします。⾜⽴区郷⼟博物館専⾨員を講師に
招きプロジェクターを活⽤し「幕末明治」の歴史についての講演やグループワーク
形式での話し合いをします。
会場がバリアフリー対応となっており、外国語表記のパンフレットや各部屋の案内
が外国語表記になっています。

バリアフリーおはなし会（⼿話付お話会）

流⼭市⽴森の
図書館（指定
管理者：株式
会社すばる）

2018/11/25 2018/11/25 千葉県 流⼭市

都内の図書館やろう学校で活動されている、ボランティアグループ「にじ」によ
る、⼿話の同時通訳がついたおはなし会。年2回の開催で今回で7回⽬の開催になり
ます。絵本や、伝統的な⽇本独⾃の紙芝居を⾒て、古くから⽇本に伝わる昔話を聞
き、⼿話に触れ、⼿話付のわらべうたで⼿話を体験することが出来ます。視覚障害
者に対する理解が深まり、年齢や性別に関係なく誰でも参加できるバリアフリーの
お話会です。なお、図書館はバリアフリー化されており、段差が無く施設で⾞椅⼦
での来館が可能です。また、⾞椅⼦障害者⽤トイレ、乳幼児のオムツ交換台、授乳
室も設置しています。

「第九」演奏会開催事業

⽩河市・⽩河
市教育委員

会・⽩河⽂化
交流館コミネ
ス・しらかわ
⾳楽の祭典実

⾏委員会

2018/11/3 2018/11/3 福島県 ⽩河市

平成３０年１１⽉３⽇(⼟)に当館⼤ホールにて「しらかわ⾳楽の祭典」と連携プロ
グラムとして、標記の事業を実施します。⽩河市⺠公募による合唱団とオーケスト
ラ、⽂京区⺠オーケストラとの共演により、ベートーベン作曲交響曲第九番ニ短調
（合唱付）と他1曲を演奏します。なお、本事業は「DAIKU2018」の認定を受けて
おります。⾝障者への対応として、全館バリアフリーになっており、⾝障者⽤駐⾞
場も完備しております。公演時には客席に⾞椅⼦席(6席)と介助者席を設けていま
す。外国⼈への対応として、プログラム、チラシ等の多⾔語化とともに、4⽉から
英語対応のスタッフを配置しております。
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平成30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

2018/8/18 2018/8/18 神奈川県 ⼤和市

この事業は、「スポーツと⽂化の祭典」という近代オリンピックの趣旨に基づき、
市内スポーツイベントと連携して⽇本⽂化に触れられる機会を提供し、⽂化プログ
ラムの認知度の向上及び市内における同プログラムの開催の推進を図ることを⽬的
としています。
スポーツイベントで賑わうスポーツ施設内に特設ブースを設け、ベテランのかるた
愛好会の⽅々を講師にまねき、百⼈⼀⾸競技かるたの実演と体験指導を⾏ないま
す。そして、普段はかるたに接する機会の少ない⽅々に、お気軽にかるたを体験し
ていただきます。また、かるたのぬり絵コーナーを設け、⼩さなお⼦様でも伝統⽂
化に親しみをもてるようにします。さらに、⽇本語・英語で表記した『かるたの
ルール説明書』を作成し、外国の⽅にもお楽しみいただけるようにします。

第27回調布観光フェスティバル
調布市観光協

会
2018/8/25 2018/8/26 東京都 調布市

夏休み最後のイベントとして多くの⼦どもたちが集まるイベントを調布よさこい
2018と同⽇開催。⼀時期は「東洋のハリウッド」と称された調布の映画等のPRを
駅前にステージを組んで実施する。東京2020オリンピック・パラリンピック競技
⼤会に向けたPRブースを会場内に設けて多くの来場者に調布市及び⽇本の魅⼒を発
信する。
ステージプログラムの⼀つに五輪⾳頭を組み込み，訪⽇外国⼈にも理解されやすい
という観点から主に視覚を通じて届く⽂化の発信をする。調布市は東京スタジアム
が市内に位置し，普段から多くの外国⼈の出⼊りが⾒られる。今後は更なるインバ
ウンドが⾒込まれるため，調布市観光協会は多⾔語による市内マップの配布や
FreeWifiの設置を実施している。

中国・⼭海塾公演 国際交流基⾦ 2018/11/4 2018/11/10 海外 中国 世界的に著名な現代舞踏集団の中国初公演を⾏うことにより、⾝体表現に関⼼を持
つ⼀般市⺠にむけ質の⾼い舞踏パフォーマンスを披露する。

中国・ストリートダンス公演 国際交流基⾦ 2018/12/15 2018/12/21 海外 中国
アジアの若者に⼈気の⾼い東京ゲゲゲイのMIKEY⽒振付によるダンスパフォーマン
ス公演を、オーディションで選抜された参加者を含む⽇中両国のダンサーによって
実施する。

ミャンマー公演 国際交流基⾦ 2018/1/1 2018/3/31 海外
ミャン
マー

ヤンゴン⽇本⽂化センター開設を記念して、公演事業を実施。

東欧主催公演 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ポーラン
ド、ハン
ガリー

⽇本・ポーランド国交樹⽴100周年を記念する伝統芸能公演を、ポーランドおよび
ハンガリーで実施。

⽶国・桜祭り 国際交流基⾦ 2018/3/1 2018/3/31 海外 ⽶国 毎年ワシントンDCで⾏われる全⽶桜祭りに合わせて公演を実施。

カナダ・祭り 国際交流基⾦ 2018/8/9 2018/8/26 海外 カナダ カナダへ太⿎奏者の林英哲⽒と英哲⾵雲の会（アンサンブル）を派遣し、⽇加修好
90周年を記念する事業を4都市にて実施。

アルゼンチン・祭り 国際交流基⾦ 2018/7/11 2019/2/28 海外
アルゼン

チン

①⽇本⽂化の総合イベントである「アニメエキスポ」に声優を派遣、トークショー
を開催
②亜⽇⽂化友好祭に合わせエイサーのグループ及び歌⼿を派遣、公演を実施
③クラシックの演奏会に指揮者を派遣、アルゼンチン国響楽団演奏を指揮

インドネシア・祭り 国際交流基⾦ 2018/9/8 2018/9/9 海外
インドネ

シア
⽇本インドネシア国交60周年事業の⼀環として開催される⾳楽フェスティバルに公
演団を派遣。

DRUM TAO『舞響〜DRUMHEART』ロシア公演 国際交流基⾦ 2018/5/23 2018/5/31 海外 ロシア
和太⿎パフォーマンス･グループDRUMTAOによる、「2018年ロシアにおける⽇本
年」開会式におけるロシア⼈ダンサー等とのコラボレーションも採り⼊れた新作特
別公演及び⼀般市⺠向けの公演。
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⽇本・スウェーデン俳句交流シンポジウム 国際交流基⾦ 2018/6/24 2018/6/29 海外
スウェー

デン

⽇本・スウェーデン外交関係樹⽴150周年記念事業の⼀環として、国際俳句交流協
会と共催し、有⾺朗⼈⽒及び、HermanVanRompuy（ヘルマン・ファン＝ロンパ
イ）⽒をスウェーデンに派遣。

第16回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 国際交流基⾦ 2018/5/26 2018/11/25 海外 イタリア 第16回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展における⽇本館展⽰「東京発建築⺠族
誌－暮らしのためのガイドブックとプロジェクト」の開催

キューバ・帰国展 国際交流基⾦ 2018/6/6 2018/6/17 海外 ⽇本

ウィフレド・ラム現代美術センター（キューバ、ハバナ市）で実施した⽇本・
キューバのアーティストによる「近くへの遠回り－⽇本・キューバ現代美術展」を
再構成した帰国展・報告会をスパイラルガーデン（東京）で開催。⽇本とキューバ
のキュレーターの協働によるハバナでの初の試みを、展覧会とアーティスト・キュ
レーターのトーク（報告会）により⽇本の観客にも広く紹介。

妖怪: 想像のイコノグラフィー ⽇本の超⾃然的イ
メージの起源としての百⻤夜⾏

国際交流基⾦ 2018/7/17 2018/9/23 海外 スペイン
⽇本スペイン外交関係樹⽴150周年を記念して、広島県三次市所蔵（湯本豪⼀⽒旧
蔵）の妖怪に関する絵巻や掛軸、浮世絵など約3000点の中から厳選し、王⽴サ
ン・フェルナンドアカデミーにて展⽰する。

Tokyo Before/After 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

カナダ、⽶
国、メキシ
コ、ニカラ

グア

東京をテーマとした写真展。監修は写真評論家の飯沢耕太郎。2020年に東京オリ
ンピックを控え、過去と現在の⽇本の写真家たちの作品を通じて、多⾯的な顔を持
つ巨⼤都市･東京の姿を紹介する。具体的には、雑誌『光画』、写真集『⽇本』、
桑原甲⼦雄の1930〜40年代の東京を撮影した作品を、2010年代以降の、荒⽊経
惟、森⼭⼤道、蜷川実花、佐藤信太郎、有元伸也、林ナツミ、題府基之、⼩林健太
による作品と対⽐する形で写真を展⽰する。

焼締－⼟の変容 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

フランス、
ベルギー、
ドイツ、ハ
ンガリー

⽇本で独⾃の発展を遂げた「焼締」（釉薬を施さず⾼温で焼成するやきものの技
法）に焦点を当て、その成⽴から現代に⾄るまでの歴史とともに、茶陶における焼
締めや⾷の器としての焼締め作品、さらにオブジェ作品と化した焼締めを展⽰する
ことによって、⽇本の伝統⽂化の⼀部を紹介します。

⽇本⼈形 E 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

ジョージ
ア、アルメ
ニア、ク

ウェート、
モルドバ

古来の⾵習に育まれた｢雛⼈形｣、｢五⽉⼈形｣、古典芸能に材をとった｢能⼈形｣、｢
⽂楽歌舞伎⼈形｣、⽇本各地の⼈形、現代⼯芸作家による創作⼈形など、⽇本の代
表的な⼈形を紹介します。「⽇本⼈形」E展とF展はほぼ同内容の展⽰。

⽇本⼈形 F 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

⽶国、アル
ゼンチン、
キューバ、
グアテマラ

古来の⾵習に育まれた｢雛⼈形｣、｢五⽉⼈形｣、古典芸能に材をとった｢能⼈形｣、｢
⽂楽歌舞伎⼈形｣、⽇本各地の⼈形、現代⼯芸作家による創作⼈形など、⽇本の代
表的な⼈形を紹介します。「⽇本⼈形」E展とF展はほぼ同内容の展⽰。

⼿仕事のかたち 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 中国
陶芸、染織、⾦⼯、漆⼯、⽊⽵⼯、紙など⽇々の暮らしの中で育まれてきた伝統的
⼯芸品と、各地の⼯房で伝統的な技術をも⽤いつつ創造性豊かな作品を⽣み出して
いる現代⼯芸作家の作品を紹介します。

超絶技巧の⽇本 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
スペイ

ン、ロシ
ア

並外れた⼿法や技術を意味する「超絶技巧」という名称を冠するに相応しい作品
を、幅広いジャンルから横断的に集めて⼀堂に展⽰するものです。巧みな表現、細
部に⾄るまでの完成度の⾼さに重きをおく作品の展⽰を通して、個々の作品の驚嘆
すべきテクニックや、それさえも凌駕する表現世界を紹介するとともに、職⼈気質
を尊び、制作過程に徹底的にこだわってきた⽇本の創作⽂化の⼀端を明らかにしよ
うとする試みです。

構築環境・もうひとつの⽇本ガイド 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

インドネ
シア、韓
国、イン

ド

各都道府県に現存する建築、⼟⽊、ランドスケープなど約80点を取り上げ、写真や
解説パネルで紹介します。地理的に多様な⽇本において、⼈々が⾃然環境とどのよ
うに対話してきたか、どのように地域性を継承し、創造してきたかを考察するとと
もに、本展が、従来の⽇本ガイドとは異なる⼀⾯を紹介する
「AlternativeGuidetoJapan（もうひとつの⽇本ガイド）」となることを⽬指しま
す。

変奏と⾃⽴－現代⽇本の画家たちの版画 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ブラジ

ル、パラ
グアイ

1970年代、版表現がもたらす多様な可能性に気づいたアーティストたちは、版画
によって現代美術そのものの表現領域を拡⼤させました。本展は、10名のアーティ
ストによる38点の版画作品を取り上げ、版画によって切り開かれた1970年代の現
代美術の動向を紹介するとともに、現代⽇本版画史の再考をも試みます。

パラレル・ニッポン 現代⽇本建築展 1996-
2006

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
⽶国、カ

ナダ

⽇本建築学会の協⼒を得て、過去10年（1996年－2006年）に竣⼯した⽇本の建築
から、安藤忠雄、磯崎新、伊東豊雄、⿊川紀章など代表的な110作品を選び、我国
の社会⽂化状況と対⽐させながら紹介し、写真・映像を中⼼に構成します。
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武道の精神 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン、台湾、
パキスタン

第１部（武具と武術の歴史）及び第２部（現代⽂化としての武道）の２部で構成さ
れています。第１部では、⽇本の武芸・武術の歴史の中で⽤いられてきた武具類
（⼸具、⼑剣拵、甲冑その他）について、テーマ性・装飾性の⾼い物品（複製を含
む）を中⼼に展観し、第２部では、現代へ続く「武道の精神」の表現として、現代
武道各団体の活動を中⼼に紹介します。

ウィンターガーデン： ⽇本現代美術におけるマ
イクロポップ的想像⼒の展開

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

トルコ、モ
ロッコ、チュ
ニジア、イス

ラエル

９０年代後半から００年代前半にかけて現われた、６０年代末以降⽣まれの若い世
代のアーティストの芸術表現や活動に顕著に⾒られる「マイクロポップ（企画者・
松井みどりの造語）」的表現が、現代の世界で⽣きることとどのように関係してい
るのかを探っていく⽇本現代美術展。ドローイング、絵画、映像作品等で構成。

ストラグリング・シティーズ－60年代⽇本の都
市プロジェクトから

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

タイ、
ニュージー
ランド、ブ

ルネイ

1960年代に⽇本で盛り上がりを⾒せた都市への実験的な提案を⼊⼝に、現代に⾄
るまでの都市を取り巻くさまざまな状況や、現在の東京に⾒られる特異性を、建築
や都市の模型のみならず、アニメーションや写真スライド、映像といった多様なメ
ディアを交えながら検証します。

現代・⽊彫・根付 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

ロシア、モ
ンゴル、ネ
パール、カ
ザフスタン

和装⽂化が興隆した江⼾時代に、印籠や煙草⼊れの留め具として使⽤され、様々な
意匠を彫り込んだ根付は世界中で⾼く評価されています。こうした優れた細密⼯芸
としての「古根付」以外に、新しいアイデアとセンスを盛り込んだ「現代根付」と
いうジャンルが近年注⽬されつつあります。本展では、現代根付師が制作した⽊彫
の根付を中⼼に、加藤泉など活躍中の現代美術作家が制作した根付作品や、実際に
触れられる⽊彫根付の展⽰を通じて、新しい切り⼝から「現代・⽊彫・根付」を紹
介します。

美しい東北の⼿仕事 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

ウズベキスタ
ン、イラン、
スロバキア、
ボスニア・ヘ
ルツェゴビ

ナ、ポーラン
ド

美しい東北の⼿仕事を取り上げ、現代の⽇本において、⽂明が進み、忘れ去られか
けている⼿仕事の美しさを陶芸、漆芸、染織、⾦⼯、⽊⽵⼯作品を通して紹介しま
す。会津本郷焼（福島県）、津軽塗（⻘森県）、南部鉄器（岩⼿県）、曲げわっぱ
（秋⽥県）、刺し⼦などを展⽰。

東北－⾵⼟・⼈・くらし A 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

コートジボ
ワール、レ
バノン、エ

ジプト

東北の⾵⼟、⼈、くらしを紹介する写真展。キュレーターは写真評論家の飯沢耕太
郎⽒。1940年代から現代に活躍する⽇本の写真家、約10名の作品を展⽰。東北本
来のすがた、魅⼒を表すと共に、東北の現在・過去・未来を貫く⼀つの軸を浮かび
上がらせていきます。

東北－⾵⼟・⼈・くらし B 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
べナン、
ナイジェ

リア

東北の⾵⼟、⼈、くらしを紹介する写真展。キュレーターは写真評論家の飯沢耕太
郎⽒。1940年代から現代に活躍する⽇本の写真家、約10名の作品を展⽰。東北本
来のすがた、魅⼒を表すと共に、東北の現在・過去・未来を貫く⼀つの軸を浮かび
上がらせていきます。

現代⽇本のデザイン100選 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

イタリア、ク
ロアチア、ウ
クライナ、ポ
ルトガル、

フィンランド

主に2010年以降に新たに⽣み出された⽇本のデザインの中から、プロダクト・デ
ザインを中⼼に100点を選別。⽣活に⾝近な⽇⽤品のデザインは、⼈々の嗜好や⽣
活スタイルを直接的に反映する分野であり、本展の開催を通して、⽇本デザインの
最新の傾向や特⾊を⽰すのみならず、⽇本⽂化の現況を紹介することを試みます。
なお、展覧会冒頭は現代デザインへの導⼊として、柳宗理、渡辺⼒ら巨匠によるモ
ダン・デザインを取り上げています。

マンガ・北斎・漫画 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

エクアドル、
パナマ、ベネ
ズエラ、ポー
ランド、エル
サルバドル

世界的な⼈気を博している⽇本のマンガと、その「起源」と⾒なされることもある
葛飾北斎による『北斎漫画』。この展覧会では、パネルや復刻本、複製原画等の展
⽰を通し、『北斎漫画』の中のマンガ的表現や、現代マンガの中での浮世絵的表現
を視覚的に⽐較することで、「北斎漫画＝現代マンガのルーツ説」を検証します。

映像と物質－版画の７０年代・⽇本 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

シンガポー
ル、エストニ
ア、ベラルー
シ、スロベニ

ア

本展は、1970年代の版画表現に注⽬し、⽇本の現代美術界に版画の時代を築き上
げた14名の作家の作品を紹介する展覧会です。映像を使⽤した作品に焦点をあてた
「映像表現の時代」、物質への志向を造形化した作品に焦点を当てた「物質主体の
像」の２つの章から構成されています。

第44回ブエノスアイレス国際図書展 国際交流基⾦ 2018/4/25 2018/5/15 海外
アルゼン

チン
（社）出版⽂化国際交流会（PACE）と共同で参加、⽇本ブースを出展して⽇本⽂
化紹介図書等を展⽰。

第31回テヘラン国際図書展 国際交流基⾦ 2018/5/4 2018/5/14 海外 イラン （社）出版⽂化国際交流会（PACE）と共同で参加、⽇本ブースを出展して⽇本⽂
化紹介図書等を展⽰。



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回リマ国際図書展 国際交流基⾦ 2018/7/20 2018/8/5 海外 ペルー （社）出版⽂化国際交流会（PACE）と共同で参加、⽇本ブースを出展して⽇本⽂
化紹介図書等を展⽰

第25回サンパウロ国際図書ビエンナーレ 国際交流基⾦ 2018/8/3 2018/8/12 海外 ブラジル （社）出版⽂化国際交流会（PACE）と共同で参加、⽇本ブースを出展して⽇本⽂
化紹介図書等を展⽰。

第23回図書⾒本市（アルジェリア） 国際交流基⾦ 2018/10/24 2018/11/3 海外
アルジェ

リア
（社）出版⽂化国際交流会（PACE）と共同で参加、⽇本ブースを出展して⽇本⽂
化紹介図書等を展⽰。

第11回国際図書・⽂学展（エクアドル） 国際交流基⾦ 2018/11/10 2018/11/19 海外
エクアド

ル
（社）出版⽂化国際交流会（PACE）と共同で参加、⽇本ブースを出展して⽇本⽂
化紹介図書等を展⽰。

第24回マスカット・インターナショナル・ブッ
クフェア

国際交流基⾦ 2019/2/20 2019/3/10 海外 オマーン （社）出版⽂化国際交流会（PACE）と共同で参加、⽇本ブースを出展して⽇本⽂
化紹介図書等を展⽰。

第37回リャド・ブックフェア 国際交流基⾦ 2019/3/12 2019/3/24 海外
サウジア
ラビア

（社）出版⽂化国際交流会（PACE）と共同で参加、⽇本ブースを出展して⽇本⽂
化紹介図書等を展⽰。

キネマ旬報ベストテン特集 国際交流基⾦ 2018/6/19 2018/7/1 海外 韓国 キネマ旬報でベストテンに選ばれた名作の中から18作品を上映

『鈴⽊清順監督特集』 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 台湾 ⾼雄市フィルムアーカイブと共催で鈴⽊清順監督特集作品（8作品を合計32回）を
上映

⽇本⻘春映画展 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 中国
当地の⼤学とコラボレーションし、特に⼤学⽣・⼤学院⽣の若い世代をターゲット
に、普段中国では⾒ることのできない質の⾼い⽇本映画を集中的に⼤学構内等で上
映することで、映画という親しみやすい作品を通して対⽇理解を促進

⽇本秋祭 in ⾹港「⽇本映画祭」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 中国 ⾹港政府、当地の⼤学⼜は映画関連団体等との共催で⽇本映画を集中的に上映

⽇本映画週間 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 モンゴル
当地においては、商業ベースで⽇本映画が上映されることが皆無で⽇本映画を⽬に
する機会が限られているため、最新映画の上映を通じて広く⼀般市⺠向けに⽇本映
画の魅⼒を紹介し、⽇本⽂化の紹介及び対⽇理解を促進

⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア
名作映画や定番映画を織り交ぜ、様々な市⺠層へ紹介する。

シンガポール⽇本映画祭2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
シンガ
ポール

毎年恒例の⽇本映画祭で、アジアセンター提供作品を中⼼に有料での上映会を実施



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
東ティ
モール

⽇本映画を4本上映することにより、参加者の⽇本への関⼼を⾼めるとともに⽇本
の魅⼒に触れ親⽇派を醸成

⽇本語パートナーズが語る⽇本映画と⽂化！ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン
⽇本語パートナーズが活動する学校にて⽇本映画（コンテンツ）を活⽤した⽇本⽂
化の紹介

マレーシア北⻄部4州を巡回する⽇本映画キャラ
バン

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
マレーシ

ア

マレーシア北⻄部4州の⼤学等4ヵ所、各都市において1〜2⽇にわたり⼀般市⺠及
び学⽣等を対象に、特集パッケージを活⽤し4作品全てを1回ずつ上映する⽇本映画
の上映会を開催

コルカタ⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 インド 近作邦画から、ドラマチックな⼈⽣を描くエンターテインメントなドラマ作品群
「ドラマチック・ジャパン」を上映

第7回チェンナイ⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/9/7 2019/9/9 海外 インド ⽇本映画の紹介を通して当地における⽇本⽂化に対する関⼼、理解を醸成

ムンバイ⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 インド ⽇本映画の上映会を実施し、当地における⽇本への関⼼及び対⽇理解を促進

スリランカ⽇本映画祭2018 国際交流基⾦ 2018/7/20 2018/7/22 海外
スリラン

カ
当地映画⾏政機関の協⼒を得て、2〜3⽇間にわたって映画を上映し、⽇本の様々な
魅⼒を披露し、⽇本⽂化に呈するスリランカ⼈の関⼼を促進

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2019/2/1 2019/2/28 海外 ネパール カトマンズ、ポカラの2都市にてそれぞれ2⽇間実施

⽇本映画祭2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
バングラ
デシュ

主に⻘少年層等の⼀般市⺠が楽しんで鑑賞できる優れた⽇本映画の上映を通じ、⽇
本⼈の⽇常や⽣活、また⽂化や社会等に対する理解を深める

Japanese Film Festival 2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ニュー

ジーラン
ド

各種新作映画を、当地映画館等で数回、無料で上映

「⽇本映画祭2018」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ミクロネ

シア
当地唯⼀の映画館が保有する3シアターのうち2シアターを3⽇間借り上げ、1⽇に2
作品を上映。会場外ではアンケートの実施、「にぽにか」を配布

トロント国際映画祭常設映画館における名作⽇本
映画回顧特集

国際交流基⾦ 2018/7/5 2018/9/1 海外 カナダ
⽇本映画の「⻩⾦時代」を築いた名監督による作品を豊富に紹介し、クラシック映
画を通して⽇本映画や⽇本⽂化に対する理解進化を促進、トロント国際映画祭常設
映画施設（TIFFBellLightbox）において32本の作品上映を⾏う

カナダ巡回⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 カナダ

現代⽇本映画の優れた作品5〜6本程度を、カナダ全国の在外公館所在都市及び地⽅
都市（10都市程度）で上映、本事業は2002年を除き過去28年間毎年実施、カナダ
の⽇本映画ファンや⽇系⼈にとって⼈気の⾼い恒例⾏事となっており、⽇本映画や
伝統的または現代的⽇本⽂化に対する理解を促進



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

南部⼤学巡回⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/9/1 2019/11/30 海外 ⽶国 ⽶国南部の地⽅都市に位置する⼤学において、7本の⽇本映画の上映会を実施

森上美術館⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/10/25 2019/3/22 海外 ⽶国 フロリダ州デルレイビーチに位置する森上美術館のシアターリニューアルを機に、
⽇本映画の新旧作品を集め上映

ジャパネマ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国 毎⽉第2、第4⽔曜⽇に実施している無料⽇本映画上映会

⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国 ⽇本映画を⽇本広報⽂化センター（JICC、在⽶⼤使館施設）において上映

アラスカ⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国
アラスカ⼤学（アンカレジ港、フェアバンクス港、キーナイ半島カレッジ）と共催
で、アンカレジ市、フェアバンクス市、キーナイ半島郡ソルドナ町において⼀般市
⺠を対象として無料上映

⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国 当地の⾮営利団体の協⼒を得て、映画上映会を実施し、⽇本の優れた映画作品を紹
介

ホノルル・フェスティバルにおける⽇本映画上映
会

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国 毎年3⽉に開催される当地を代表する⼤型⾏事「ホノルル・フェスティバル」にお
いて2⽇間に亘って⽇本映画を上映

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
エルサル
バドル

5本の作品を、1本ずつ5⽇間に分けて上映

⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
グアテマ

ラ
2018年6⽉、グアテマラ国⽴劇場で開催される国際映画祭において、⽇本映画を上
映し⽇本⽂化を発信

GATFFEST国際映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ジャマイ

カ

2013年より毎年開催されているジャマイカ最⼤規模の国際映画祭において、5周年
を迎えた2017年、映画祭週間の1⽇を「⽇本映画ナイト」として設けてもらい⽇本
映画を上映、上映される映画のほとんどは短編（30分以内）であり、またそれに合
わせて映画制作者によるワークショップを開催。

トリニダード・トバゴにおける⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
トリニ

ダード・
トバゴ

5⽉の欧州映画祭、9⽉のトリニダード・トバゴ映画祭、10⽉のアニメ・カリブ映
画祭によって国内の映画祭に対する関⼼が⾼まる機会を捉えて、⾸都及び当国第⼆
の都市、サンフェルナンドの2都市で⽇本映画を上映

⼤スクリーンで⾒るクラシック作品/⼜は、⽊下
恵介監督特集

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 メキシコ
シネテカナシオナルのプログラム「クラシック作品（世界の名作特集）」の⼀部と
して、⽇本の名作、⼜は⽊下恵介監督作品10〜12作品をメキシコ市、モンテレイ
市で各2回上映

「⼩津安⼆郎監督・三池崇史監督特集」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
アルゼン

チン

「ブエノスアイレス⽇本映画祭」として当地映画ファンの間に定着している⽇本映
画上映会を、芸術映画の殿堂として当国にて広く知られているブエノスアイレス市
⽴劇場内の映画館「ルゴーネス・サロン」にて、⽇亜外交関係樹⽴120周年事業と
して、平成30年度中に約2週間にわたり実施



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
エクアド

ル
平成30年度⽇本映画上映映画特集パッケージを使⽤して、エクアドルの各地（キト
市及びグアヤキル市、クエンカ市を予定）において⽇本映画の上映会を実施

⽇・コロンビア外交関係樹⽴110周年⽂化事業
「⽇本クラシック映画祭」

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
コロンビ

ア

「⽇・コロンビア外交関係樹⽴110周年」、「コロンビア⽇系⼈協会付属⽇本語学
校『光園』創⽴50周年記念年」（カリ市）、⽇本⼈建築家デザインの「ベレン図書
館創⽴10周年記念年」（メデジン市）の佳節に⽇本のクラシック映画を3都市で紹
介し、対⽇理解促進及び友好⽂化交流を実施

⽇パラグアイ外交関係100周年記念⽇本映画上映
会

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
パラグア

イ
2019年2⽉⼜は3⽉に、アスンシオン市内のガレリア・ショッピングセンター内映
画館（120名収容）において、⽇本映画5作品を各2回上映

三島由紀夫の⽂学作品に関する映画の特集上映会 国際交流基⾦ 2018/8/9 2018/8/19 海外 ブラジル 三島由紀夫の⽂学作品に関する映画を、特集して2週間程度上映

⽇本移⺠110周年記念映画祭（名作特集） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ブラジル ⼩津安⼆郎、溝⼝健⼆、今村昌平といった著名な監督の作品10本程を、名作特集と
して2週間程度上映

⽇本映画上映会（ドラマチックジャパン） 国際交流基⾦ 2018/10/31 2018/11/3 海外 ブラジル クリチバ市内の映画館で、クリチバ市⺠に対して映画を通じた⽇本⽂化を紹介

⽇本映画上映（ドラマチックジャパン） 国際交流基⾦ 2018/10/4 2018/10/7 海外 ブラジル 当事務所及びカイシャ⽂化センターとの共催で⽇本映画を上映

⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ペルー ⽇本映画上映祭

⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ボリビア 当地映画館のシネマテカ・ボリビアーナにおいて、⽇本映画週間を開催し、⽇本映
画上映及び⽇本⽂化紹介を実施

Yasujiro Ozu film weekend 国際交流基⾦ 2019/3/1 2019/3/31 海外
アイスラ

ンド
当地の映画館にて2〜3⽇間にわたり上映

平成30年度新規パッケージ「バラエティ
（２）」上映会

国際交流基⾦ 2018/10/1 2019/12/15 海外 イタリア 数点による映画上映会を実施

特集「⼥優 若尾⽂⼦」上映会 国際交流基⾦ 2018/10/11 2019/11/29 海外 イタリア 上映会を実施



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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国際交流基⾦巡回上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 英国

「愛」に関係した⽇本映画の秀作を14〜15本程度集め、英国各地で巡回上映を実
施、単なる男⼥の恋愛作品にとどまらず、親⼦愛、兄弟愛、友愛、動物愛、そして
⼈間の嗜好に⾄るまで、幅広い⾓度から⽇本映画に描かれる「愛」の形を検証、ラ
グビーワールドカップやオリンピック・パラリンピックを前に、スポーツ愛を描い
た作品も集める予定で、クラシック映画からアニメ、ドキュメンタリー、新作映画
までさまざまな作品を通し、幅広い層に⽇本の映像⽂化、⽇本⼈、そして⽇本社会
を紹介、さらに監督やスクリプトライターなどゲストを1〜2回招待、関連の教育事
業や⽇本語講座なども同時に実施

バラエティ（1） 国際交流基⾦ 2018/8/12 2019/8/18 海外 英国
『ちえりとチェリー』『もういちど』『映画版おしん』『猫侍』の無料上映会を恒
例のSummerExplorers!の枠組みで実施、さらに例年のように、上映会に合わせて
⼀般参加者向けの⽇本語紹介事業も企画予定

⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2019/2/1 2019/2/28 海外 ギリシャ 増村保造監督特集

⼩津安⼆郎監督作品回顧上映 国際交流基⾦ 2018/10/24 2018/11/6 海外 スイス
⽇本を代表する映画監督である⼩津安⼆郎監督作品22作品を3週間に亘り上映、ま
た会期中は専⾨家による講演会を実施するとともに、作品に関するカタログを作成
し、⼩津作品及び⽇本映画に対する当地の⼈々の理解・関⼼を促進

⽇本・スウェーデン外交関係樹⽴150周年⽇本映
画祭（「⽇本のガルボ・原節⼦」）

国際交流基⾦ 2018/10/6 2019/10/30 海外
スウェー

デン

2018年の⽇本・スウェーデン外交関係150周年に併せ、スウェーデン映画公社と共
催で、周年事業の⼀部として⽇本映画会を開催。上映作品はスウェーデンで「⽇本
のグレタ・ガルボ」として親しまれている⽇本映画界の代表的⼥優・原節⼦主演の
作品を中⼼に、かつ⿊澤明監督等の代表的映画監督作品の上映を実施

ストックホルム・ヨーテボリ⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
スウェー

デン

⽇本の映画を通じ多様な⽇本の姿を発信することで、当地での対⽇理解の増進とひ
いては幅広い親⽇層の更なる拡⼤を図ることを⽬的とし、クリスマス休暇明けの1
⽉から年度末までに実施

映画特集パッケージ「コメディ」上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 スペイン フィルモテカ・エスパニョーラ、フィルモテカ・カタルーニャなどにおいて巡回上
映会を実施

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
デンマー

ク
デンマークの⾃治領であるグリーンランドの⾸都ヌーク及びフェロー諸島の⾸都
トースハウンにおける⽇本映画上映会の実施

「殺陣」映画特集 国際交流基⾦ 2018/5/29 2019/7/30 海外 ドイツ

フランクフルトで開催する⽇本映画祭「フランクフルト・コネクション」の「レト
ロスペクティブ」部⾨において「殺陣」「ちゃんばら」をテーマとした特集を開催
し、フランクフルト・ニッポンコネクション映画祭との連携事業として実施。同映
画祭はクラシック映画から時代、アニメーション、コンペティション部⾨等、多
ジャンルから構成され、ドイツ語圏で最⼤の⽇本映画祭として知名度も⾼い。フラ
ンクフルトの後、ケルンに巡回。

映画シリーズ「ドラマチック・ジャパン」 国際交流基⾦ 2018/11/1 2019/12/31 海外 ドイツ

友情・愛情・失われた⼈への誓いなど、⼈々の熱い思いと情熱をドラマチックに描
8作品選出し（「きらきらひかる」「⽇本⼀短い「⺟」への⼿紙」「東京夜曲」
「アカシアの道」「⽗と暮らせば」「サッド・ヴァケイション」「ヴィヨンの妻〜
桜桃とタンポポ〜」、「誰も守ってくれない」）特集上映を実施

⽇本映画週間 国際交流基⾦ 2019/2/1 2019/3/30 海外 ドイツ
当地においてはマンガ・アニメへの関⼼が⾼く、若者層の取り込みの観点から当地
のアニメDVD等の販売会社であるAVVisionenと協⼒し、アニメ映画やマンガを題
材として作成された映画を上映

⽇本映画特集 国際交流基⾦ 2019/1/6 2019/1/31 海外
ポルトガ

ル
リスボン市内で⽂化イベントの数が⽐較的少なくなる夏季休暇の時期に合わせ、⽂
化⼈・教育関係者・映画愛好家等を対象にした⽇本映画特集を実施



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

溝⼝健⼆ 回顧映画祭 国際交流基⾦ 2018/9/15 2018/11/30 海外 ベルギー ⽇本映画監督・溝⼝健⼆監督の作品（16本）を特集し、上映

第13回⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
アルメニ

ア
エレバン市、スピタク市、エチミアジン市において、映画祭を開催

アニマツリ2018 ⽇本⽉間⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
エストニ

ア
アニマツリ⽇本⽉間の主要プログラムの⼀つとして、アニマツリ開催地のタルトゥ
市に加え、エストニア⾸都タリンにおいて、⽇本映画祭を開催

ジャパン・フィルム・サイクル 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
クロアチ

ア

クロアチア各都市の映画館との共催で⽇本映画週間を開催し、⽇本映画そのものへ
の関⼼を⾼めるとともに、映画の背景にある⽇本の⽂化や社会を紹介し、対⽇理解
を促進

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ジョージ

ア
映画館において⽇本映画を上映

⽇本映画祭2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
スロバキ

ア
⽇本映画、⽇本⽂化を幅広い層の当地⼀般市⺠に紹介

⽇本映画週間2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
スロベニ

ア

新しい邦画作品を上映することで、邦画に対する需要喚起、⽇本の社会や⽂化に対
する関⼼の醸成や理解促進を⽬的とし当地の映画館にて「⽇本映画週間」として上
映

⽇本映画祭2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 セルビア 当国⾸都ベオグラード市の「ユーゴスラビア・キノテーカ・ベオグラード（映画
館）」にて上映

⽇本映画祭「EIGA－SAI 2019」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 チェコ 中・東欧地域で上映される機会の少ない現代⽇本映画を「⽇本映画祭」として⼀挙
に上映することで、当地の⽇本⽂化理解を促進

第2回トルクメニスタン⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
トルクメ
ニスタン

様々なジャンルの⽇本映画を映画館で上映

⽇本映画上映週間 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ハンガ
リー

⽇本映画上映週間（⽇本映画祭）の実施

「第29回⽇本⽂化⽉間」における⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ブルガリ

ア
2018年9⽉〜11⽉に開催の「第29回⽇本⽂化⽉間」の⼀環として、「⽇本映画週
間」を実施

現代⽇本映画週間 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ベラルー

シ
⾸都ミンスク市で上映



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回⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ポーラン

ド

⽇本の近代映画の映画祭として、ワルシャワ市内及びポズナン市内の映画館で、週
末または平⽇夜に4本の映画を各1〜2回、上映前に⽇本の現代⽂化に詳しい専⾨家
より簡単な解説をしてから上映

⽇本映画週間 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

ボスニ
ア・ヘル
ツェゴビ

ナ

⾸都サラエボにおいて、サラエボ・ウィンター・フェスティバルの⼀環として、毎
年⽇本映画週間を実施、また第⼆の都市バニャ・ルカ（当国エンティティの1つで
あるスルプスカ共和国の中⼼都市）においても、平成26年度から毎年同市のバ
ニャ・ルカ⼤学との共催で⽇本映画祭を開催

マケドニア⽇本映画祭2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

マケドニ
ア旧ユー
ゴスラビ

ア

国際交流基⾦所蔵作品のパッケージを使⽤し、⽇本映画（複数）をマケドニアの⾸
都スコピエにて上映

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 モルドバ モルドバの⾸都であるキシニョフ市において⽇本映画祭を開催し、映像を通じて⽇
本の歴史・⽂化や社会⾵俗等を感じてもらう

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ラトビア SplendidPalaceにおいて、⽇本特集映画作品を上映

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
リトアニ

ア
当地映画館と共催で、⽇本映画祭を実施

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ルーマニ

ア
⽇本映画祭として当地の映画館「国⽴農⺠博物館映画館」（ブカレスト）、「ブラ
ショフ市⽴図書館」（ブラショフ市）で、1⽇1〜2作品を⼊場料無料で上映

第52回⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 商業ベースに乗りにくいため海外であまり上映されることのない、良質な現代⽇本
映画を紹介

第19（21）回⽇本映画レトロスペクティブ「⼩
津安⼆郎監督特集」

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア

1999年に実施した⼩津安⼆郎特集は、当時⼤好評であり、現在のロシア映画界を
担う⼈材に⼤きな影響を与えた。この特集を⾒ていない若い世代が育ち、⼩津特集
の実施を強く望む声は若い世代を中⼼に⾼まってきており、2018年「ロシアにお
ける⽇本年」で、⽇本が注⽬される機会をとらえて、⼩津安⼆郎監督特集を実施

第52回⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 商業ベースに乗りにくく、あまり上映されることのない良質な現代⽇本映画を、当
地映画館にて上映

⽇本映画レトロスペクティブ「⼩津安⼆郎監督特
集」

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 商業ベースに乗りにくく、あまり上映されることのない良質な現代⽇本映画を、当
地映画館にて上映

サハリン⽇本映画祭2019 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア ユジノサハリンスク市において、親⽇層の拡⼤を⽬指し、当地にて⼈気の⾼い⽇本
映画の上映を実施

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 イラン テヘランにて⽇本映画祭を開催



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇本映画上映祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
サウジア
ラビア

リヤド及びダハラン市において⽇本映画に焦点を当てた映画祭を実施することで、
当地では鑑賞する機会のない⽇本映画への認知を促進し、映画分野での⽇・サウジ
間の技術協⼒を助成

第16回アンカラ⽇本映画祭及び地⽅都市巡回映
画祭

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 トルコ
①アンカラ国際映画祭の主催を務める「ブユル・フェネル映画館」と②本年度⽇本
語学科が開校された「ネヴシェヒル⼤学」の共催により、主に若年層を対象とした
⽇本映画祭を実施

「第29回アンカラ国際映画祭」における溝⼝健
⼆監督特集

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 トルコ

アンカラにおける最⼤規模の国際映画祭である「アンカラ国際映画祭
（AnkaraInternationalFilmFestival）」において、2018年4⽉19⽇〜29⽇の会期
中に、1週間にわたり、「巨匠・溝⼝健⼆監督特集」として同監督の代表作5〜7作
品程度の上映を実施

第15回イスタンブール⽇本映画祭／イズミル⽇
本映画祭

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 トルコ ⽇本映画を、イスタンブールと、国内第3の都市イズミルで上映

⽇本映画祭2019 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
バーレー

ン
⽇本映画4本を上映

⽇本映画週間 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ヨルダン ⽇本の実写映画を放映

⽇本映画週間2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 エジプト エジプト⽂化省と共催で、新作・近作ブルーレイパッケージをカイロにて上映

カンパラ⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ウガンダ ウガンダ⼀般市⺠の⽇本⽂化への関⼼・理解を深め、ウガンダにおける親⽇・知⽇
層の拡⼤を図るため、3⽇間の⽇本映画祭を開催

⽇本映画祭2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ケニア 「⽇本映画祭2018」と題した映画祭を開催

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ザンビア ⾸都ルサカ市のスターキネコ映画館にて4⽇間にわたり4本の⽇本映画を上映

ジンバブエ国際映画祭における⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ジンバブ

エ

毎年ハラレ市内で開催されるジンバブエ国際映画祭
（ZimbabweInternationalFilmFestival:ZIFF）において、⽇本映画の上映を⾏
う。

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ナイジェ

リア
⽇本映画を上映することにより、⽇本の社会⽣活や⽂化等に対する理解を促進

⽇本映画祭（Japanese Film Festival） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ナミビア ナミビアの⾸都ウィントフックにおいて、当地において商業ベースで公開されてい
ない作品5作品程度を、⼊場料無料にて上映
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⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ボツワナ ⾸都ハボロネにおいて⽇本映画を上映

第25回⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
南アフリ

カ
⽇本映画を通じて、⽇本社会・⽂化・⽇本⼈の素顔等を紹介し、南アフリカにおけ
る対⽇理解促進を図ることを⽬的とし、国内主要都市を中⼼に⽇本映画を巡回上映

映画特集パッケージ「増村保造監督特集」上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 スペイン フィルモテカ・エスパニョーラ、フィルモテカ・カタルーニャなどにおいて巡回上
映会を実施

中国⼤学ふれあいの場での⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 中国 ⽇本映画をまれに上映する中国の地⽅で⼤学⽣を対象に学内で⽇本映画上映会を⾏
うことにより、中国の若者の対⽇理解を深める。

2018年オーストラリア⽇本映画祭 クラシック
特集

国際交流基⾦ 2018/9/28 2019/3/31 海外
オースト
ラリア

第21回⽇本映画祭（別途実施する本部主催事業）における最新作の上映に加えて、
クラシック作品5〜8本程度を、シドニー、メルボルン、キャンベラの3都市（予
定）にて無料上映

「バラエティ（2）」上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 イタリア 作品数点による上映会を実施

「溝⼝健⼆特集」上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 イタリア 35mm映画「溝⼝健⼆特集」等による上映会を実施

「芸者」特集 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ドイツ 展覧会「まつ乃家栄太朗―ただひとりの⼥形芸者」にあわせて、「芸者」をテーマ
とした映画の特集上映を実施

クラシック映画特集上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
マレーシ

ア
⽇本映画のクラシック作品（デジタルリマスター版）の特集上映

地⽅野外（バランガイ・バスケットコート/⾼
校・⼤学）⽇本映画上映会

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン
映画館へのアクセスがなかったり、⽇本映画鑑賞経験がない⼈たちをターゲットに
⽇本映画上映体験を提供

増村保造 回顧映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベルギー 第12回ブリュッセル・オフスクリーン映画祭の⼀環として、⽇本映画監督・増村保
造監督の作品（11本）を特集し、上映

宮川⼀夫特集上映 国際交流基⾦ 2018/4/12 2018/4/29 海外 ⽶国 ⽇本映画界を代表するカメラマン宮川⼀夫の撮影作品を、ニューヨーク近代美術館
と共催で特集上映

⽇本⽂化週間2019／⽇本映画フェスティバル 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
コスタリ

カ

主にコスタリカの⻘少年を対象に、⽇本の若者の⽣活、⽂化、友情、恋愛等をテー
マにしたクオリティーの⾼い映画を上映し、⽇本・コスタリカ両国の友好親善に貢
献
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⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
エクアド

ル
⿊澤明監督の作品を上映

⽇本映画特集 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 メキシコ
イラプアト市で⾏われる⽇本週間（お盆イベント）で、⽇本⽂化紹介の⼀環として
中南⽶スペイン語字幕のある5作品を、サラマンカ市、ケレタロ市を含む3都市の⽂
化施設で上映

⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フィジー ⽇本の多様な⽂化を紹介できる作品を上映し、当地の⼈々の⽇本⽂化への関⼼を喚
起し、親⽇感を醸成

⽇本語フィエスタ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン
⽇本語フィエスタ開催⽇に⽇本語映画を上映

⽇越外交関係45周年記念・⽇本映画祭2018 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム 例年上映している⽇本映画の特集上映としての⽇本映画祭と別に、⽇越外交関係45
周年を記念し、⽉次上映を⾏い、⽇本映画の鑑賞機会を提供

映画シリーズ「夢・⻘春・恋愛」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ドイツ
⻘春時代のきらめきと、恋愛の切なさを描いた作品「⾵花」「春の雪」「紙屋悦⼦
の⻘春」「真夏の夜の夢」「⼤阪ハムレット」「雲のむこう、約束の場所」「秒速
5センチメートル」、「⾔の葉の庭」をあわせて上映

映画特集パッケージ「溝⼝健⼆特集」上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 スペイン フィルモテカ・エスパニョーラ、フィルモテカ・カタルーニャなどにおいて巡回上
映会を実施

中国「ふれあいの場」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 中国
⽇本情報発信の拠点となる「ふれあいの場（中国語表記：中⽇交流之窗）」を中国
各地に設置し、中国の⼀般市⺠、とりわけ⻘少年層の⽇本⽂化や社会に対する関⼼
を喚起

混成アジア映画研究会 国際交流基⾦ 2018/5/18 2018/5/18 海外 ⽇本
東南アジア地域のテロや内戦、災害などの問題・危機的状況をテーマに、東南アジ
ア地域研究者によるシンポジウムと、インドネシア・東ティモールを主な舞台とす
る映画の参考上映実施

ふれあいの場（ヤンゴン、チェンマイ） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ミャン

マー、タ
イ

アジアにおける⼀般の⼈々の間の幅広い交流の促進と相互理解の基盤拡充を⽬的
に、現地機関と連携し、市⺠交流の場を設ける。

HANDs! -Hope and Dreams Project!- 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 （未定） 防災教育に積極的に取り組む若⼿⼈材が、互いの国において視察研修を⾏い、終了
後各国においてアクションプランを策定し、実施。

アジア代表マッチフラッグプロジェクト 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 （未定）
スポーツの国際試合において、対戦する⼆つの国のナショナルカラーを⽤いた旗
（マッチフラッグ）をワークショップ形式で制作し、市⺠間の交流と相互理解の促
進を図る。

Awakenings: Art in Society in Asia 1960s-
1990s

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽇本,韓国
1960年代から80年代のアジア美術に焦点を当てた展覧会を2018〜19年に⽇本、
韓国、シンガポールで開催。今年度は⽇本展（邦題「アジアにめざめたら：アート
が変わる、世界が変わる1960-1990年代」）。及び韓国展を実施



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

Condition Report: キュレーターズ・フォーラム
2018 「新たなエコロジーの想像に向けて」

国際交流基⾦ 2018/10/17 2018/10/19 海外 ⽇本 3年にわたって実施した「ConditionReport」プロジェクトの総括のため、東京で
キュレーターフォーラムを実施

Condition Report in Yamaguchi 「呼吸する地
図たち」

国際交流基⾦ 2018/12/15 2019/3/3 海外 ⽇本 3年にわたって実施した「ConditionReport」プロジェクトの⽇本展を、⼭⼝情報
芸術センター[YCAM]で展覧会を開催

メディアアート交流事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
⽇本, イン
ドネシア

メディアアート分野での東南アジアと⽇本の交流事業として、東南アジア地域から
関係者の招聘や学⽣の訪⽇研修を実施するほか、メディアアートを複合的に紹介す
る催事を開催。30年度は、8⽉にジョグジャカルタ、1⽉にジャカルタで展覧会、
⾳楽イベント等を現地団体と共催で実施するほか、⽇本国内で訪⽇研修やシンポジ
ウムを開催予定

東京国際映画祭をプラットフォームとした映画交
流事業

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽇本
東京国際映画祭と連携し、アジア映画特集上映、アジアの映画関係者の招へいと
ネットワーキング、国際交流基⾦アジアセンター特別賞の授与、オムニバス映画の
第⼆作⽬のワールドプレミア上映など各種事業を実施する。

Visual Documentary Project 国際交流基⾦ 2018/12/13 2018/12/15 海外 ⽇本 東南アジア各国および⽇本からドキュメンタリー作品を募集し、優秀作品の上映と
これら作品の制作者によるトークを実施する。

タレンツ・トーキョー 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽇本

映画分野における東京からの⽂化の創造・発信を強化するため、「次世代の巨匠」
になる可能性を秘めた「才能（＝Talents、タレンツ）」を育成することを⽬的に、
アジアの若⼿映画作家やプロデューサー15名を東京に集め、6⽇間に渡るワーク
ショップを通じて、タレンツ同⼠、タレンツとプロの間でのネットワーク強化を⽬
指す。

アジアフォーカス・福岡国際映画祭 国際交流基⾦ 2018/9/14 2018/9/23 海外 ⽇本
アジアフォーカス・福岡国際映画祭と連携してタイ映画特集上映を実施。その他、
東南アジア映画を上映する。
シンポジウム、ワークショップ、フィルムマーケットなど各種事業を実施

国際舞台芸術ミーティングin横浜（TPAM） 国際交流基⾦ 2019/2/9 2019/2/17 海外 ⽇本
横浜市で開催されるアジアで最も歴史ある同時代舞台芸術の国際プラットフォーム
として、国際共同製作をはじめとする同時代舞台芸術作品の上演、ミーティング、
セミナー等を開催

NOTES: composing resonance 国際交流基⾦ 2017/4/1 2019/3/31 海外 ⽇本
⽇本とインドネシアの若⼿アーティストが国際共同制作の企画⽴案と実施に主体的
に取り組み、⼈脈形成と海外活動のノウハウを取得しながら、新しい活動を展開す
る⼒を培っていくことを⽬指すプロジェクト

劇団SCOTとの共同制作 国際交流基⾦ 2018/8/24 2018/9/30 海外
⽇本、イ
ンドネシ

ア

2018年に富⼭県利賀村で初演を⽬指すインドネシアとの国際共同制作準備、アジ
ア演出家フェスティバルへのインドネシアからの劇団派遣、及び鈴⽊演劇塾受講者
を招聘

平⽥オリザ「マニラノート」マニラ公演 国際交流基⾦ 2018/11/30 2018/12/16 海外
フィリピ

ン
平⽥オリザの代表作「東京ノート」のマニラ版の制作準備及びそれに関連したワー
クショップ等の実施

岡⽥利規タイ国際共同制作 国際交流基⾦ 2017/8/1 2018/5/31 海外 タイ
タイの⼩説家ウティット・ヘーマムーンの最新作をベースとした岡⽥利規による国
際共同制作の準備（発表は2018年予定）。脚本作り段階から演出家と原作者が協
⼒しつつ実施、タイ⼈俳優を起⽤

キラリ☆ふじみ共同制作 国際交流基⾦ 2018/10/5 2018/10/7 海外 ⽇本
⽩神ももこ、多⽥淳之介、⽥上豊を起⽤し複数年に渡り連続して国際共同制作を実
施することで⽇本と東南アジアの舞台芸術が共同して恒常的に作品想像することを
可能とするプラットフォームを構築



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

フェスティバル/トーキョー 国際交流基⾦ 2018/10/13 2018/11/18 海外 ⽇本

⽇本を代表する国際演劇祭であるFestival/Tokyoをプラットフォームとして「アジ
アシリーズ」を実施する。同シリーズのオープニングプログラムにおいては、タイ
の優れた振付師を中⼼とした、アジア各国の振付師兼ダンサーが作り出したダンス
作品を上演し、作品と観客の新たな出会いを創出

APAF-アジア舞台芸術⼈材育成部⾨ 国際交流基⾦ 2018/10/15 2018/11/12 海外 ⽇本
多⽥淳之介⽒を新ディレクターに迎え、⽇本を含むアジア域内の若⼿の俳優、演出
家らによる⼩規模な共同制作を実施。また、アウトプット・インプットを通して舞
台芸術の幅広いジャンルで活動する参加者の作り⼿としての基盤を強化

柔道「⽇アセアンJITA-KYOEI PROJECT」（指
導者派遣、国際セミナー）

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

ラオス、ミャン
マー、タイ、イ
ンドネシア、

フィリピン、マ
レーシア、シン
ガポール、ブル
ネイ、カンボジ
ア、ベトナム、

ブータン

講道館と連携し、東南アジア諸国との間で、主として指導者の育成を図るための事
業。①指導者短期派遣：対象国はフィリピン、カンボジア、マレーシアの3ヵ国。
②指導者⻑期派遣：柔道連盟が2018年2⽉に設⽴したばかりのブルネイには指導者
⻑期派遣を実施。③調査出張：ブータン、カンボジアへ渡航。

Jリーグとの連携サッカー交流事業(短期指導者派
遣、⻑期実務者派遣、短期招へい)

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

ラオス、ミャン
マー、タイ、イ
ンドネシア、

フィリピン、マ
レーシア、シン
ガポール、ブル
ネイ、カンボジ
ア、ベトナム

公益社団法⼈⽇本プロサッカーリーグ（Jリーグ）との共催により、短期指導者派
遣、⻑期実務者派遣、短期招へい等の各種サッカー交流事業をASEAN10か国にて
⾏う。

JFA連携サッカー（⻑期派遣、短期招へい、教材
制作等）

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

ラオス、ミャン
マー、タイ、イ
ンドネシア、

フィリピン、マ
レーシア、シン
ガポール、ブル
ネイ、カンボジ
ア、ベトナム

⽇本⼈1名を⻑期派遣し、現地にて各種年代代表チームの強化、ユース育成、指導
者育成、サッカーの普及等に係る諸施策を⽴案、実施。
ASEANからコーチや審判を招へいし技能向上を⽬指す。
教材制作も合わせて実施。

⽇本・ASEAN・欧州間知的交流強化事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

インドネ
シア、タ
イ、シン
ガポー
ル、マ
レーシ
ア ⽶

ASEAN域内の知的リーダーが⼀同に会する場に⽇本と欧州専⾨家が参画し、将来的
課題についてのポリシー・フォーラムを2018年度は9⽉12，13⽇に東京にて開
催。次世代専⾨家を3国・地域で育成するフェローシップを供与。

Innovative City Forum 国際交流基⾦ 2018/10/17 2018/10/20 海外

インドネ
シア、タ
イ、⽶国
（予定）

アジアの都市開発においてアートやデザインが担うべき・担うことができる役割に
ついてアジアの識者・専⾨家が共に議論し、世界に向けて提⾔。

⽂化遺産保存・修復事業 国際交流基⾦ 2018/10/8 2018/10/8 海外 未定 アジア各国の⽂化遺産の保存・修復に携わる専⾨家や関係機関の交流とネットワー
キング構築を図る。

SAN Project（三陸国際芸術祭） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

インドネ
シア、タ
イ（予
定）

東北をアジアの郷⼟芸能・⺠俗芸能交流のハブとして、被災したコミュニティを中
⼼とする交流事業を実施。相互の学びあいを経て協働事業と成果発信につなげる。

EYES for Fostering Peace 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

インドネ
シア、

フィリピ
ン、タ

イ、イン
ド

アジアにおける多⽂化共⽣社会のあり⽅を考えるため、各国で社会活動を実践して
いるリーダーを集めての研修プログラムを実施。

イスラム知識⼈招へい/TAMU 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外

インドネシ
ア、フィリピ
ン、タイ、マ
レーシア、シ
ンガポール、
カンボジア

東南アジアのイスラムをベースとする若⼿・中堅の社会リーダーをグループで招聘
し、⽇本の市⺠に向けて穏健なイスラムの価値観を発信するとともに市⺠社会組織
とのネットワーキングを図る。

福岡アジア⽂化賞 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 未定 福岡市との連携の枠組みのなかで、福岡アジア⽂化賞受賞者による講演会等の事業
を実施。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇印フォーラム/アジアの価値観 国際交流基⾦ 2018/7/5 2018/7/6 海外

インドネ
シア、

フィリピ
ン、イン
ド、スリ
ランカ、
韓国 中

⺠主主義等の共通価値について域内の代表的知識⼈による議論を⾏い、アジア域内
共通の価値についてのコンセンサスを醸成し、メディアを通じて広く市⺠に成果普
及を図る。

Earth Manual Project 国際交流基⾦ 2018/9/24 2018/12/31 海外

タイ、イ
ンドネシ
ア、⽶国
（予定）

東南アジアと⽇本にて⾏われてきた防災のための協働創造プロジェクトの成果を国
連等との連携により⽶国さらに国際社会に向けて発信するべく、北⽶で展覧会・講
演会を実施する。

アジア学⽣パッケージデザイン交流事業
（ASPaC）

国際交流基⾦ 2018/5/1 2019/3/31 海外 ⽇本

アジア各国・地域の⼤学やデザイン関係団体との連携を図り、平成30年5⽉〜9⽉
にかけて各国・地域でパッケージデザイン分野でのコンテスト（⼤学⽣向け公募）
を実施。その後、平成30年12⽉8⽇〜14⽇にかけて、同コンテストにより決定した
受賞学⽣および審査員を務めた専⾨家を招へい。併せて、受賞作品を陳列した展⽰
会も実施。

アジア若⼿デザイナー東北被災地交流事業
（DOOR to ASIA）

国際交流基⾦ 2018/7/24 2018/8/4 海外 ⽇本
平成30年7⽉24⽇〜8⽉4⽇に、アジアの若⼿デザイナー8名を東⽇本⼤震災の被災
地域に招へい。東北で活躍する事業者の協⼒や⽇本のデザイン関係者との協働を通
して、同被災地域でデザイナーズ・イン・レジデンスを実施。

東南アジア近現代建築保存プロジェクト 国際交流基⾦ 2018/7/1 2018/3/31 海外
タイ、⽇

本
失われつつある東南アジア近現代建築の調査・インベントリーの作成、国際会議を
実施。

エンドコズモ・マライーニ展 国際交流基⾦ 2018/6/15 2018/10/20 海外 イタリア

⽂化⼈類学者フォスコ・マライーニ及び⼀家の視点から捉えた⽇本に関する展覧会
を実施。⽂化⼈類学的、個⼈的な側⾯、また、写真家としての側⾯等さまざまな切
り⼝から、写真や⽇記、映像作品等の展⽰を⾏う。キュレーションはフォスコの孫
にあたるヌール・マライーニ⽒による。展⽰作品の⼀部は、フォスコ・マライーニ
⽒の蔵書を含む関連資料を多数所蔵するガビネット・ヴュスュ図書館（フィレン
ツェ）の協⼒を得る

⼩紋展 国際交流基⾦ 2018/11/7 2019/2/15 海外 イタリア
イタリア国⽴近代美術館及びゴリツィア服飾美術館との共催により、⽇本の着物及
び和装⼩物等の展覧会を実施。同展覧会は、ゴリツィア服飾美術館においても実施
される予定

スポーツ写真展 国際交流基⾦ 2019/3/1 2019/5/31 海外 イタリア （財）⽇本カメラ財団との共催により、⽇本における代表的なスポーツ写真家であ
る⽔野章⼈及びその⾨下⽣らによるスポーツ写真の展覧会を実施する

在外映画：Haiku On A Plum Tree 国際交流基⾦ 2018/9/1 2018/10/20 海外 イタリア

ムージャ・マライーニ監督製作によるドキュメンタリー映画
「HaikuOnAPlumTree」の上映をローマ⽇本⽂化会館で⾏う。同作品上映会は平成
28年度に実施済みであるが、⼤変な盛況を博し、アンコール上映のリクエストが殺
到した。今般、⽂化⼈類学者フォスコ・マライーニ及び⼀家にかかる展覧会「エン
ドコズモ・マライーニ」の実施にあたり、会期中の上映に関して上記監督より協⼒
が得られることとなり、上映を実施するもの

⽇本映画上映：⼥優・若尾⽂⼦特集 国際交流基⾦ 2018/10/11 2018/11/22 海外 イタリア 映画上映会をローマ⽇本⽂化会館にて実施。本件上映会は、同時期に当館にて開催
する「⼩紋展」の関連事業として実施予定

本城秀次郎三味線公演 国際交流基⾦ 2018/5/3 2018/5/3 海外 イタリア 平成30年度⽂化交流使である本城秀次郎による三味線公演をローマ⽇本⽂化会館に
て実施

⽟川奈々福浪曲⼝演 国際交流基⾦ 2018/5/29 2018/5/29 海外 イタリア ⽂化交流使⽟川奈々福による浪曲⼝演をローマ⽇本⽂化会館にて実施

宝⽣流能講演会・デモンストレーション 国際交流基⾦ 2018/6/28 2018/6/28 海外 イタリア
在イタリア⽇本国⼤使館との共催で、宝⽣流第20代宗家宝⽣和英⽒を中⼼とする6
名(＋制作1名)により、能楽についての講演会(対談)及びデモンストレーションを実
施



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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邦楽公演 国際交流基⾦ 2018/9/1 2018/10/31 海外 イタリア 津軽三味線を中⼼とした、和楽器グループの公演を実施

「七⽉の庭」現代⾳楽公園 国際交流基⾦ 2018/7/13 2018/7/13 海外 イタリア ローマ・フィルハーモニック・アカデミーとの共催で、⽇本⼈⾳楽家による公演ま
たは⽇本⼈作曲家の作品演奏を実施

ジャズ公演 国際交流基⾦ 2018/10/1 2019/3/31 海外 イタリア ⽇伊のジャズ⾳楽家によるコラボレーションコンサートを実施

古川⽇出男講演会 国際交流基⾦ 2018/4/7 2018/4/7 海外 イタリア

当地のセッレリオ出版社が作家の古川⽇出男⽒をイタリアに招へいし、ヴェネツィ
アで開催される⽂明の対話フェスティバル(FestivalIncrociodiCiviltà)にて同⽒の講
演会を⾏う機会を捉え、古川作品の翻訳者でもある⽇本研究者ジャン・ルーカ・
コーチ⽒との対談を実施する。

⼋⼥和紙紙漉き講演会 国際交流基⾦ 2018/5/15 2018/5/15 海外 イタリア ⼋⼥和紙専⾨家によるレクチャー及び紙漉きデモンストレーションを実施

CLAIR関連講演会 国際交流基⾦ 2019/3/1 2019/3/31 海外 イタリア
「ジャポニスム2018公式企画第６回『「伝統と先端と」〜⽇本の地域の底⼒
〜』」の⼀環として伝統⼯芸品等の⽣産者をローマに招へいし、⼯芸品の展⽰及び
講演会を⾏う。CLAIRパリ事務所との共催事業

俳句賞授賞式 国際交流基⾦ 2018/9/27 2018/9/27 海外 イタリア 当地の俳句友の会及び出版社Empiriaとの共催により俳句賞授賞式をローマ⽇本⽂
化会館を会場として開催。⼩学⽣から成⼈までの俳句愛好者を懸賞する

⽇本庭園講演会 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外 イタリア ⽇本庭園専⾨家(造園家)が当地北部都市に来訪する機会を捉え、⽇本庭園に関する
講演会をローマ⽇本⽂化会館にて実施

オープンハウス・ローマ 国際交流基⾦ 2018/5/12 2018/5/12 海外 イタリア ローマ市の希少な建造物を⼀般公開するイベント「オープンハウス・ローマ」に参
加し、当館の建物及び庭園を公開

イゾラデルチネマ映画祭 国際交流基⾦ 2018/7/2 2018/7/2 海外 イタリア

夏季にローマ市中⼼部ティベリーナ島で⾏われる映画祭イゾラ・デル・チネマは開
催第10回⽬を迎える。会期中に設けられる「⽇本の夏」にあわせて⽇本映画上映お
よび⽇本⽂化紹介事業を実施する。在イタリア⽇本⼤使館及びイゾラ・デル・チネ
マ映画祭事務局との共催

ルッカ・コミックス 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 イタリア
フランスのジャパン・エキスポと並ぶ欧州最⼤規模のアニメ・マンガの祭典ルッ
カ・コミックスにおいて、在イタリア⽇本⼤使館と協⼒のもと、⽇本⽂化紹介を⾏
う。欧州在住の5名規模の公演団を招へいし、公演を実施

地⽅における⽇本⽂化紹介 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 イタリア 地⽅都市にて⽇本⽂化紹介事業を実施

在外映画事業「トレント映画祭が街にやってき
た」

国際交流基⾦ 2018/5/10 2018/6/16 海外 イタリア

⼭・⾃然・⼈をテーマとするトレント映画祭（2018年は⽇本が招待国）との共催
により、2018年同映画祭の上映作品の⼀部を上映。「うみやまあひだ伊勢神宮⾬
のモリから響くメッセージ」（2014年、宮澤正明監督）、「ちいさな、あかり」
（2013年、⼤野隆介監督）、「ラーメンヘッズ」（2017年、重乃康紀監督）他
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場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇独対話展（広瀬・永⾕・Bart） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2018/6/23 海外 ドイツ 芸術作品を通して⽇独のアーティストが「対話」を表現する展覧会

写真・メディアアート展「唯⼀の⼥形芸者」 国際交流基⾦ 2018/9/7 2018/11/3 海外 ドイツ ⽇本で唯⼀の⼥形芸者をテーマとした写真及びメディアアートによる展覧会

ケルン⽇本⽂化会館所蔵巡回展 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

ドイツ、
オーストリ
ア、スイ

ス、リヒテ
ンシュタイ

ン

ケルン⽇本⽂化会館所蔵の巡回展を、ケルン⽇本⽂化会館のほかドイツ国内及び担
当国内にて巡回実施

他国⽂化交流機関との連携事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン州内に所在する他国⽂化交流機関と連携した⽂
化事業

（在外映画）フィルムライブラリーを活⽤した上
映会

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ドイツ ケルン⽇本⽂化会館の内外で上映会を開催

（在外映画）アニメ映画特集 国際交流基⾦ 2018/4/1 2018/5/31 海外 ドイツ 杉井ギサブロー監督ほかの作品を紹介するアニメ映画特集

デュッセルドルフ⽇本デー・コンサート 国際交流基⾦ 2018/5/25 2018/5/26 海外 ドイツ デュッセルドルフ⽇本デーのトップアクトとして実施する和楽器と⺠謡のコンサー
ト

ケルン・ロマネスクの夏⾳楽祭参加 国際交流基⾦ 2018/6/7 2018/6/7 海外 ドイツ ケルン市内のロマネスク様式教会を会場としてスピリチュアルな⾳楽を紹介する
「ケルン・ロマネスクの夏⾳楽祭」に参加し、⽇本の伝統⾳楽コンサートを実施

津軽三味線・ピアノコンサート 国際交流基⾦ 2018/6/8 2018/6/8 海外 ドイツ 津軽三味線の⼤野敬正及びピアノの元岡衛のデュオ「シャミピア」のコンサート

素浄瑠璃公演（ドイツ語圏巡回） 国際交流基⾦ 2018/10/1 2018/10/8 海外

スイス、
オースト
リア、ド

イツ

ドイツ語圏（ドイツ、スイス及びオーストリア）を巡回する素浄瑠璃公演

新年コンサート 国際交流基⾦ 2019/1/18 2019/1/18 海外 ドイツ 新年の幕開けを⽇本の⾳楽で祝うコンサート

ライプツィヒ図書展におけるパフォーマンス 国際交流基⾦ 2019/3/13 2019/3/16 海外 ドイツ ライプツィヒ図書展の「アニメ・コミック」部⾨の特設ステージにおけるパフォー
マンス

ケルン⽇本⽂化会館ホールにおける公演 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ドイツ ケルン⽇本⽂化会館のホールを活⽤して実施する公演事業
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（県）
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（市区町村）
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地域担当国内公演 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外

ドイツ、
オースト
リア、ス

イス

ケルン⽇本⽂化会館の地域担当国内で実施する公演

ケルン美術館の夜 国際交流基⾦ 2018/11/3 2018/11/4 海外 ドイツ ケルンの美術館・博物館等が深夜2時まで⼀⻫に特別開館するフェスティバルに参
加し、⽇本⽂化を紹介

⽇本⽂学紹介事業 国際交流基⾦ 2018/10/1 2018/10/31 海外 ドイツ 作家を招へいして⽇本⽂学を紹介する事業を実施

第6回ケルン⽇本⽂化会館夏祭り 国際交流基⾦ 2018/7/21 2018/7/21 海外 ドイツ ケルン⽇本⽂化会館において、⽇本語講座、⽂化講演会、アニメ映画上映等を⾏う
夏祭り

「DAIKU2018」関連事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ドイツ ベートーベンの交響曲第９番（第九）の⽇本初演から100周年を迎える2018年に、
第九関連事業を実施

⾼畑勲監督追悼特集 国際交流基⾦ 2018/6/7 2018/6/21 海外 ドイツ ⾼畑勲監督の『⽕垂るの墓』及び『柳川掘割物語』を上映

福間・ガニオ デュオパフォーマンス 国際交流基⾦ 2018/4/7 2018/4/8 海外 フランス
若⼿⽇本⼈ピアニストの中でも注⽬度が⾼く、欧州の様々な著名なコンサートホー
ルで公演を⾏う福間洸太郎が、現役のパリ・オペラ座のエトワール（ダンサー）で
あるマチュー・ガニオと⾏うデュオ・パフォーマンス。

コンサート（中野公揮他） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス パリに拠点を置き、注⽬度を⾼めつつあるピアニスト中野公揮と、著名なチェリス
トであるヴァンソン・セガールとの現代⾳楽・デュオコンサート。

コンサート（加藤訓⼦） 国際交流基⾦ 2018/5/18 2018/5/19 海外 フランス
パーカッショニスト・加藤訓⼦⽒のコンサート。2年前に⾏ったソロコンサートも
満員となり、フランスでの評価も⾼い同アーティストが、今回はフランス⼈建築
家・作曲家であるクセナキスの曲をテーマとしたコンサートを⾏う。

コンサート（クラシック） 国際交流基⾦ 2018/6/1 2018/6/30 海外 フランス フランスでクラシック・コンサートのフェスティバル等を運営する団体との共催企
画。パリ国⽴⾳楽院出⾝の⽇本⼈アーティストを予定。

ダンス・現代演劇公演 国際交流基⾦ 2018/6/1 2019/3/31 海外 フランス
ジャポニスム2018の影響・フォローアップを踏まえつつ、⼩規模のダンス・演劇
公演やワークショップを実施する。ダンスについては、フランス国⽴ダンスセン
ターとの共催を予定。

⾳楽の⽇ コンサート 国際交流基⾦ 2018/6/21 2018/6/21 海外 フランス
毎年、フランス全⼟で多数の⾳楽イベントが実施される「⾳楽の⽇」に合わせたコ
ンサート。ハンディキャップ（ダウン症）を負いつつ、ピアノやアフリカの楽器を
駆使した即興演奏等で活躍する新倉壮朗⽒とフランス⼈のジャズ・グループの共演

裏千家茶道デモンストレーション 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス ⽇本⽂化の代表の⼀つである茶道・お茶席の⼀部を茶室にて⾒学した後、参加者に
は抹茶とお茶菓⼦を実際に味わって貰う。
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裏千家茶道教室 ⼊⾨コース 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス

茶道の基本となる⽴ち居振る舞い、道具の扱いを学びつつ、茶道の精神に触れ、実
際にお点前を茶室にて学ぶ。⼊⾨2コース、中級クラス1コースの2レベル制をして
いたが、2016年から⼀律⼊⾨教室と変更し、春コース、秋コース、冬コースとし
て季節コースで展開している。

表千家茶道⽴礼⼊⾨教室 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス 表千家による茶道⽴礼⼊⾨教室。

書道⼊⾨コース 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス 書道教室。初⼼者対象コース。

囲碁教室 ⼊⾨コース及び上級コース 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス 講師はフランス囲碁連盟・リーグ所属の有段者。初⼼者⽤の⼊⾨クラスと経験者⽤
の上級クラスの2コースで展開。

いけばな教室 ⼊⾨及び中級コース 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス ⼩原･草⽉･池坊流から講師を迎え、⽣花を通した⽇本⽂化を体験する。各流派6
セッションで1コース。毎期初めに館内での展⽰･デモンストレーションを開催。

いけばな3流派⽂化体験ミニ講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス いけばなを全く知らない⽅でも気軽にいけばな⽂化を体験してもらう⽂化体験ミニ
コースを会館主催で開設。より幅広い層への⽂化普及を図る。

折り紙アトリエ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス

平成18年度秋期以降開催し、好評を得ている⼦供向け・⼤⼈向け折り紙教室。講師
は、折り紙アーティストとしてフランスの各地で活躍していたエリック・ジョワゼ
ル⽒逝去後、ミッシェル・シャルボニエ⽒が務めている。6-9歳クラスと10歳以上
クラスの2つを実施。

環境に優しい布ぞうり体験ワークショップ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス
不要になった⼿持ちの布を再利⽤するという環境保護の側⾯から、⽇本の⼩学校や
中学校などで教育プログラムとして取り⼊れられている布わらじを作ることができ
る体験ワークショップ。

カタヒラヨシミ漫画集中講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス フランスでイラストレーター・漫画家としてご活躍のカタヒラヨシミ先⽣がの集中
講座。12歳以上を対象にイラストの描き⽅、漫画の描き⽅を学ぶ。

着付け体験講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス 着物の着付け体験ワークショップ。単発制、きものはレンタル制。⼥性対象。

篆刻教室 国際交流基⾦ 2018/10/1 2019/3/31 海外 フランス 篆刻は篆書等の様々な書体も学ぶため、書を学びながらの篆刻教室を開催する。定
員10名、10セッション1コースを予定。

伊東忠太に関する講演会 国際交流基⾦ 2018/4/12 2018/4/12 海外 フランス
平安神宮、東京築地本願寺の建築家として知られ、明治時代、「建築」ということ
ばをわれわれ⽇本⼈の⾔語⽣活に定着させた建築家・伊東忠太（18671954）に
ついて、イスタンブル⼯科⼤学のジラルデッリ⻘⽊美由紀⽒が語る。

⼦ども・家族向け公演（前半） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2018/7/10 海外 フランス ⼦ども・家族向け公演を4⽉・7⽉の学校休みのタイミングで3件程プログラムす
る。紙芝居、お話、等。⼩ホール、仏語事業。
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⼦ども向け・親⼦向けワークショップ（前半） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2018/7/10 海外 フランス ⼦ども向け、もしくは、親⼦で参加できるワークショップを学校休み期間に開催。
毎期さまざまな内容の⽂化事業を提供していく予定。

⼦ども・家族向け公演（後半） 国際交流基⾦ 2019/3/1 2019/3/31 海外 フランス ⼦ども・家族向け公演を2⽉末-3⽉初めの学校休みのタイミングで1件程プログラム
する。⼩ホール、仏語事業。

⼦ども向け・親⼦向けワークショップ（後半） 国際交流基⾦ 2019/3/1 2019/3/31 海外 フランス ⼦ども向け、もしくは、親⼦で参加できるワークショップを学校休み期間に開催。
毎期さまざまな内容の⽂化事業を提供していく予定。

⽇本酒セミナー 国際交流基⾦ 2018/6/2 2018/6/2 海外 フランス 毎年好評実施している⽇本酒セミナー・試飲会。有志の蔵元が毎回数⼗軒集い、⽇
本酒の解説を⾏い、各蔵元⾃慢の⽇本酒を披露する。

⽶⽥知⼦写真展関連講演会 国際交流基⾦ 2018/5/22 2018/5/22 海外 フランス 2018年3⽉に開催を予定している⽶⽥知⼦写真展。関連講演会第3弾となる講演会
を実施する。

蕎⻨セミナー 国際交流基⾦ 2018/6/1 2018/6/30 海外 フランス 蕎⻨打ち職⼈による江⼾⾷⽂化・蕎⻨⽂化の紹介、蕎⻨作りの実演。

東京製菓学校 国際交流基⾦ 2019/3/1 2019/3/31 海外 フランス 東京製菓学校の和菓⼦課卒業⽣10-20名程がフランスの⽅々に和菓⼦を披露する。

⽇本映画の⾵景 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス フランスで配給されていない⽇本の現代映画と古典映画の上映。

⽔曜コンサート 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス 2018年4⽉〜6⽉、2019年3⽉に、当館⼩ホールを⽤いた⼩規模のコンサートを
2，3件実施する。

表千家茶道茶会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 フランス 表千家による茶会。定員12名、1⽇3セッション。

（在外映画）⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/11/1 2019/3/31 海外 韓国 ⽇本映画上映会を開催

主催⽇本⽂化紹介事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 韓国 展覧会や⽇本からアーティストを招へいしての⽂化紹介事業を開催

80年代の⽇本映画ニューウェイブ特集-相⽶ 慎⼆
と80年代⽇本映画の新しい波

国際交流基⾦ 2018/9/1 2018/9/15 海外 韓国 80年代の⽇本映画特集として相⽶慎⼆監督の作品を中⼼に、その時代の複数名の監
督作品を集中上映
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地⽅都市での⽂化紹介事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 韓国 ソウル⽇本⽂化センターが所蔵している「浮世絵」等を活⽤した展覧会や上映会な
どの⽇本⽂化紹介事業を地⽅都市で開催

⽂化情報室関連事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 韓国
ソウル⽇本⽂化センター図書室（⽂化情報室）の来場者増加を⽬的として、⼀般市
⺠を対象にした「読み聞かせ」イベントや講演会、また⽇本の書籍をテーマとした
読書感想⽂コンクール等を実施

少⼥マンガ展覧会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2018/9/17 海外 韓国
⽇本の少⼥マンガ家12名の作品の展覧会。2017年度から継続。2018年度は⼤⽥
（2018年3⽉7⽇〜4⽉3⽇）、光州（2018年4⽉26⽇〜5⽉30⽇）、テグ（7⽉12
⽇〜9⽉17⽇）巡回実施

⽇韓伝統舞踊交流 国際交流基⾦ 2018/12/1 2018/12/10 海外 韓国 ⽇韓の伝統舞踊家の交流事業。ワークショップやミニ公演を実施

⽇本⽂化に親しむ企画⽂化講座 国際交流基⾦ 2018/5/8 2019/3/31 海外 韓国

主として⼀般市⺠を対象に⽇本に関する多様なテーマの講演会を実施。以下２種類
の形態で実施予定。①単発講座…前期3回、後期3回を謝⾦有で実施。前後期とも各
1回は⽇本からの招へいを想定②連続講座…前期、後期に各2〜3ヶ⽉程度の期間内
で定期的に講座を実施。講師は韓国在住者に依頼の予定

市⺠⻘少年交流事業（主催） 国際交流基⾦ 2018/7/2 2018/12/31 海外 韓国 平成30年度地域別⽅針のとおり⼀般市⺠、⻘少年を対象とした次世代交流の担い⼿
を育成、成果発表の機会を創出する形の事業を展覧会などの形式で実施

⽇韓若⼿⽂化⼈対話事業 国際交流基⾦ 2018/10/1 2019/3/31 海外 韓国 様々な分野で活躍する⽇韓の若⼿の⽂化⼈による対談事業

⽇韓若⼿⾳楽家交流公演 国際交流基⾦ 2018/4/4 2018/4/4 海外 韓国 ⽇韓の若⼿芸術家交流を通じた深いパートナーシップを育成。スイスで⾳楽を学ん
でいる⽇韓の若⼿演奏家による合同コンサートを開催

作家講演会 国際交流基⾦ 2018/6/18 2018/6/18 海外 韓国 ⽇本の著名な若⼿⼩説家伊坂幸太郎によるトークイベントを実施するとともに、映
画「重⼒ピエロ」上映会を実施

⽇本⽂化紹介 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 中国 中国在住もしくは⽇本から招へいした講師による、⽇本の伝統⽂化や⽣活⽂化を紹
介する講演会やワークショップなど⼩規模イベント

⽇本現代演劇シリーズ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 中国 演劇公演を⽀援、ワークショップやレクチャーの実施、演劇業界のネットワーク強
化など

⽇中アートプロジェクトシリーズ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 中国 キュレーター、アーティストどうしの関係強化、滞在制作、⼩規模展⽰、フォーラ
ムの実施など

シネマ・キャラバン 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

当センターのDVDやブルーレイを活⽤した映画上映を多くの都市で実施すると同時
に、各都市の⽂化関係者とのネットワークを構築・調査することを⽬的として本事
業を実施



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇本⽂化週間 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

茶道、⽣け花、着物、カラオケコンペ等多くの対象層に⽇本⽂化を慣れ親しんでも
らうことを⽬的に１－２週間に渡り、毎⽇⽇本⽂化関連イベントを実施する。
2018年は⽇本とインドネシアの周年でもあるため、⼤型モール内での⽇本⽂化週
間を実施することを想定し、より多くの対象層に⽇本⽂化に触れてもらうことを⽬
的に事業を実施

忍者デモンストレーション 国際交流基⾦ 2018/6/1 2018/7/31 海外
インドネ

シア

⽇本より忍者に係る⼤学教授等を招聘し、忍者の実像についての講演、甲賀流によ
る忍者の精神等に関する講演やデモンストレーションを通じて、忍者の実像に深く
触れてもらい、⽇本⽂化理解を促進することを⽬的として本事業を実施

茶道教室 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

裏千家淡交会インドネシア協会より⽇本⼈の先⽣をお招きし、インドネシア⼈を対
象に茶道教室を実施。既存の茶道教室の修了⽣を対象に、受講内容維持のための⽉
１回の⽉例稽古会も実施。本事業は、当地の茶道に係る⽇本⽂化関係者との交流を
深めるためにも重要な事業となっており、⽇本の伝統⽂化を代表する茶道を通じて
インドネシア⼈の⽇本⽂化理解を促進することを⽬的として実施

⽣け花教室及び修了展 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

当地の⽣け花の流派である⽣け花団体「⼀葉」より教諭インドラ・ユリカ⽒を招聘
し、インドネシア⼈を対象に⽣け花教室を実施。コース終了後受講⽣による修了展
を開催。茶道教室と同様に毎年実施しているものであり、当地の⽂化関連の有識者
とのネットワークを深めるためにも重要な事業となっており、⽣け花を通じてイン
ドネシア⼈の⽇本⽂化理解の促進を⽬的として実施

第三国派遣事業「⽇本⽂化紹介」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

インドネシア在住の茶道家を東ティモールに派遣し、茶道のワークショップ等を通
じて⽇本の伝統⽂化に触れてもらうことを通じて、当国での⽇本の⽂化、特に伝統
⽂化の魅⼒を広める契機とする。

ネオピオン 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

インドネシアでは、2億5千万⼈を誇る世界でも最⼤規模の⼈⼝を誇る国であり、平
均年齢も20代後半と⾮常に若い。当地における多くの若⼿アーティストを⽀援する
ことは今後10年から20年後のインドネシアと⽇本の⽂化交流において⾮常に重要
なことであるため、彼らの⽇本⽂化に係る⽂化公演やワークショップの実施を共催
または⽀援し、彼らの能⼒向上とともに将来的なネットワーク形成につなげること
を意図して実施

ショートフィルムコンペティション 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア
TBSとの共催によりインドネシアにおけるショートフィルムコンペティションを実
施

EYES/TAMUフォローアップ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

EYE、TAMUに参加したフェローが⾏う、セミナー等の成果発信⽀援事業。また、
ネットワークづくりも⽀援し、フェローが専⾨分野や地域をまたぎ、協働で成果発
信する環境を整備。

アジア学⽣パッケージデザイン交流関連事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

インドネシアでは、ジョコ・ウィドド⼤統領をはじめ、パッケージデザインを強化
することに興味を持っている政治関係者は多い。当事業を通じて⽇本のパッケージ
デザインの優れた機能性や⽂化的魅⼒を伝え、専⾨家同⼠、学⽣同⼠の交流にとど
まらず、幅広く多くのインドネシアの⼈々に⽇本⽂化に親しんでもらう良い機会に
すべく本事業を実施

⽇イ協働合作映画関連事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

⽇本とインドネシアの外交周年である2018年という節⽬の年に公開される⽇イ合
作映画をテーマに両国の出演者によるトークセッションやワークショップを実施
し、インドネシア国内の⼈々の⽇本⽂化理解を促進し、⽇イの外交周年を祝う事業
とするべく、本事業を実施

マカッサルシースクリーンアカデミー 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

アジアセンター諮問委員の⼀⼈でもあるリリ・リザ⽒が深く関与する若⼿映画関係
者の育成プログラムであるマカッサル・シースクリーンアカデミーにおける⽇本映
画上映や関係者を招聘することを通じて映画を通じた⽇イの映画関係者の⼈的交流
を広げるために本事業を実施

JAFF 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

⽂化の都であるジョグジャカルタを代表するインターナショナルフィルムフェス
ティバルであるJogja-NETPACAsianFilmFestival（JAFF)において、⽇本映画の上
映や⽇本映画関係者を招聘することで、近隣のアジア諸国から多くの映画作品や映
画関係者が集まる同フェスティバルにおける⼈的ネットワークを発展させるために
本事業を実施

Salihara Festival 国際交流基⾦ 2018/8/1 2018/9/30 海外
インドネ

シア

2018年8⽉〜9⽉にインドネシアを代表する⽂化機関であるKomunitasSaliharaが
主催する⽂化フェスティバルである『サリハラフェスティバル』に⽇本の舞台芸術
関係者を招聘し、ワークショップやレクチャーを通じて両国のアーティストの⽂化
交流を深めることを⽬的に本事業を実施



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
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TPAM事前ワークショップ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

本部の主催する⼤型フェスティバルTPAMに招聘される当地のアーティストに招聘
後当センターでレクチャーやワークショップを実施してもらい、帰国後の基⾦との
関係性の強化や継続性を強化することを⽬的として本事業を実施

マカッサルインターナショナルライターズフェス
ティバル

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

マカッサルを代表する⽂学フェスティバルである
MakassarInternationalWritersFestivalの参加者により深く⽇本⽂学及び⽇本⽂化
を理解してもらい、⽇本の⽂学作品を通じた域内の⼈的交流をより深めるために本
事業を実施

アジア演出家フェスティバルリハーサル公演 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

アジアセンター本部も主体的に係る毎年SCOTにより実施されるアジア演出家フェ
スティバルにおいて、招聘予定のインドネシア⼈グループに招聘前または招聘後に
当ホール等を活⽤してワークショップや公演のリハーサルを実施し、⽂化協働の密
度を濃くするために本事業を実施

Jakarta Teatre Platform 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

TPAMにも出演経験のあるFujiyamaAnettを当地の⽂化機関
DewanKesenianJakarta(DKJ)が主導するプロジェクトである
JakartaTeatrePlatformに招聘し、当地の同領域で活躍する舞台芸術関係者との協
働を⽬指すことを⽬的に本事業を実施

ARKIPEL インターナショナル・ドキュメンタ
リー&エクスペリメンタル・フィルム・フェス
ティバル

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

本ドキュメンタリーフィルムフェスティバルを通じて幅広い層に⽇本⽂化に興味を
もってもらうために、⽇本関連の映画や関係者を招聘し、ドキュメンタリー映画・
実験的な映画作品を通じた⽇イ及び東南アジアとのネットワークの拡⼤と社会的な
問題などに対する認識の向上、映画の保存・修復の重要性についての国や社会の認
識の向上を⽬的として本事業を実施

Jogia Documentary Film Festival 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
インドネ

シア

ジョグジャカルタを代表するドキュメンタリーフィルムフェスティバルである
JogjaDocumentaryFilmFestivalにおいて、⽇本関連の映画や関係者を⽇本から招
聘することを通じて⽇本⽂化の理解を促進することを⽬的として本事業を実施

ガベジ公演（バンコク国際児童演劇祭） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2018/7/31 海外 タイ
ダンス、アクロバット、マイムを組み合わせて、⼦どもからお年寄りまで誰もが楽
しめるパフォーマンスを披露するガベジをバンコク国際児童演劇祭参加のため招聘
し、舞台公演を実施するとともに、地⽅都市へ巡回（予定）。

第15回世界こどもハイクコンテスト タイ⼤会
授賞式

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 タイ
15歳以下の⼩学⽣・中学⽣を対象に、「いきもの」をテーマに、1枚の紙に「絵」
と「俳句」（タイ語）をかくコンテストを実施。2018（平成30）年度は、同コン
テストの授賞式を開催。JAL財団との共催。

現代アート作家派遣事業（ビエンナーレ連携事
業）

国際交流基⾦ 2018/6/1 2019/2/28 海外 タイ

タイ・ビエンナーレ、バンコク・アート・ビエンナーレ、バンコク・ビエンナーレ
と3つのタイ初開催となるビエンナーレが2018年度に集中していることから、いず
れかのビエンナーレの機会をとらえ、出品作家の招聘を⾏い、ビエンナーレ関連事
業としてトークを⾏うとともに、地⽅の美術系⼤学において巡回講演を実施（地⽅
2都市程度）。

伝統⽂化専⾨家派遣 国際交流基⾦ 2018/8/1 2018/9/30 海外 タイ

主に地⽅展開を主⽬的として、⽇本の伝統⽂化に関わる専⾨家を招聘し、「講演会
+ワークショップ」形式で事業を実施。バンコク及び地⽅都市（2都市程度）を巡
回。現時点では、中⼭真知⼦⽒（⼩原流華道家）による講演「いけばなと東京スカ
イツリー」及び⽣け花ワークショップを予定。

JFシアター 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 タイ 毎⽉テーマを定め、毎週⾦曜⽇の18：30から定期的に開催する⽇本映画の上映
会。原則として、タイ語字幕付きで上映。

アジアセンター⽂化事業アーカイブプロジェクト 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 タイ
タイで実施されたアジアセンター⽂化事業（本部事業・在外主導事業・助成事業）
に関するアーカイブの書籍（オンライン公開を含む）を編集し、出版するとともに
関係者に関するデータベースを構築。

現代演劇交流事業（TPAM・BIPAM連携事業） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 タイ

BIPAM（BangkokInternationalPerformingArtsMeeting）と連携し、（⽇本の）
①演劇専⾨家によるトーク、②演劇実践者によるワークショップ、③⼩規模なグ
ループによるショーケース公演を実施するほか、④TPAM参加経験者（タイ⼈）に
よるセミナー等を開催。
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未來への対話シリーズ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 タイ
アジア域内の共通課題である「環境と災害」「⾼齢社会」を主要テーマとして取り
上げ、必要に応じて⽇本から専⾨家を招へいし、当地専⾨家との対話やワーク
ショップを実施。年2回を予定。

⽂学をめぐる対談 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 タイ ⽇本及びタイの作家が、共通のテーマをもとに、深いレベルでの対談を⼀般公開で
⾏うとともに、対談内容を冊⼦にまとめて出版。

映画監督・俳優派遣事業（JFFフォローアップ事
業）

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 タイ
⽇本映画の劇場公開の機会をとらえ、映画監督または俳優を招聘し、メディア取材
への対応、上映初⽇のアフタートーク、⼤学等での講演会を実施。年2回程度を予
定。

アジアTYAミーティング（Bangkok 
International Chirldren Threatre Festival）

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 タイ
バンコク国際児童演劇祭（BICTFest）において、アジアTYA
（TheaterforYoungAudiences＝児童⻘少年演劇）ミーティングを開催し、2016
年度のりっかりっか＊フェスタで構築されたネットワークをさらに促進。

レストレーション・アジアV 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 タイ

フィルムアーキビスト、保存科学や⽂化遺産の専⾨家、技術者、研究者を対象に、
視聴覚遺産の保存に関するシンポジウムをバンコクで開催し、⽇本から3名のス
ピーカーを招聘する。アジア内外の専⾨家による講演や専⾨家同⼠の意⾒交換を通
じ、課題解決に向けたネットワーク構築・強化を図る

English Rakugo 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン
ＡＮＡと共催で、英語落語公演を実施。マニラ及び地⽅都市へ巡回予定。

International Silent Film Festival 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン
毎年参加している国際無声映画祭りでの⽇本の無声映画を上映する。

JPOP Singing Contest 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン
⼤使館が主催するJPOPSingingContestへの実施協⼒。

Jazz Workshop in Visaya 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン

AYJOにて発掘したJazzWorkshopのニーズから発展したジャズワークショップ事業
事業の第２弾。2017年度は、マニラにて実施したワークショップを、2018年度
は、ビサヤ地⽅に巡回して実施。

Collaborative Project with NEXT 
GENERATION Fellow

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン

アジアセンター本部プロデューサー育成事業「NEXTGENERATION」参加者の
Andreiと供に、マニラにて、NEXTGENERATION事業の学びを活かしたパフォーマ
ンスに関するプロジェクトを実施。

Paralympic Project 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン

セブにある障害者スポーツ事業を運営するＮＧＯとパートナー
（EYEsforEmbracingDiveristyのフェローが代表の団体）となり、障害者スポーツ
の専⾨家を⽇本から派遣し、ワークショップを実施する。

DIY + Design Workshop 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン
過去実施して好評だった、IshinomakiLabによるDIY+DesignWorkshop及びレク
チャーの実施。

Film Screening in the Region 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
フィリピ

ン

地⽅都市での⽇本映画上映。パートナーズ派遣校等も上映会場の候補として検討。
パートナーズとの相乗効果及び、地⽅で普段⽇本映画にアクセスできない層にリー
チを⽬的とする



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

【在外映画】定期⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
マレーシ

ア

2018年度は2か⽉に1回のペースで開催予定の定期無料映画上映会。本会場を変え
ながらも過去20年近く継続している本事業は固定客も多く、⽇本⽂化理解促進、⽇
本⽂化ファンの定着に効果の⾼い事業である。

地⽅都市での⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
マレーシ

ア

⽇本映画上映の機会の少ない地⽅都市において、ローカルの映画祭等と協⼒し、⽇
本映画上映の機会を提供するもの。⽇本⽂化祭の⼀環として、あるいは⽇本映画祭
の前広報として映画の上映を⾏うことも想定。

【⽇本映画上映】クラシック映画特集上映会 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外
マレーシ

ア
デジタルリマスター版クラシック作品4本の特集上映

ジョージタウン⽂学フェスティバル 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外
マレーシ

ア
ペナン島ジョージタウンにて開催予定のジョージタウン⽂学フェスティバルへの⽇
本⼈作家の参加およびワークショップの実施

林宗⼀郎⽒能マスタークラス 国際交流基⾦ 2019/2/1 2019/2/28 海外
マレーシ

ア
観世流能楽師の林宗⼀郎⽒を招き、マレーシア舞台芸術者関係向けの能のマスター
クラスを⾏う。

伝統⾳楽⽂化デモンストレーション 国際交流基⾦ 2019/1/21 2019/2/4 海外
マレーシ

ア
尺⼋演奏家の元永拓⽒と琴演奏家の⼭野安珠美⽒をマレーシアに招へいし、サバ州
及にて伝統⾳楽のデモンストレーションを⾏う。

【在外映画】定期⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
マレーシ

ア

2018年度は2か⽉に1回のペースで開催予定の定期無料映画上映会。会場を変えな
がらも過去20年近く継続している本事業は固定客も多く、⽇本⽂化理解促進、⽇本
⽂化ファンの定着に効果の⾼い事業である。

地⽅都市での⽇本映画上映 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
マレーシ

ア

⽇本映画上映の機会の少ない地⽅都市において、ローカルの映画祭等と協⼒し、⽇
本映画上映の機会を提供するもの。⽇本⽂化祭の⼀環として、あるいは⽇本映画祭
の前広報として映画の上映を⾏うことも想定。

【⽇本映画上映】クラシック映画特集上映会 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外
マレーシ

ア
デジタルリマスター版クラシック作品4本の特集上映

ジョージタウン⽂学フェスティバル 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外
マレーシ

ア
ペナン島ジョージタウンにて開催予定のジョージタウン⽂学フェスティバルへの⽇
本⼈作家の参加およびワークショップの実施

林宗⼀郎⽒能マスタークラス 国際交流基⾦ 2019/2/1 2019/2/28 海外
マレーシ

ア
観世流能楽師の林宗⼀郎⽒を招き、マレーシア舞台芸術者関係向けの能のマスター
クラスを⾏う。

伝統⾳楽⽂化デモンストレーション 国際交流基⾦ 2019/1/21 2019/2/4 海外
マレーシ

ア
尺⼋演奏家の元永拓⽒と琴演奏家の⼭野安珠美⽒をマレーシアに招へいし、サバ州
及にて伝統⾳楽のデモンストレーションを⾏う。

⽂化体験（インリーチ/アウトリーチ）および
JFKLビジット

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
マレーシ

ア

事務所施設、ライブラリーや和室を活⽤し、⼀般を対象とした⽂化体験型ワーク
ショップを実施。また、⽇頃受け⼊れを実施しているJFKLビジット（学校などの団
体訪問）では、折り紙や和室マナー講座などを⾏う。展⽰セット巡回と合わせ、地
⽅都市での実施も試みる。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

展⽰セット地⽅巡回 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
マレーシ

ア
事務所所蔵の展⽰セット、「⽇本の世界遺産」展および「こけしの世界」展地⽅巡
回

⼭⽥うん「季節のない街」サバ公演 国際交流基⾦ 2018/4/5 2018/4/15 海外
マレーシ

ア
Co.⼭⽥うんのメンバー及びマレーシア⼈ダンサーの協働による「季節のない街」
のマレーシア・サバ公演

ナチュラルダイ・バティック復興プロジェクト 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
マレーシ

ア

マレーシア伝統染織復興・振興⽀援のための中期プロジェクト。本格的な植物染め
のバティック製作を⾏うための⼯房づくりとその監修のための⽇本⼈アドバイザー
招へい。

Sea ショーツ フィルムフェスティバル 国際交流基⾦ 2018/8/1 2018/8/31 海外
マレーシ

ア
マレーシア若⼿映画監督の短編作品を対象としたコンペティションをはじめ、東南
アジア各国および⽇本の優れた短編作品の上映および関連イベントの実施

⽇ミャンマー⽂学交流 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ミャン
マー

2017年度アジア⽂化⼈招へいで訪⽇したMaThidaが以前代表を務めたミャンマー
ペンクラブとの共催で、⽇本とミャンマーの⽂学関係者による交流事業を開催。
MaThida⽒が訪⽇した際に会った作家を中⼼に3名程度をミャンマーへ招へいし、
ヤンゴン及びマンダレーでトークイベントを開催。またそのミャンマーでの事業に
⽇本及びミャンマーの記者を同⾏させて、事業実施後に記事として発信。

Campus!! ⽇ミャンマー演劇交流事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ミャン
マー

ヤンゴンおよびマンダレーの⽂化芸術⼤学で演劇を学ぶ学⽣を中⼼に、⽇本から演
劇の専⾨家を招へいし、現代演劇についてのワークショップを開催

邦楽レクデモ 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/12/31 海外
ミャン
マー

邦楽のレクデモグループを招へいし、ヤンゴンおよびマンダレーでレクデモ公演を
開催

美術専⾨家交流事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ミャン
マー

⽇本及びASEAN各国から専⾨家を招へいし、トークや展⽰の連続シリーズを開催。
conditionreportやsunshower展に関係したミャンマー⼈美術関係者と⽇本及び
ASEANからの専⾨家のペアでトーク、展⽰、ワークショップ等を、1年間で計5回
程度実施。

ワタン映画祭における映画交流事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ミャン
マー

「ワタン映画祭」事務局と共催で、⽇本及びASEANから映画制作に関係する専⾨家
7名程度を招へいし、ワタン映画祭の会期中にASEAN各国の短編ドキュメンタリー
映画事情に関するトークセッションを開催。⽇本からも専⾨家を招へいし、ミャン
マーではまだなじみの薄い実験映画の紹介をするセッションを開催。ゲーテインス
ティチュートとも共催（会場提供）。

アニメーションワークショップ 国際交流基⾦ 2018/7/1 2018/8/31 海外
ミャン
マー

⽇本からアニメーションの専⾨家を招へいし、ミャンマーの映画制作関係者20-30
名程度を対象にアニメーションワークショップを実施。成果はワタン映画祭で発
表。

（在外映画）⻄アジアFLを活⽤した定期映画上映
会

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 インド
ニューデリー⽇本⽂化センターのホールで定期映画上映会を実施。また時期や対象
に合わせて同フィルムを活⽤した特別上映会を開催することで、通常触れる機会の
少ない⽇本映画に触れてもらう機会を提供

センター所蔵の⽂化備品等を活⽤した展覧会の実
施

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 インド
当センターの所蔵する⽂化備品（⽇本の世界遺産写真パネル、グラフィックポス
ターパネル、⽇印交流の歴史写真パネル等）を活⽤した展覧会。⽇常的に⽇本⽂化
情報に触れる機会の少ないインド国内地⽅都市での実施の可能性を積極的に探る

カルチャルトークシリーズ〜⽇本⼈専⾨家による
レクチャーシリーズ〜

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 インド

当地において不⾜している⽇本の今の状況に関する情報を、⽇本の⽂化芸術分野に
おける若⼿・中堅専⾨家（専⾨家、表現者、批評家、制作スタッフ、研究者等）を
通じて紹介する。また専⾨家に対しインドの状況をインプットすることで、新たな
⽇印交流のきっかけづくりにも繋げる



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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Japan Window－地⽅都市における⽇本⽂化紹介
事業

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 インド ⽇本⽂化情報に触れる機会が特に少ない地⽅都市を中⼼に、当センターの所有する
⽂化備品等を活⽤した⼩規模⽇本⽂化紹介事業を⾏なうプロジェクト

世⽥⾕シルク×Katkatha Puppet Arts Trust ⽇
印共同制作

国際交流基⾦ 2018/8/1 2018/8/31 海外 インド ⽇本の劇団・世⽥⾕シルクとインドの⼈形劇団KatkathaPuppetArtsTrustとの⽇印
共同制作。2018年度は滞在制作と簡単な公演を⾏ない、2019年度に本公演実施

（在外映画）Japanese Film Festival 国際交流基⾦ 2018/9/1 2019/3/31 海外 インド JapaneseFilmFestivalをインド2都市で実施する。映画⼤国のインドにおいて、新
作の良質な⽇本映画を商業映画館で上映し、より幅広い層へのリーチを⽬指す

リージョナル⽇本映画祭 国際交流基⾦ 2018/6/29 2019/3/1 海外
オースト
ラリア

オーストラリア⽇本映画祭の⼀環として、⽇本⽂化に接する機会が限られている地
⽅約10都市において、2018年6⽉〜11⽉にかけて各地の豪⽇協会や⾃治体等の協
⼒を得て、英語字幕付き⽇本映画を3本程度無料上映

ギャラリー展⽰＆レクデモ・ワークショップ 国際交流基⾦ 2018/4/2 2019/3/31 海外
オースト
ラリア

シドニー⽇本⽂化センター内のギャラリーにて企画展を通年開催。また、事業効果
を⾼めるため、展⽰にあわせてアーティストトーク、レクデモ・ワークショップ等
を実施

コンテンポラリーダンス公演 国際交流基⾦ 2019/1/14 2019/3/31 海外
オースト
ラリア

⽇本からコンテンポラリーダンサーを招へいし、⼀般向けの公演を実施

⽂化紹介ワークショップ・レクデモ 国際交流基⾦ 2018/4/2 2019/3/31 海外
オースト
ラリア

ポップカルチャー等の⼤型フェスティバルや、スクールホリデーの期間にあわせ
て、ブースの出展、ワークショップ、レクデモ等を⾏い、⽇本⽂化紹介を実施

”FRUiTS"巡回展 国際交流基⾦ 2018/6/1 2019/3/31 海外
オースト
ラリア

東京のストリートファッション雑誌『FRUiTS』のスナップ写真展を外部機関に貸
出し、展⽰を実施

トロント⽇本⽂化センターギャラリーでの展⽰事
業

国際交流基⾦ 2018/7/19 2019/4/13 海外 カナダ

トロント⽇本⽂化センターのギャラリースペースにて、⽇本の美術、デザイン、⼯
芸等の作品、あるいは交流事業の成果物等を展⽰する展覧会を開催。平成30年度は
本部巡回展を除き3件（横浜能楽堂写真展、前⽥典⼦書道展、江⼾浮世絵展）を予
定。また、展⽰をより効果的に紹介するため、展⽰内容についての専⾨家を招へい
し、講演会やワークショップなどの関連事業を実施。

トロント⽇本⽂化センター所蔵展覧会巡回 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 カナダ 当センター所蔵の展⽰セット（京都庭園写真展、⽇本の世界遺産展、横尾忠則ポス
ター展等）を⽤い、カナダ国内各地の受⼊団体と協⼒して、展覧会を実施

（在外映画）劇映画・ドキュメンタリー映画等上
映会

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 カナダ
劇映画・ドキュメンタリー等の上映会を、当センターで⽉4回程度、また、トロン
ト近郊都市やオンタリオ州以外の地⽅都市で年2回程度実施。また⼀部の映像作品
の上映にあわせ、監督または作品テーマの専⾨家を招き、講演会等を実施

（在外映画）トロント国際映画祭ジャパン・フィ
ルム・ナイト（JFN）

国際交流基⾦ 2018/9/1 2018/9/30 海外 カナダ
トロント国際映画祭のために世界各国の映画祭関係者、映画製作・配給関係者、監
督、俳優等がトロントに集まる機会を捉え、⽇本の監督や映画関係者を招き、カナ
ダをはじめとする各国の映画関係者との交流及びネットワーク作りの場を提供

⽂化芸術イベント（講演・実演等）実施、参加 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 カナダ
当地⽂化団体等と連携して⽇本の芸術家や専⾨家を招へいし、講演や実演等を実
施。また、外部の⼤型フェスティバルにブース出展、セミナー・ワークショップ実
施により参加



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
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（在外映画）Vancouver Asian Film Festivalに
おける⽇加修好90周年特集

国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外 カナダ

VancouverAsianFilmFestivalにおいて、⽇加修好90周年をテーマとした映像作品
を作成または公募し、優れた作品を表彰すると共に、カナダ国内各地において上映
することで、⽇加修好90周年を⼤々的にPRする。在バンクーバー総領事館の強い
要望もあり共同で企画。

（在外映画）シネマ歌舞伎（バンクーバー） 国際交流基⾦ 2019/2/26 2019/2/26 海外 カナダ

⽇加修好90周年の2年⽬を代表する事業として、シネマ歌舞伎をバンクーバーの
Cineplexで2作品上映。2017年の上映では在バンクーバー総領事館の協⼒により空
前の⼊場者数となり、再演を望む声も多いため、今回も在バンクーバー総の協⼒を
得ながら効果的に実施する。

⽇本の舞台芸術公演（ブルーノート） 国際交流基⾦ 2018/4/8 2018/4/29 海外 ⽶国 名⾨ジャズクラブ「ブルーノート」との共催で4組の⽇本⼈ジャズ・アーティスト
の公演を実施

⽇本の舞台芸術公演（アジアソサエティ） 国際交流基⾦ 2018/5/31 2018/6/2 海外 ⽶国
ニューヨークのアジアソサエティで上演し好評を博した熊⾕和徳（タップダンス）
と渡辺薫（邦楽）のコラボレーション公演をアジアソサエティ・テキサスセンター
で実施。地元ヒューストンの太⿎団体等へのワークショップも実施

⽇本の現代⽂化紹介事業 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外 ⽶国 アニメNYC等の⼤型フェスティバルにおいて⽇本の現代⽂化紹介事業を実施

⽇本の現代⽂学紹介事業 国際交流基⾦ 2018/10/28 2018/11/5 海外 ⽶国 芥川賞作家、村⽥沙耶⾹を招へいし中⻄部・東海岸の⼤学等において巡回講演・朗
読・読書会等を実施

在⽶⽇本⽂化専⾨家中南⽶派遣事業（邦楽） 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外
エクアド
ル、パナ

マ

⽇エクアドル外交関係樹⽴100周年記念事業およびパナマでの公演のため邦楽グ
ループを派遣

在⽶⽇本⽂化専⾨家中南⽶派遣事業（クラシッ
ク）

国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/12/31 海外
コロンビ
ア、ボリ

ビア

⽇本・コロンビア修好110周年記念事業およびボリビアでの公演のためヴァイオリ
ニスト五嶋⿓を派遣

講演会「JFLAレクチャーシリーズ」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国
⽇本に関連した講演会を開催。講師は主に⽶国在住の専⾨家を招く。各分野から専
⾨家を招き伝統から現代まで⽇本を知り理解を深める機会を提供。聴衆が新しい⽇
本像を獲得することを重視。他機関との連携を重視

ジャパンハウスイベントシリーズ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国
⽇本に関連したレクチャー、デモンストレーション、パネルディスカッション等を
ジャパンハウスにおいて定期的に開催。従来基⾦の培ったネットワークとノウハウ
を活かしつつ、ジャパンハウス全体の集客に資することを志向

映画上映会「Japanema」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国

⽇本の映画（他国製作の⽇本に関わる映画を含む）の上映会を定期的に実施する。
基⾦所有の映像作品のほか、当地で⼈気の⾼い名作から、最近⽇本で劇場公開され
た新しいものまで、ドキュメンタリー作品も含め、さまざまなジャンルを扱う。ま
た、当センター外の会場で実施する「出張版Japanema」も数回実施

映画上映会「ジャパンハウス上映」 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国
⽇本の映画（他国製作の⽇本に関わる映画を含む）の上映会をジャパンハウスのイ
ベントスペースにて定期的に実施する。ジャパンハウス上映ならではの複合的な企
画を他機関との連携により実現

⿂拓展 国際交流基⾦ 2018/6/1 2018/7/31 海外 ⽶国 当地在住の版画家による⿂拓作品の展⽰。事務所の催し物施設を利⽤



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽵展 国際交流基⾦ 2018/5/1 2018/9/30 海外 ⽶国

幾何学的な造形で知られ、2017年4⽉にジャパンハウスサンパウロで好評を博した
⽇詰明男（⿓⾕⼤学客員教授）の⽵製作品を、ロサンゼルスのクラフト＆フォーク
アート美術館にて共催展⽰。同館の今年の⽬⽟事業として他作家の作品と合わせた
「⽵展」を実施

和紙シンポジウム 国際交流基⾦ 2018/7/26 2018/7/26 海外 ⽶国

和紙の美術品修復素材としての特性と、和紙を⽣み出す⽇本の⾵⼟に焦点を合わ
せ、当地に紹介するシンポジウムを開催。⽇本から⼿すき和紙の職⼈を招へいし、
ロサンゼルス・カウンティ美術館の技術者を交えて議論とレクデモを展開。同館及
び、当地で創業30週年を迎え全⽶の美術界に広く顧客を抱える和紙の販売業者であ
るHiromiPaper社と共催

公演：続ダンス・ダンス・L'Asia 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ⽶国

2017年度、ダンス・ダンス・アジアのスピンオフ企画として⽶国社会の多様性に
光を当て、⼤成功をおさめたダンス・ダンス・L'Asiaの後継企画。当地を拠点に活
躍する⽇本・アジアのヒップホップユニットに加えて、⽇本から様々な障害を負っ
たダンサーを招へいし公演を開催することで、東京パラリンピックの⽂化・社会的
意義に対する注⽬を喚起

WASABI中南⽶巡回ツアーメキシコ公演 国際交流基⾦ 2018/8/15 2018/8/20 海外 メキシコ
⽇墨外交関係樹⽴130周年の両国政府正式記念⾏事として、ベジャス・アルテス宮
殿ほかにて吉⽥兄弟の兄・吉⽥良⼀郎⽒を中⼼とした和楽器ユニットWASABIのコ
ンサートを実施

ミクニヤナイハラプロジェクト『静かな1⽇』 国際交流基⾦ 2018/10/1 2018/10/31 海外 メキシコ

国際的に活躍し⾮常に評価の⾼い振付家・演出家・劇作家である⽮内原美邦⽒のソ
ロプロジェクト、ミクニヤナイハラプロジェクトによる『静かな1⽇』を、⽇墨外
交関係樹⽴130周年を記念し、セルバンティーノ国際芸術祭の招待により同芸術祭
にて3⽇計3公演実施

キューバ・コスメル巡回和太⿎公演 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 メキシコ
メキシコ在住の和太⿎グループを広域担当国でありキューバに派遣し、⽇本⼈
キューバ移住120周年記念事業公演を実施するほか、その前後に中継地であるキン
タナ・ロー州コスメルにおいても巡回公演を実施するもの

⽇本建築に関する講演会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 メキシコ ⽇本の建築に対して極めて⾼い関⼼を持つメキシコにおいて、今まさに国際的に活
躍しつつある若⼿建築家を招へいし、講演会を実施

モンテレイにおける⽇本⽂化紹介イベント 国際交流基⾦ 2018/6/22 2018/6/24 海外 メキシコ
⽇墨外交関係樹⽴130周年および東北部⽇墨協会設⽴10周年を記念して実施される
七⼣祭りに協⼒し、メキシコ在住のアーティストを派遣し⽇本⽂化紹介を⾏う。併
せて当センター所蔵⽂化備品の貸し出し、DVD配布事業作品の上映を実施

バヒオ地区における⽇本⽂化紹介イベント 国際交流基⾦ 2018/7/1 2018/8/31 海外 メキシコ
バヒオ地区イラプアトしで⾏われるお盆のイベントの⼀環として、メキシコ在住の
アーティストを派遣し⽇本⽂化紹介を⾏う。箏演奏、当センター所蔵⽂化備品の貸
し出しを実施

グアダラハラにおける⽇本⽂化紹介イベント 国際交流基⾦ 2018/9/1 2019/3/31 海外 メキシコ

⽇墨外交関係樹⽴130周年およびグアダラハラ⼤学における当国初の学部レベルで
の⽇本語・⽇本⽂化専攻開講を記念して、メキシコ在住のアーティストを派遣し⽇
本⽂化紹介を⾏う。併せて当センター所蔵⽂化備品の貸し出し、DVD配布事業作品
の上映を実施

ベリーズにおける⽇本⽂化紹介イベント 国際交流基⾦ 2018/10/1 2018/10/31 海外 メキシコ
ベリーズ⽇本⼈会による⽇本⽂化祭り開催10周年を記念して⾏われるイベントに協
⼒し、メキシコ在住のアーティストを派遣し⽇本⽂化紹介を⾏う。併せて当セン
ター所蔵⽂化備品の貸し出し、DVD配布事業作品の上映を実施

（⽇本映画上映）⼤スクリーンで⾒るクラシック
作品または⽊下恵介監督特集

国際交流基⾦ 2018/7/1 2018/8/31 海外 メキシコ
毎年⽇本映画特集上映を⾏っているシネテカナシオナルが、2年前から実施してい
る「⼤スクリーンで⾒るクラシック作品」の⼀環として、⽇本の名作をメキシコ
市、モンテレイ市で上映

（⽇本映画上映）バヒオ地区巡回⽇本映画特集上
映

国際交流基⾦ 2018/8/1 2018/8/31 海外 メキシコ ⽇系企業進出が急増しているバヒオ地区で⾏わる⽇本週間の⼀環として、中南⽶ス
ペイン語字幕のある5作品を上映



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
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（県）
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（市区町村）
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バスコンセロス図書館における⽇本⽂化紹介イベ
ント

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 メキシコ 年間20万⼈が利⽤するバスコンセロス図書館にて、書道展や紙芝居読み聞かせと
いった⽇本⽂化紹介イベントを実施

⽇本関連コンテンツ感想⽂・イラストコンクール 国際交流基⾦ 2018/6/25 2018/8/1 海外 メキシコ
近年基⾦事業を通して当国に数多く普及してきている、⽇本⽂学やTV番組といった
コンテンツのより幅広い層への紹介・浸透と、更なる流通の後押しとして、感想
⽂・イラストコンクールを実施

キャラ弁レクデモ 国際交流基⾦ 2018/10/1 2019/3/31 海外 メキシコ 和⾷紹介の⼀環としてマンガのキャラクターを表現するキャラ弁レクデモを⾏い、
お弁当、ポップカルチャーを伝える事業

在墨専⾨家中⽶カリブ巡回レクデモ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 メキシコ
⽇本⾷や⽇本舞踊、茶道、筝など、中⽶カリブ地域でニーズが⾼く、且つなるべく
広い地域で展開可能な分野の当地在住⽇本⽂化専⾨家を、中⽶3ヶ国（ドミニカ共
和国、パナマ、ジャマイカを想定）に巡回派遣し、レクデモを実施する事業

地⽅都市⽇本⽂化紹介協⼒ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 メキシコ
⽇墨外交関係樹⽴130周年や⽇本企業の圧倒的な進出を受け、地⽅⾃治体や地⽅の
市⺠グループなどが多く主催するようになったフェスティバルにおける⽇本⽂化紹
介事業に参加し、地⽅都市への事業展開の強化、⽇本⽂化理解の促進をはかるもの

ジャパンフェスティバル 国際交流基⾦ 2018/7/17 2018/8/30 海外 ブラジル

複合的⽇本⽂化イベント「ジャパンフェスティバル」にブースを出展するととも
に、⽇本から招へいした専⾨家による公演を実施
2018/07/18~2018/07/25
2018/08/21~2018/08/30

⽇本⽂化紹介ワークショップ事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ブラジル 多種多様な⽇本⽂化を展⽰、ワークショップ等で紹介

舞台芸術事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ブラジル ⽇本から舞台芸術の専⾨家を招へいし、舞台芸術公演を⾏うとともに、⽇本とブラ
ジルの舞台芸術関係者間の交流を実施

映像事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ブラジル ⽇本を代表する監督の作品を上映するとともに、上映作品に関する専⾨家を⽇本か
ら招へいし、講演会やワークショップを実施

造形美術事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ブラジル 著名な⽇本⼈アーティストの作品を展⽰するとともに、⽇本とブラジルの美術関係
者間の交流を実施

⽇本⽂学紹介事業 国際交流基⾦ 2018/8/18 2018/8/18 海外 ブラジル ⽇本⽂学セミナーを開催するとともに、⽇本を代表する作家の作品に関する専⾨家
による講演会を実施

ブラジルフィルムライブラリーを活⽤した上映事
業

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ブラジル ⽇本を代表する監督の作品を上映するとともに、上映作品に関するブラジル在住の
専⾨家による講演会やワークショップを実施

センター所蔵の⽂化備品等を活⽤した展⽰事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ブラジル
センター所蔵の⽂化備品等を活⽤し、⽇本⽂化に関する展⽰会を実施するととも
に、貸出⽂化備品等に関するブラジル在住の専⾨家による講演会やワークショップ
を実施
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ジャパンナウ 国際交流基⾦ 2019/2/19 2019/3/6 海外 英国

現代⽂化と⽂芸の紹介を専⾨とする英国の⽂化団体ModernCultureが企画する、⽇
本に特化した⽂化会議、ならびセミナーの共催実施。英語での翻訳著書がある⽇本
⼈作家や担当翻訳者の他、⽇本の現代社会・⽂化の専⾨家（記者や美術・映像作家
など）を招へい予定。

Pre-Summer Explorers 国際交流基⾦ 2018/8/4 2018/8/11 海外 英国 家族に楽しんでもらえる映画や、当地でDVDが⼊⼿できてもシネマで上映する価値
があると考える名作を集めて、無料上映会を⾏う。

パッケージ上映会
Summer Explorers

国際交流基⾦ 2018/8/12 2018/8/18 海外 英国 計５本の無料上映を⾏う。

Noh Reimagined 2018 国際交流基⾦ 2018/6/29 2018/6/30 海外 英国

ロンドンのキングスプレイスで⾏われる⽇本の能を検証する事業に、共催関与。同
機関が⾏った２０１６年度の「能と⾳楽」をテーマとした事業に続き、２０１８年
度は「能と科学」をテーマに、能が⾝体や頭脳の動きに与える影響などを、実際の
実演やセミナー、研究者によるトークならびにワークショップを通して紹介。

クリエイティブマインド：鷹野隆⼤トーク 国際交流基⾦ 2018/5/18 2018/5/18 海外 英国
ジェンダーや男性ヌードを主題に優れた写真作品を制作・発表する鷹野隆⼤のトー
クを実施。作品のプレゼンテーションに続き、アッシュモリアン博物館の写真専⾨
家、レナ・フレッチェとの対談あり。

⽇本⽂化講座：Inclusive Bodies 国際交流基⾦ 2018/6/11 2018/6/11 海外 英国
⽂化や障害などの違いを超えた協働の形の模索をテーマに、振付師の鈴⽊ユキオ、
障害者ダンサーの神原健太、そして英国のStopgapDanceCompanyのメンバーを
迎え、セミナーを開催。

⽇本⽂化講座： 国際交流基⾦ 2018/7/6 2018/7/6 海外 英国 建築家⻑⾕川逸⼦がロイヤルアカデミーによる建築賞を受賞する機会に、同⽒によ
る⽇本の建築の影響を検証するセミナーを開催。

現地主導型舞台芸術
Mode:Curated by Ryuichi Sakamoto

国際交流基⾦ 2018/6/19 2018/7/8 海外 英国
坂本⿓⼀がキュレ―ションするModeプロジェクト。坂本⾃⾝の公演の他、空間現
代や鈴⽊昭男のパフォーマンス,坂本のドキュメンタリー上映会などをロンドン各地
で⾏う。

シネマクラブ：Spring Explorers!春の無料上映
会

国際交流基⾦ 2018/4/20 2018/4/22 海外 英国 家族向けの無料映画上映会を実施。

シネマクラブ 本部提供素材を使⽤しての単発上
映会

国際交流基⾦ 2018/5/17 2019/2/28 海外 英国 『テルマエロマエ』『幼獣マメシバ』など

クリエイティブマインド：⽊梨憲武トーク 国際交流基⾦ 2018/6/19 2018/6/19 海外 英国 俳優でありながら美術作家としても活躍する⽊梨憲武⽒の活動と作品を紹介する
トークを実施。

クリエイティブマインド：隈研吾トーク 国際交流基⾦ 2018/6/23 2018/6/23 海外 英国 V&Aの分館（６⽉開館予定）の設計を担当した世界的に著名な建築家隈研吾⽒の活
動を紹介する講演会を実施。

ウェールズ国⽴博物館における教育事業：前⽥鎌
利カリグラフィーパフォーマンスならびにワーク
ショップ

国際交流基⾦ 2018/8/4 2018/8/4 海外 英国 ウェールズ国⽴博物館で開催される⼤型⽇本美術展の関連事業として、書道家、前
⽥鎌利⽒のパフォーマンスとワークショップを実施。
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ウェールズ国⽴博物館に係る初等・中等校向け⽇
本語テイスター・ワークショップ

国際交流基⾦ 2018/5/15 2018/5/16 海外 英国 ウェールズ国⽴博物館で開催される⼤型⽇本美術展の関連事業として、近隣の初
等・中等校向けに⽇本語テイスター・ワークショップを実施。

英国オリンピック協会、パラリンピック協会向け
⽇本語・⽇本⽂化講座

国際交流基⾦ 2018/6/4 2018/7/23 海外 英国 英国オリンピック協会及びパラリンピック協会の要請を受け、東京2020⼤会に向
けてチームスタッフ向けにテーラー・メードの⽇本語・⽇本⽂化講座を実施。

イングランドラグビー協会向け⽇本語・⽇本⽂化
講座

国際交流基⾦ 2018/8/11 2018/8/28 海外 英国 イングランドラグビー協会の要請を受け、東京2020⼤会に向け、チームスタッフ
向けにテーラー・メードの⽇本語・⽇本⽂化講座を実施。

中学・⾼校⽣のための⽇本語スピーチコンテスト
「⽇本語カップ」

国際交流基⾦ 2018/6/16 2018/6/16 海外 英国 第14回⽬となる英国における中学・⾼校⽣のための⽇本語スピーチコンテストを実
施。

⼤学⽣のための⽇本語スピーチコンテスト 国際交流基⾦ 2019/3/2 2019/3/2 海外 英国 第15回⽬となる英国における⼤学⽣のための⽇本語スピーチコンテストを実施。

Scotland Young Ambassador Japan 
Conference（仮）

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 英国 スコットランド地域における初等または中等学校向けに東京2020⼤会に向けた⽇
本語・⽇本⽂化ワークショップと⽣徒による会議を実施。

Leichester Young Ambassador Japan 
Conference（仮）

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 英国 レスター地域における初等または中等学校向けに東京2020⼤会に向けた⽇本語・
⽇本⽂化ワークショップと⽣徒による会議を実施。

「ラグビーと⽇本」（仮） 国際交流基⾦ 2018/9/20 2018/9/20 海外 英国
ロンドン⼤学と共催で、「ラグビーと⽇本」（仮）をテーマに、歴史、ジェン
ダー、外国⼈選⼿、コーチング、オリパラとのつながり等、⽇本のラグビーのさま
ざまな側⾯を検討するシンポジウムを実施。

映画祭への参加 国際交流基⾦ 2018/4/15 2019/3/31 海外 スペイン

マドリード短編映画週間、グラナダ南部映画祭、VIC映画祭、スペイン・ムービン
グイメージ、シッチェス映画祭、カサ・アシア映画フェスティバル、ジェイダ・ア
ニマックなど、スペイン各地の映画祭に参加することで、⽇本映画を通して⽇本⽂
化・基⾦の活動の周知を図る

現代⾳楽公演 国際交流基⾦ 2018/5/4 2018/7/29 海外 スペイン
Sonar、Mataderoでの2018年⽇本現代⾳楽祭、サン・セバスチャンのジャズフェ
スティバルなど、当地の重要な⾳楽祭と共催し、新しい層への⽇本⽂化の紹介を⾏
う。

⽇本週間への参加 国際交流基⾦ 2018/4/2 2019/3/31 海外 スペイン
スペイン国内の各地⽅で開催される⽇本週間に、専⾨家派遣など基⾦からの参加を
⾏うことで、これまで⽇本⽂化イベントが少なかった地⽅都市に対してより深い協
⼒関係を結ぶとともに、⽇本⽂化の周知を⾏う。

ポップカルチャーイベントにおける⽇本⽂化の紹
介

国際交流基⾦ 2018/4/2 2018/11/4 海外 スペイン
バルセロナで開催されるスペインで最⼤のオタクの祭典「サロン・デル・マンガ」
をはじめ、ポップカルチャー系のイベントや観光⾒本市において現代⽇本⽂化を紹
介する。

アートネットワーク形成 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/2/28 海外 スペイン

⽇本における先駆的もしくは伝統的な⽂化事業の事例紹介を通じて、スペイン、欧
州の⽂化関係者の間に⽇本における⽂化事業の実施に関する知⾒を深めてもらうと
ともに、⽇本とスペイン、あるいは⽇本と欧州の専⾨家間のネットワーク構築を⾏
い、今後の交流強化につなげる。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇本祭りへの参加 国際交流基⾦ 2018/5/26 2018/6/16 海外
スペイ

ン、ポル
トガル

毎年5〜6⽉に、バルセロナ、リスボンで開催される「⽇本祭り」において、欧州で
活躍する⽇本⼈芸能集団を招聘する。

⽂化講演会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ハンガ
リー

⽇本⽂化に関する様々なテーマを取り上げ、ハンガリー国内、⽇本及び欧州諸国か
ら講師を招きハンガリー⼀般市⺠向けの講演会を実施（年間6回予定）テーマは⽇
本の⽂化芸術、和⾷、⽣活⽂化等。特に⼤学⽣や⻘少年向け等若年層をターゲット
とした事業の実施を重視。過去有効な関係を築いてきた現地⽂化機関との共催形式
での実施も積極的に実施

（在外映画）⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ハンガ
リー

市⺠向けの定例映画上映会をブダペスト市内の映画館で年間6回実施。他国⽂化団
体との連携により、⽇本と他国の共同制作映画で、⽇本を舞台とする良質な映画も
紹介

Eunic-Hungaryによる多⾔語・⽂化・⽂学紹介
イベント

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
ハンガ
リー

EUNIC-Hungary※による多⾔語・⽂化紹介イベント
「EuropeanLanguageCocktailBaｒ」、翻訳⽂学朗読イベント
「LiteratureNight」及び各国の⽂化遺産を紹介するイベント
「EuropeanYearofCulturalHeritage2018」への参加
※EUNIC-HungaryEUNationalInstitutesofCulture（ＥＵ各国⽂化団体連合、当セ
ンターは準メンバーとして加⼊）

⽂化イベントでの⽇本⽂化紹介ブース出展 国際交流基⾦ 2018/4/7 2018/4/7 海外
ハンガ
リー

ブダペスト市内で実施される世界⼦供の⽇、⽇本を中⼼としたPOPカルチャー総合
イベントMONDOCON等の⽂化イベントにブダペスト⽇本⽂化センターとしてブー
スを出展し、各種主催共催事業の紹介や⽇本⽂化体験イベント等を実施。⼤学⽣や
⻘少年層等若年層や保護者向けの事業として実施

⽇本アニメーション上映 国際交流基⾦ 2019/3/6 2019/3/31 海外
ハンガ
リー

東京藝術⼤学⼤学院映像研究科と協⼒し、学⽣作品や⽇本動画協会の若⼿アニメー
ター⼈材育成事業「あにめたまご」の作品を中⼼に⽇本の若いクリエーターによる
アニメーション作品特集を上映。特に⼤学⽣や⻘少年等若年層を対象とした事業と
して実施。⽇本・ハンガリー外交関係樹⽴150周年事業、⽇本・ポーランド外交関
係樹⽴100周年事業として実施

フィギュア・アート レクチャーデモンストレー
ション

国際交流基⾦ 2018/4/6 2018/4/9 海外
ハンガ
リー

フランスで活躍する⽇本⼈フィギュア・アーティスト夏坂眞⼀郎を招へいし、POP
カルチャー紹介イベントMONDOCONにてフィギュア制作の実演を交えたレク
チャーを実施（ハンガリー分は2回実施）。2018年に外交関係樹⽴25周年を迎える
スロバキアの他、造形美術に関⼼の⾼いスロベニアへ巡回の予定

⽂化交流使⽟川奈々福による浪曲公演 国際交流基⾦ 2018/6/16 2018/6/23 海外
ハンガ
リー

平成30年度⽂化交流使の⽟川奈々福による浪曲公演を、ブダペストで実施

俳句ワークショップ 国際交流基⾦ 2018/10/2 2018/10/6 海外
ハンガ
リー

ハンガリーペンクラブ、⽇本ペンクラブおよびハンガリー⽇本友好協会との共催に
よる俳句ワークショップを実施。2018年に外交関係樹⽴25周年を迎えるクロアチ
アに巡回予定。ハンガリー及び旧ユーゴスラビアにあっては、俳句の⼈気が知識⼈
から⻘少年に⾄るまで⼤変に⾼く、⽇本の俳句や俳句の現況と国際化に関⼼を持つ
層が多い

津軽三味線・ピアノDUO 公演 国際交流基⾦ 2018/11/12 2018/11/14 海外
ハンガ
リー

津軽三味線奏者⼤野敬正及びピアニスト元岡衛を招へいし、津軽三味線とピアノの
デュオによる伝統とジャズ等のモダン⾳楽のコンサートを実施。⾳楽監修者兼コー
ディネーターが同⾏

尺⼋ワークショップ・リサイタル 国際交流基⾦ 2018/11/1 2018/11/30 海外
ハンガ
リー

尺⼋奏者⽥嶋直⼠を招へいし、古典曲から現代⾳楽まで、幅広い⾳楽について公演
及びワークショップを実施

「宮殿と都市」シンポジウム 国際交流基⾦ 2019/3/4 2019/3/8 海外
ハンガ
リー

ハンガリー及びブダペスト⽇本⽂化センター広域担当国の⽇本研究機関、欧州に在
籍する考古学研究者による、「宮殿と都市」をテーマとした都市論を考古学、歴史
学、地誌学等の多様なディシプリンから⽇本との⽐較論についてのシンポジウムを
実施

（在外映画）⿊澤明監督特集上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア ⿊澤明没後20年を記念し、特集映画祭を実施



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

卒塔婆⼩町公演 国際交流基⾦ 2018/10/31 2018/11/11 海外 ロシア ロシア⼈脚本家による「卒塔婆⼩町」を、モスクワ在住の⼥優・折⽥智⽔と尺⼋の
⼤由⻤⼭の共演で上演

「シガール姉妹」公演 国際交流基⾦ 2019/3/10 2019/3/30 海外 ロシア 「シガール姉妹」を招へいし、⽇本の現代演劇を紹介

第10回国際ロシア語俳句コンクール及び俳⼈招
へい

国際交流基⾦ 2018/9/14 2018/9/17 海外 ロシア ロシア語俳句コンクールを実施し、結果発表表彰式に合わせて俳⼈を招へい、講演
会などを実施

第4回⼦供絵画コンクール 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア ⼦供向け⽉刊誌「⺠話」との共催で、児童を対象に絵画コンクールを実施

（在外映画）東洋美術館⽇本映画上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 国⽴東洋美術館にて、露語フィルムラブラリーの作品を利⽤し、⽉に2回映画上会
を実施

⽇本⽂学朗読会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア モスクワ在住の⼥優折⽥智⽔による⽇本⽂学朗読会を⽉に1回実施。解説は、「源
⽒物語」翻訳者のソコロヴァ-デリューシナ・タチアナ。

東洋美術館「⾸藤定コレクション展」 国際交流基⾦ 2018/6/6 2018/7/12 海外 ロシア 東洋美術館において東洋美術館所蔵の「⾸藤定コレクション展」を実施

（在外映画）「モスクワ映画」現代⼥性監督特集 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 「モスクワ映画」と共催で、現代⼥性監督映画特集を実施

（在外映画）北野たけし監督特集上映会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア ロシアでも⼈気の⾼い北野たけし監督特集を実施

⽇本の歌講座 国際交流基⾦ 2018/4/7 2019/3/31 海外 ロシア モスクワ在住のオペラ歌⼿曽⼜ひとみによる、⽇本の歌講座を実施

折り紙講座 国際交流基⾦ 2018/4/7 2019/3/30 海外 ロシア 毎週⼟曜⽇に、チャシヒナ・ゾーヤ講師による、折り紙講座を実施

茶道講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 裏千家、表千家のモスクワ⽀部の講師による、初⼼者を対象にした茶道講座を実施

⽣け花講座 国際交流基⾦ 2018/4/4 2019/3/26 海外 ロシア 池坊及び草⽉のモスクワ⽀部講師による、初⼼者を対象にした⽣け花講座を実施
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（県）
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（市区町村）
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書道・墨絵講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア モスクワ在住の書道師範⽯嶋かおりによる書道講座、ロシア⼈墨絵画家セリヴァノ
ヴァ・オリガによる墨絵講座を実施

伝統⽂化・美術・⼯芸講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 夏休み特別企画などで、不定期に、⼩物講座、刺し⼦講座、着物体験講座を実施

囲碁将棋講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア ロシア囲碁連盟、ロシア将棋連盟の講師による、初⼼者を対象にした、囲碁将棋講
座を実施

⽂化備品巡回展 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 地⽅の美術館等で、「世界遺産展」「こけし⼈形展」を実施

（在外映画）Short Shorts Film Festival & Asia 
2018 in Russia

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア モスクワにて、⽇本のショートフィルムフェスティバルを実施

第10回⽇本⼤使杯将棋⼤会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 2⽇間にわたる将棋⼤会

共催⼩規模⽂化事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 現地の団体と共催で、さまざまな⽂化事業を実施

⽂化デモンストレーション 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア ロシア在住の⽇本⽂化専⾨家などを活⽤し、現地の要請にあった⽂化事業を実施

⽇本⽂化出前講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア モスクワ市及びモスクワ州の初中等教育機関を対象に、⽇本⽂化のワークショップ
を実施

（在外映画）「モスクワ映画」⽇本映画定期上映
会

国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア モスクワの公営映画館にて、定期上映会を実施

（在外映画）ドキュメンタリー映画祭Beat Film 
Festival

国際交流基⾦ 2018/5/24 2018/6/3 海外 ロシア モスクワで実施されるドキュメンタリー映画祭BeatFilmsFestivalで、⽇本映画を上
映し、映画関係者を招へい

地⽅⽇本⽂化紹介 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ロシア 地⽅の対⽇友好団体などに協⼒し、⽇本⽂化事業を実施

国際⾳楽祭「ウラルミュージックナイト」 国際交流基⾦ 2018/6/29 2018/6/30 海外 ロシア エカテリンブルクで実施される国際⾳楽祭「ウラルミュージックナイト」に、⽇本
から⾳楽家を招へい
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（県）
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講演会シリーズ（⽂化芸術交流） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/1 海外 エジプト ⽂化芸術交流分野における講演会を、エジプトの⽂化・芸術関係者及び⽇本語学習
者等対⽇関⼼層に対して実施、講師は在エジプトの⽇本関係者を予定

折り紙講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 エジプト 当センター主催または当地⽂化機関との共催により、対象に合った折り紙講座を実
施する他、当地の⽂化イベントにおけるブース出展時に折り紙デモを実施

お茶会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 エジプト 在カイロ裏千家淡交会と共催で、対⽇関⼼層に向けたお茶会・デモンストレーショ
ンを実施

⽣け花講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 エジプト エジプト⼈の⽣け花講師を招請し、⽣け花教室を開講する。1期4回の講座を年3期
実施

囲碁・将棋講座 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 エジプト 当センター⽇本語講座空き教室を碁会所として定期的に開放し、囲碁・将棋普及を
⾏う。また、参加者層拡⼤のためのワークショップも実施

カイロジャズフェスティバル 国際交流基⾦ 2018/6/1 2018/10/31 海外 エジプト 10回⽬を迎えるカイロジャズフェスティバル2018に、⽇本⼈ジャズアーティスト
を招へい

J-POPフェスティバル 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 エジプト EGYCon実⾏委員会と共催し、第5回エジプトアニメ・マンガコンベンションを開
催

展⽰セット活⽤ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 エジプト 当センターが保有する展⽰セットを当センター、⼤学、⽂化機関等に展⽰

パフォーミング・アート・フェスティバル 国際交流基⾦ 2018/4/14 2018/4/14 海外 エジプト アレキサンドリアで開催されるバックストリート・フェスティバルに⽇本⼈パ
フォーマーを招へい

講演会（⽂化芸術交流）：メディアアートフェス
ティバル

国際交流基⾦ 2018/5/5 2018/5/10 海外 エジプト メディアアートフェスティバル「カイロトロニカ」展に⽇本⼈アーティストを招へ
いし、作品展⽰とレクチャーを実施

展⽰セット活⽤：ブリティッシュユニバーシ
ティ・インターナショナルデー

国際交流基⾦ 2018/4/3 2018/4/3 海外 エジプト ブリティッシュユニバーシティで開催されたインターナショナルデーにて世界遺産
パネルを展⽰

ガレージコンサート（事務所施設活⽤事業） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム ベトナム⽇本⽂化交流センターのガレージ（⾞庫）及び中庭を利⽤して、年に4回
程度、主にベトナム⼈⾳楽家による⽇本の⾳楽紹介コンサートを実施する。

展覧会事業（事務所施設活⽤事業） 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム センター敷地を活⽤した展覧会事業を実施する。
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コンテンポラリーダンス公演 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム コンテンポラリーダンス公演

⽂楽レクデモ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム ⽂楽技芸員による⽂楽レクデモを実施。

⽇本⽂化紹介イベント参加 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム
⽇本⽂化の⽇や、⽇本ファンが集うイベント等に対し、⽇本⽂化を紹介するための
レクデモ、公演等のために専⾨家を招へいする、また写真パネルの展⽰、⽇本映画
の上映等を実施し、（特に地⽅で）⽇本⽂化を紹介を実施。

⼩規模展覧会 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム ベトナム⼈、アセアンのアーティストによる展覧会を事務所ギャラリースペースで
開催。合わせて若⼿キュレーターの育成も⾏う

VNSO⽀援事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム VNSO（ベトナム国⽴交響楽団）の⽀援のため、バックステージ部⾨の専⾨家の招
へい、演奏家の招へいを実施する。

招へい型公演・ワークショップ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム ⽇本から招聘したグループ・専⾨家等による公演・ワークショップ

滞在者活⽤型公演・ワークショップ 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム ベトナムに滞在中のアーティスト等専⾨家により、ベトナム⼈アーティスト、専⾨
家、⼀般市⺠向けのワークショップ等アウトリーチ活動を実施する。

⽂化インフラ向上・強化事業 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外 ベトナム ⽂化的な関⼼の惹起、⽂化資産の保護、活⽤等のための⼈材育成や⽇本の経験を踏
まえた知識・情報の普及活動を⾏う

TANABATA FESTIVAL 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
カンボジ

ア
在カンボジア⽇本国⼤使館およびCJCCとの共催による⽇本⽂化紹介イベント。

KIZUNA FESTIVAL 国際交流基⾦ 2018/4/1 2019/3/31 海外
カンボジ

ア
在カンボジア⽇本国⼤使館およびCJCCとの共催による、カンボジア最⼤規模の⽇
本⽂化紹介イベント。

動画ワークショップ①NIFA 国際交流基⾦ 2018/8/1 2018/8/5 海外 ラオス ラオス国⽴美術学校（NIFA)動画制作分野の⼈材の育成と国際交流を⽬的とした特
別授業

動画ワークショップ②NUOL 国際交流基⾦ 2018/10/1 2018/10/5 海外 ラオス ラオス国⽴⼤学（NUOL)動画制作分野の⼈材の育成と国際交流を⽬的とした特別授
業

クール＆カワイイフェスティバル関連 ストリー
トダンス招へい

国際交流基⾦ 2018/2/7 2019/2/11 海外 ラオス
クール＆カワイイフェスティバルに参加し、ラオスのストリートダンサーたちと協
働し共同制作公演を実施。ラオスでは若年層を中⼼に、パフォーミングアーツのな
かでストリートダンスが圧倒的⼈気を誇る。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ビエンチャン国際映画祭事業共催 国際交流基⾦ 2019/3/7 2019/3/11 海外 ラオス

「アジア三⾯鏡」の次回作の上映及び映画専⾨家・関係者の招へい。
ラオスを代表する国際映画祭と事業共催することにより、映画関係者間の交流促
進・深化とネットワーク構築・強化し、将来の恊働や共同制作への取り組みを盛ん
にする。

歓喜の演Vol.17 狂⾔ ー古典と創作とー
⾜⽴区演劇連

盟
2018/11/10 2018/11/10 東京都 ⾜⽴区

第⼀部では、５⽉と８⽉に開催した狂⾔ワークショップ参加者（外国の⽅々を含
 む）が、⾐装を着て舞台に⽴ち、ワークショップで学んだ狂⾔の基本に挑戦する。

古典狂⾔「いろは」、謡・舞のほか、創作狂⾔「⼀⼨法師」を上演する。現代的な
要素を含み、⼈形を⽤いた楽しい舞台で、⼦供や⾼齢者、外国の⽅々にも分かりや

 すく狂⾔の世界を表現する。
第⼆部では、古典狂⾔「呼聲」「附⼦」を上演する。分かりやすくスタンダードな

 演⽬で、より深く⽇本語の⾯⽩さを味わえる。
 ※⾞椅⼦での観覧が可能（要問合せ）※未就学児童も⼊場可能

※⽇本語ボランティアが参加予定

アジアにめざめたら：アートが変わる、世界が変
わる 1960-1990年代

独⽴⾏政法⼈
国⽴美術館東
京国⽴近代美

術館

2018/10/10 2018/12/24 東京都 千代⽥区

本展は、⽇本・韓国・シンガポールの国⽴美術館による共同企画であり、1960年
代から90年代の激動のアジアで誕⽣した実験的な美術の動向を、国の枠組みを超え
て⽐較・検討する初の試みです。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
(英語・中国語・韓国語）で併記したり、解説アプリ等を活⽤するなどし、外国⼈
の⽅にも楽しめる内容とする予定です。

⾼校⽣ニッポン⽂化⼤使２０１８
⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/6/27 2019/3/29 東京都 台東区

本プロジェクトは、「⽂化の祭典」でもある東京五輪のレガシーとして、次代の⽂
化を継承・創造する⾼校⽣が⽇本⽂化の伝道師役になり、⽂化資源を発掘し、その

 理解を深めたうえで、新たな魅⼒を世界へ発信する取組。
 ■事業の取り組み「⾼校による⽇本⽂化の発掘・発信」

 ■趣旨・⽬的
 ①⾼校⽣の視点での、⽇本の⽂化及び観光資源の発掘・発⾒

 ②⽇本各地の博物館や美術館の鑑賞機会の創出
 ③次代の⽇本⽂化を担う⾼校⽣の⼈材育成・国際交流

④我が国の⽂化の情報発信及び国家ブランドの構築

ニッポンたからものプロジェクト ― ⽇本遺産×
Live Art ―

⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/8/28 2019/3/10 神奈川県 伊勢原市

全国各地の⽂化財を活⽤して、⽇本遺産と伝統芸能の魅⼒を発信する公演を実施す
る。チラシ、WEBなどを⽇英表記にし、外国⼈にとってのアクセス環境を向上させ
る。

⽵⽥市総合⽂化ホール「グランツたけた」でつな
がる地域⽂化交流

⽵⽥市 2018/4/1 2019/3/31 ⼤分県 ⽵⽥市

⽵⽥市は瀧廉太郎ゆかりの地として、戦後間もない昭和２２年より「瀧廉太郎記念
⾳楽祭」を開催しており、多くの声楽家を輩出している。平成３０年１０⽉に新た
な⽂化芸術発信拠点として⽵⽥市総合⽂化ホール「グランツたけた」が開館する。
市⺠の芸術⽂化への参加の機運を醸成し、「市⺠が主役」の⽂化ホール運営、市⺠
参加、交流⼈⼝の増加を意識した事業の他、観光やまちづくり、国際交流、福祉、
教育、産業などの他分野との連携を本事業を通して実施する。具体的には、市⺠が
⽂化創造に参加する「グランツたけた廉太郎企画（創造事業）」、市⺠協働による
⽂化ホール運営を⽬指す「グランツたけた市⺠スタッフ会議（⼈材育成事業）」の
他、「グランツたけた芸・産学官連携事業（普及啓発事業）」の３本を柱に、市⺠
が「⽵⽥市総合⽂化ホール」に親しみ、市⺠の⽂化芸術活動意向を⾼め、⽵⽥市の
魅⼒を発信し、経済発展や国際交流も⾒据えた活性化の拠点を形成するものであ
る。

キッズプログラム2018「NEW OWNER」
公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2018/8/4 2018/8/5 神奈川県

横浜市中
区⼭下町

⽇本を代表する公⽴劇場の⼀つである当劇場は開館以来、継続してキッズプログラ
ムを実施。国内外の良質な演劇・ダンスなどの⽂化を常に発信している。⽂化芸術
を親⼦で楽しみながら、⼦供の多彩な成⻑を促し将来につながる観客を増やすと共
に、毎年、良質な作品を提供することでこれからの⽇本⽂化の底上げを狙う。昨年
に続きオーストラリアよりザ・ラスト・グレート・ハントを招聘し、親⼦で楽しめ

 る演⽬になっている。
また、公演会場には⾞椅⼦エリアが確保され、劇場にはエレベーターも完備されて
いるため、建物⼊⼝から⾞椅⼦席までストレスなくたどり着くことができる。

ぎふ未来⾳楽展
ふれあいファ
シリティズ

2018/9/9 2018/9/9 岐⾩県 岐⾩市

⽇本⼈⾳楽界の第⼀線で活躍する演奏家、作曲家たちによる未来志向のスペシャル
 ガラ・コンサート。

「⽇本の四季を未来の⾳楽にどう活かすか」「1000年後の世界にどのような⾳楽
が鳴り響いているか」をテーマに、今までにない⾳楽⽂化をクラリネット奏者、ト

 ランペット奏者、笙を⽤いて岐⾩から発信する取組である。
障害者にとってのバリアを取り除く取り組みについては、サラマンカホールには6
席分の⾞イススペースがあり、公演中はサラマンカホールスタッフが誘導、対応に
あたっている。どのお客様にも快適に⾳楽を聴いて頂く取組をしている。



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 第
2回定期演奏会

ふれあいファ
シリティズ

2018/11/20 2018/11/20 岐⾩県 岐⾩市

愛知県、岐⾩県、三重県を中⼼に弦楽カルテットの楽しさを広げる活動をしている
サラマンカホール・レジデント・カルテット。若⼿⾳楽家の育成と⾳楽の魅⼒を発
信するをコンセプトに、活動して2年⽬を迎える第2回定期演奏会。サラマンカホー
ルから、普段の活動の成果と共に若い⾳楽家のフレッシュな⾳楽の魅⼒を発信する

 取組である。
障害者にとってのバリアを取り除く取り組みについては、サラマンカホールには⾞
イス席が6席分ありどんな⽅でもコンサートにお越し頂ける。また、公演中はサラ
マンカホールスタッフが待機しており、誘導、お客様対応をしている。アシスト
フォンの準備もしており、⽿の不⾃由な⽅でも⾳楽を楽しめる準備をしている。

「⽺と鋼の森」を歩く
ふれあいファ
シリティズ

2018/12/2 2018/12/2 岐⾩県 岐⾩市

調律師と彼を取り巻く世界を温かく描いた、2016年本屋⼤賞受賞作「⽺と鋼の
森」。その作者である宮下奈都、国内外多くのステージで調律を⼿掛ける外⼭洋
司、⽇本とハンガリーの⾎を引く⼤⼈気ピアニスト⾦⼦三勇⼠によるトークセッ
ション付きピアノ・リサイタル。知られざる「調律」の世界と⾳楽による新たなる

 魅⼒、⽂化を発信する取組である。
障害者にとってのバリアを取り除く取り組みについては、サラマンカホールには6
席分の⾞イススペースがあり、どんな⽅でも⾳楽を楽しめる。またアシストフォン
の準備もしており⽿の不⾃由な⽅も楽しめるようにしている。公演中ではサラマン
カホールスタッフが待機しており、誘導、お客様案内を⾏い快適に公演が⾏えるよ
う努めている。

The Silver Tassie 銀杯
公益財団法⼈
せたがや⽂化

財団
2018/11/9 2018/11/25 東京都 世⽥⾕区

 英語版の公演情報ページを制作予定です。
公演期間中、舞台装置・⾐装や視覚に頼らなければわかりづらい場⾯などを説明す
る、視覚障害者のための事前舞台説明会を実施します。盲導⽝同伴で舞台鑑賞でき
る機会も提供します。聞こえにくい⽅のための⾳声サポート（イヤホンの貸出し）

 を⾏います。
当劇場は座席に⾞椅⼦スペースがあり、⾞椅⼦のままご観劇も可能です。お座席で
ご観劇になる場合も、スムーズにお席にご案内させていただきます。また、⾞椅⼦
⽤トイレも設けてございます。

⿃の演劇祭１１
⿃取県 ⽂化政

策課
2018/9/6 2018/9/23 ⿃取県 ⿃取市

 ・聴覚障がいのある⼈のためタブレットで⽂字情報を提供します。・タブレットによる⽂字
   情報提供は、英語訳もあります。・障がいのある⼈とない⼈とでつくる演劇を上演します。

 （事業概要）
⿃の劇場と地元のまちづくり団体の連携で開催する演劇祭「⿃の演劇祭」は、国内外の多種
多様な上演を、廃校を使った劇場を中⼼に古い街並みの残る美しい城下町“⿅野”の各所で開
催する、⾝近に舞台芸術に触れ、体験できる、地元の⼈たちも参加して作り上げる演劇祭で
す。「地⽅における舞台芸術」「地⽅からの⽂化の発信」に取り組みます。今年は、「⼈の
光を⾒るのが観光ならば、舞台を観るのは最⾼の観光だ！」をテーマに、演劇と⼈の関係を
さまざまに試み、多様な驚き、喜び、楽しさをお届けします。国内外のさまざまなジャンル
の優れた作品を上演に加え、劇場周辺の城下町エリアに演劇祭直営のショップやカフェ、展
⽰スペースなどを出店するなど、舞台芸術とともに地域の様々な⽂化に触れ合って楽しめま

 す。
また、各会場をつなぐ巡回バスを運⾏する予定です。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ください。聴覚障がいのある⽅で希望される⽅は、セリフが配信
されるタブレットを貸し出しますのでスタッフまでお申し出ください。英語訳の配信もあり
ます。

楽劇 Lifeいのち2018
Lifeいのち上演

実⾏委員会
2018/10/20 2019/1/20 広島県 広島市

 本公演は2部構成で上演される。
第１部では、⽇本の陶彩画家草場⼀壽⽒の作品「観⾳⼒」から着想を得、坂井けいが構成・
演出を⾏うオリジナルの楽劇（芝居・舞・歌）。「地球の誕⽣」から「⿓の住む世界」を経
て「天⼈（⼈間）が誕⽣」し、幸せな世界から⼀転、乱世の鎌倉時代へと場⾯が移り、⼀⼈
の若者が世相の混乱と⼰の葛藤の中からゆるがない「まこと」を⾒出すまでを描いている。
BGMには既成のメロディのほか、篠笛の第⼀⼈者鯉沼廣⾏⽒とジャズドラマーの折⽥新⽒の
⽣演奏（折⽥⽒は第⼀部はパーカッションで参加）が加わる。⽇本⾊豊かな内容は、太古か

 ら受け継がれてきた⽇本の⾵⼟や⽂化の魅⼒を⼗分に伝えることができる内容である。
第2部では、鯉沼⽒、折⽥⽒、坂井けいの3名による、今を⽣きるいのちの即興セッション。
篠笛とドラムという和洋の楽器とともに、踊りのジャンルにとらわれないパフォーマンスを
繰り広げる坂井けいが交わることで、あらゆる垣根を越えて、個々の命を尊重し輝きあって

 ⽣きていくことの素晴らしさを感じられるセッションとなるだろう。
 また、会場となる「BlueLive広島」は⾝障者の⼊場にも配慮したバリアフリーの施設であ
る。いのちをいただき⽣きているより多くの⼈たちに本公演にご来場いただき、⽬から・⽿
から・⽪膚から、命の尊さと⽣きることの素晴らしさを感じていただきたい。

熱帯樹
公益財団法⼈
せたがや⽂化

財団
2019/2/17 2019/3/8 東京都 世⽥⾕区

 英語版の公演情報ページを制作予定です。
公演期間中、舞台装置・⾐装や視覚に頼らなければわかりづらい場⾯などを説明す
る、視覚障害者のための事前舞台説明会を実施します。盲導⽝同伴で舞台鑑賞でき

 る機会も提供します。
当劇場は座席に⾞椅⼦スペースがあり、⾞椅⼦のままご観劇も可能です。お座席で
ご観劇になる場合も、スムーズにお席にご案内させていただきます。また、⾞椅⼦
⽤トイレも設けてございます。

チャイメリカ
公益財団法⼈
せたがや⽂化

財団
2019/2/3 2019/2/24 東京都 世⽥⾕区

 英語版の公演情報ページを制作予定です。
公演期間中、舞台装置・⾐装や視覚に頼らなければわかりづらい場⾯などを説明す
る、視覚障害者のための事前舞台説明会を実施します。盲導⽝同伴で舞台鑑賞でき
る機会も提供します。聞こえにくい⽅のための⾳声サポート（イヤホンの貸出し）

 を⾏います。
当劇場は座席に⾞椅⼦スペースがあり、⾞椅⼦のままご観劇も可能です。お座席で
ご観劇になる場合も、スムーズにお席にご案内させていただきます。また、⾞椅⼦
⽤トイレも設けてございます。
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場所

（県）
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（市区町村）
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2018ミス・ワイン
⼀般社団法⼈
ミスワイン

2018/7/27 2019/7/26 ⻑野県 千曲市

近年、⽇本のワインの消費量は過去最⼤を更新し、ワインを飲む⽂化が根付き始め
ています。その中で注⽬されている⽇本ワイン。⼭梨をはじめ⻑野や北海道など、
地元の特⾊を⽣かしたワインづくりによる地域活性化に⼒を⼊れる⾃治体も増えて
います。また、世界的なワインの国際コンクールで受賞するワインも出てくるなど
⽇本ワインのおいしさが世界へと⽻ばたいています。2018ミス・ワインでは、ワ
インの魅⼒を伝えるアンバサダーを⽇本⼤会で選出します。そして年間を通し、⽇
本のワイン⽂化を広げる活動を⾏うとともに、⾏政や企業などと連携し⽇本ワイン
とその⽣産地の魅⼒を国内だけでなく世界の多くの⽅に伝え、⽂化、産業、観光の
振興、そして地⽅活性化に貢献をしていきます。

世界⼀⾃由な空へ〜つばさに乗って⾏こう〜

⼀般社団法⼈ 
⼭形バリアフ
リー観光ツ

アーセンター

2018/7/25 2019/7/24 ⼭形県 南陽市

⼭形県南陽市にある南陽スカイパークは⽇本初のバリアフリースカイエリアとし
て、障がい者の⾞椅⼦でのパラグライダーそのフライト⾏っており、そのフライト
をメインとしたツアーを開催する。また、ツアー開催前に観光施設のバリアフリー
調査を⾏うことで、⾼齢や障がいの有無に関わらず、誰もが安⼼安全に観光を楽し
むことができるよう、情報収集を⾏い、観光だけでなく誰もが住みやすい街づくり
を⽬指す。さらに受け⼊れ態勢の強化として、市⺠の⽅を含む宿泊観光施設の⽅に
セミナーを⾏うことで、街全体、県全体でバリアフリーに対する知識を深め、バリ
アフリー観光の推進に繋げていく。また、熊野⼤社やワイナリー、⼣鶴の⾥などの
施設を⾒学していただき、外国⼈の⽅が訪れた際、⽇本の⽂化にも触れていただけ
るツアーとなっている。

第３回なんたん⾳楽フェスティバル
南丹市教育委

員会
2018/12/15 2018/12/15 京都府 南丹市

南丹市内で活動されている⾳楽団体を⼀堂に会し⽇頃の練習の成果を発揮していた
だくと共に、相互のコミュニケーションを⾏っていただき関係を深めることによっ
て⾳楽を通して地域⽂化の振興に寄与する事を⽬的とする。
また、⽇本の伝統芸能・⾳楽を推奨する事で、国内外に向けて⽇本の⽂化を発信す
る事とし、⾞椅⼦での観覧席の設置や、多⾔語でのチラシ・パンフレット作成な
ど、誰でも参加できる場の提供を⾏う

平成30年度 旧七⼣会池坊全国華道展
⼀般財団法⼈
池坊華道会

2018/11/7 2018/11/12 京都府 京都市

旧七⼣会（きゅうたなばたえ）は、古来より宮中で⾏われていた七⼣の花会をルー
ツにもつ、江⼾時代から続く伝統のいけばな展です。今年度は「WhatʼsIKEBANA?
いけばな⼤作戦」をテーマに、全国から池坊会員が京都に集い、京都髙島屋と池坊
の2会場に総数約1,500点の作品を展⽰します。
池坊最⼤のイベントとして、記念式典や華道関係物故者の追悼法要、⾼校⽣による
いけばな公開コンクール『Ikenobo花の甲⼦園2018全国⼤会』などの⾏事やイベ
ントをあわせて⾏います

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

2018/9/29 2018/9/29 京都府 ⻑岡京市

平成３０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⽒の指導のもと京都市⽴芸術⼤学⾳楽部・⼤学院管弦楽団
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。
指揮：⼤⾕⿇由美演奏：京都市⽴芸術⼤学⾳楽学部・⼤学院管弦楽団

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

2018/12/9 2018/12/9 京都府 ⻑岡京市

平成３０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。
指揮：⼭本貴嗣演奏：国⽂祭京都・記念オーケストラ

⻑岡京芸術劇場・⻑岡京室内アンサンブル 
ニューイヤーコンサート

⻑岡京芸術劇
場実⾏委員会

2019/2/2 2019/2/2 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
コンサート。
出演：⻑岡京室内アンサンブル

⻑岡京芸術劇場・オオサカ・シオン・ウインド・
オーケストラ吹奏楽コンサートwith中学校吹奏楽
部

⻑岡京芸術劇
場実⾏委員会

2019/2/16 2019/2/16 京都府 ⻑岡京市

平成30年度地域における舞台芸術振興・次世代体験推進事業／市⾳（しおん）の愛
称で市⺠の楽団として親しまれている国内有数の交響吹奏楽団と地元中学校吹奏楽
部とのコンサート
指揮：⻄村友演奏：オオサカシオン・ウインド・オーケストラ、地元中学校吹奏楽
部
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ICOM 京都⼤会プレイベント「明治古都館特別公
開」

京都国⽴博物
館

2018/7/27 2018/8/25 京都府 京都市

第25回国際博物館会議（ICOM）京都⼤会のプレイベントとして、明治古都館を特
別に公開します。
明治古都館の概要と現状、今後の改修・活⽤計画等の説明とあわせて、内部をご覧
いただきます。

特別企画 災害時のふろしき活⽤法
ふろしき研究

会
2018/8/4 2018/8/4 京都府  京都市

今こそ、ふろしきの出番。地震、⼤⾬・・。災害続きの今年。ふろしきの知恵を活
⽤したいもの。活⽤の幅を広げるため、知恵を出し合い、ふろしきにできることを
まとめていきたいと思います。備えておきたいふろしきについてなども盛り込みま
す。
◆備え◆⾝を守る◆避難する◆まとめる◆待機する
◆避難所など
場⾯を想定し、ふろしき包みや活⽤法を体験していただきます。

ふろしき包み結び指導者養成講座2018
ふろしき研究

会
2018/8/25 2018/8/25 東京都 港区

1コース）「指導者養成講座＜基礎編＞」10：00〜12：00出前講座に出向くため
の基礎知識など
２コース）「イベント演出法、展⽰とワークショップ」13：00〜14：00多様な
テーマで開催される催しへの出展時の対応
３コース）「英語で出前講座を！」急速に進む国際化に対応し、英語で講座をする
ために学んでいただきます。

ふろしき包み結び指導者養成講座2018
ふろしき研究

会
2018/9/2 2018/9/2 京都府 京都市

1コース）「指導者養成講座＜基礎編＞」10：00〜12：00出前講座に出向くため
の基礎知識など
２コース）「イベント演出法、展⽰とワークショップ」13：00〜14：00多様な
テーマで開催される催しへの出展時の対応
３コース）「英語で出前講座を！」急速に進む国際化に対応し、英語で講座をする
ために学んでいただきます。

第５回かながわ留学⽣⾳楽祭
⼀般財団法⼈ 
⺠主⾳楽協会

2018/12/8 2018/12/8 神奈川県 横浜市

本年横浜で5回⽬を迎える「かながわ留学⽣⾳楽祭」は、世界各国からの留学⽣と
⽇本の学⽣が⾳楽を通じて、国や⽂化の違いを理解し、友情を築いていくことを⽬
的とした国際交流イベントです。
留学⽣が伝統芸能や歌、楽器演奏、ダンスを披露する個⼈演⽬と共に、⽇本のポ
ピュラーソングを出演者全員で歌とダンスで作り上げるワールドステージがありま
す。
外国の⽅にもわかりやすいようチラシ、パンフレットには英語を併記します。

みなと新潟「光の響演2018」

みなと新潟
「光の響演

2018」開催実
⾏委員会

2018/9/14 2018/9/17 新潟県 新潟市

9／14(⾦)〜17(⽉・祝)光を楽しむ4⽇間みなと新潟「光の響演2018」
新潟市歴史博物館みなとぴあをメイン会場に、プロジェクションマッピングや光・
映像と⾳楽・踊りのコラボレーションステージ、光や映像の体験型ワークショップ
を実施します。また、みなとまち新潟の代表的な景観エリアの⼀つであるみなと・
さがんでは、光のモニュメントやサーチライトでのライトアップを⾏います。幻想
的な光に包まれる「みなと新潟『光の響演2018』」に是⾮お越しください。

第２０回豊橋歌謡コンクール 豊橋歌謡連盟 2018/8/26 2018/8/26 愛知県 豊橋市

地域の中⾼齢者がカラオケ教室などで練習した⽇本のポップス、歌謡曲や艶歌など
から得意の曲⽬を選んで披露するコンクール形式の⼤会です。また、それぞれの部
⾨を設けて、審査員の審査により上位には励みとして、愛知県知事賞などを交付し
ています。
開催場所は、エレベータが設置されており段差はなくホールに楽に⼊れるように
なっている。またホールには⾞椅⼦スペースを設けており障害のある⽅にも楽しん
でいただける会場となっております。

第５９回⻄尾市美術展 ⻄尾⽂化協会 2018/10/19 2018/10/21 愛知県 ⻄尾市

⽇本画・洋画・彫塑・⼯芸・書・写真・デザイン・⽔墨画の９部⾨の美術作品を公
募・展⽰し地域⽂化の向上と発展に努める事業です。会場は、⾞椅⼦専⽤駐⾞場が
ありバリアフリーとなっているため障害者の⽅も多くの作品をじっくり鑑賞できる
と思います。

平成３０年度⼤正琴定期演奏会
公益社団法⼈ 
⼤正琴協会

2018/9/29 2018/9/29 ⻑野県 ⻑野市

⼤正初期に名古屋で⽣まれた⽇本固有の楽器⼤正琴を使った⽣涯学習活動により⽣
徒が⾳楽⽂化に親しみ、これにより豊かになっている⼈⽣を披露する⽬的で演奏会
を開催します。
今年度の出演は、⼀般の部15団体約600名、指導者の部3団体約40名で、当協会の
正会員（指導者）による⾼度な技法、⾳楽表現に優れた演奏を披露し、⽇本⽂化と
しての⼤正琴⾳楽⽂化の地位向上を図り、より多くの⽅々にその魅⼒をＰＲしま
す。
定期演奏会場は、バリアフリー対応のホクト⽂化ホールで⾞いす観覧席も確保して
います。
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⽵の響きVOL.5「管管共響」〜洋々たる奏楽の⾳
〜

都⼭流尺⼋峰
⼭会

2018/10/19 2018/10/19 愛知県
名古屋市

中区

⾼⽔準の尺⼋⾳楽を創造発信することで、より広く⼀般のかたに尺⼋⾳楽の魅⼒を
お伝えし、⽂化向上および⽇本⽂化発展のために寄与することを⽬的に開催。この
⽬的を達成する為に、⽵の響きVOL.5「管管共響」〜洋々たる奏楽の⾳〜と題し、
古来、⽇本の伝統楽器である尺⼋とヨーロッパ⽂化における洋楽器とのコラボレー
ションを試みるもので、「尺⼋と笙」「尺⼋とフルート」「尺⼋とファゴット」な
ど、全国的にも斬新なプログラムである。特に⽔野みか⼦⽒の新作「尺⼋とファ
ゴット」⼆重奏は、世界初演の画期的な組み合わせで、⽊管楽器と⽵製楽器による
響きが、どのようなものか期待される。これに加え、⼆管の独奏尺⼋と合奏群によ
る尺⼋アンサンブル曲などを上演。客演には、第⼀線で活躍中の⾼⽊綾⼦、東野珠
実、⼤津敦、⻘⽊鈴慕。出演は、野村峰⼭に師事する各⾳楽⼤学卒業⽣。また、こ
の公演には⾝障者の⽅にも鑑賞できるスペースをご⽤意し、バリアフリーにも取り
組んでいます。

２０１８第４２回公募森⼼会展 森⼼会 2018/7/24 2018/7/29 愛知県 稲沢市

森⼼会では、毎年稲沢市荻須記念美術館で公募森⼼会展を開催しています。事業に
積極的に取り組み、美術の発展と互いの技術向上並びに相互の親睦を図り、稲沢の
美術⽂化の発展と普及に貢献することを⽬的に活動しています。
【対象】
稲沢市内在住または在勤者、あるいは稲沢で指導を受けている⽅、⽇本画・洋画・
⽔墨画・ちぎり絵美術作品の制作活動をされている⽅を公募して開催しています。
美術館⼊⼝にはスロープがあり、建物内はバリアフリーになっており、そのうえ作
品は１階に展⽰されているため障害者の⽅も多くの美術作品を⽬の当たりにして感
動することでしょう。

MOA美術館茨城県児童作品展
MOA美術館茨
城県児童作品
展実⾏委員会

2018/10/17 2018/10/21 茨城県 ⽔⼾市

MOA美術館（静岡県熱海市・運営は公益財団法⼈岡⽥茂吉美術⽂化財団）では，⽇
本及び東洋における優れた美術品を公開し，各地においても美術展を開催しており
ます。また，⽇本の伝統芸能の振興や優秀な芸術家の輩出を願っての育成も積極的
に進めております。
児童作品展は，⽇頃⼦どもたちの創作活動を奨励することで，「社会の変化に⾃ら
対応できる⼼豊かな⼈間の育成」「⾃ら学び⾃ら考える⼒などの⽣きる⼒の育成」
「伝統と⽂化を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与」など，⼦どもの健全なる成
⻑を願い，社会教育ならびに情操教育の⼀端を担うことを⽬的として，地域で実⾏
委員会を組織し，ボランティアを募り，全国ネットで児童作品展に取り組んでおり
ます。
なお，本作品展は，バリアフリー対応の会場で実施する。

MOA美術館かすみがうら市児童作品展

MOA美術館か
すみがうら市
児童作品展実

⾏委員会

2018/11/4 2018/11/18 茨城県
⼟浦市，
かすみが
うら市

MOA美術館（静岡県熱海市・運営は公益財団法⼈岡⽥茂吉美術⽂化財団）では，⽇
本及び東洋における優れた美術品を公開し，各地においても美術展を開催しており
ます。また，⽇本の伝統芸能の振興や優秀な芸術家の輩出を願っての育成も積極的
に進めております。
児童作品展は，⽇頃⼦どもたちの創作活動を奨励することで，「社会の変化に⾃ら
対応できる⼼豊かな⼈間の育成」「⾃ら学び⾃ら考える⼒などの⽣きる⼒の育成」
「伝統と⽂化を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与」など，⼦どもの健全なる成
⻑を願い，社会教育ならびに情操教育の⼀端を担うことを⽬的として，地域で実⾏
委員会を組織し，ボランティアを募り，全国ネットで児童作品展に取り組んでおり
ます。
なお，本作品展は，バリアフリー対応の会場で実施する。

MOA美術館⿅⾏地域児童作品展

MOA美術館⿅
⾏地域児童作
品展実⾏委員

会

2018/11/15 2018/11/24 茨城県 神栖市

MOA美術館（静岡県熱海市・運営は公益財団法⼈岡⽥茂吉美術⽂化財団）では，⽇
本及び東洋における優れた美術品を公開し，各地においても美術展を開催しており
ます。また，⽇本の伝統芸能の振興や優秀な芸術家の輩出を願っての育成も積極的
に進めております。
児童作品展は，⽇頃⼦どもたちの創作活動を奨励することで，「社会の変化に⾃ら
対応できる⼼豊かな⼈間の育成」「⾃ら学び⾃ら考える⼒などの⽣きる⼒の育成」
「伝統と⽂化を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与」など，⼦どもの健全なる成
⻑を願い，社会教育ならびに情操教育の⼀端を担うことを⽬的として，地域で実⾏
委員会を組織し，ボランティアを募り，全国ネットで児童作品展に取り組んでおり
ます。
なお，本作品展は，バリアフリー対応の会場で実施する。

MOA美術館取⼿市児童作品展
MOA美術館取
⼿市児童作品
展実⾏委員会

2018/10/6 2018/10/14 茨城県 取⼿市

MOA美術館（静岡県熱海市・運営は公益財団法⼈岡⽥茂吉美術⽂化財団）では，⽇
本及び東洋における優れた美術品を公開し，各地においても美術展を開催しており
ます。また，⽇本の伝統芸能の振興や優秀な芸術家の輩出を願っての育成も積極的
に進めております。
児童作品展は，⽇頃⼦どもたちの創作活動を奨励することで，「社会の変化に⾃ら
対応できる⼼豊かな⼈間の育成」「⾃ら学び⾃ら考える⼒などの⽣きる⼒の育成」
「伝統と⽂化を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与」など，⼦どもの健全なる成
⻑を願い，社会教育ならびに情操教育の⼀端を担うことを⽬的として，地域で実⾏
委員会を組織し，ボランティアを募り，全国ネットで児童作品展に取り組んでおり
ます。
なお，本作品展は，バリアフリー対応の会場で実施する。
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MOA美術館⼟浦市児童作品展
MOA美術館⼟
浦市児童作品
展実⾏委員会

2018/11/17 2018/11/24 茨城県 ⼟浦市

MOA美術館（静岡県熱海市・運営は公益財団法⼈岡⽥茂吉美術⽂化財団）では，⽇
本及び東洋における優れた美術品を公開し，各地においても美術展を開催しており
ます。また，⽇本の伝統芸能の振興や優秀な芸術家の輩出を願っての育成も積極的
に進めております。
児童作品展は，⽇頃⼦どもたちの創作活動を奨励することで，「社会の変化に⾃ら
対応できる⼼豊かな⼈間の育成」「⾃ら学び⾃ら考える⼒などの⽣きる⼒の育成」
「伝統と⽂化を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与」など，⼦どもの健全なる成
⻑を願い，社会教育ならびに情操教育の⼀端を担うことを⽬的として，地域で実⾏
委員会を組織し，ボランティアを募り，全国ネットで児童作品展に取り組んでおり
ます。
なお，本作品展は，バリアフリー対応の会場で実施する。

第１２回かさま新栗まつり 笠間市 2018/9/29 2018/9/30 茨城県 笠間市

全国でも有数の栗産地として更に発展するため，栗⽣産農家，菓⼦業者，陶芸家等
が⼀体となり，栗に関連する様々な情報を幅広く発信し，消費者等と相互交流する
ことで，栗に関する理解と関⼼を⾼め，笠間ブランドの確⽴と地域産業の振興に寄
与することを⽬的に開催する。
また，会場はバリアフリーに対応の笠間芸術の森公園で実施する。

第42回潮来市⺠⽂化祭
潮来市教育委

員会
2018/11/9 2018/11/11 茨城県 潮来市 潮来市⺠による⼯芸品等の展⽰及び演奏等の発表を実施します。

なお，本⽂化祭はバリアフリー対応の会場で実施します。

第71回⼟浦市美術展覧会
⼟浦市美術展

委員会
2018/11/8 2018/11/18 茨城県 ⼟浦市

７１年⽬を迎える⼟浦市美術展覧会は県内で最も歴史がある公募型の展覧会です。
第７０回は⼟浦市⺠ギャラリーオープニング展第２弾として開催しました。
⽇本画・洋画・彫刻・美術⼯芸・書・写真・デザインの７部⾨の作品を募集し、⾼
校⽣から⼀般の⽅まで出品が可能です。
なお，本展覧会はバリアフリー対応の会場で実施します。

第21回「⼟浦薪能」
⼟浦薪能倶楽

部
2018/10/2 2018/10/2 茨城県 ⼟浦市

「⼟浦薪能」は，⼟浦城址東櫓の竣⼯記念として，平成１０年から開催しており，
本年度は第２１回⽬を迎えます。
公演は，野村万作⽒，梅若実⽒，⼤倉源次郎⽒，三島元太郎⽒という４名の⼈間国
宝の先⽣に加え，野村萬斎⽒をお迎えしての，豪華絢爛な能楽座による公演です。
篝⽕に照らされる⼟浦城址と松を背景に，幽⽞美あふれる古典芸能をご堪能いただ
けます。
なお，公演はバリアフリー対応の会場で実施する。

第４回 早⽥・鷺⼭・⻑良⻄⽂化芸術祭 夏休み
企画 清流ザ・エンターテイメントショー

（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/8/25 2018/8/25 岐⾩県 岐⾩市

ぎふ清流⽂化プラザが地域における⽂化交流の拠点となることを⽬的として、地元
⾃治会との連携イベントを開催。夏休み企画として、パフォーマーを招いたマジッ
ク、サーカス、ものまねショーを開催し、年齢や障がいのあるなしにかかわらず、
地域の皆さんに楽しんでいただく１⽇として開催する。なお、ホールには⾞椅⼦ス
ペースもご⽤意しておりますので、障がいのある⽅、ご⾼齢の⽅でも気軽にご鑑賞
いただけます。

学校と連携した⼦ども芸術体験活動
- 地域の記憶を刻む

Ｓｗｉｎｇ－
Ｂｙ

2018/7/1 2019/2/28 宮崎県
⾼鍋町、
⾨川町、
宮崎市

学校と連携し、地域にひらかれた⼦ども芸術体験ワークショップを実施することを
通して、若⼿芸術家の参加を保証するアーティスト・イン・レジデンスの機会を、
町の機関と横断的に連携して創出し次世代の若⼿芸術家の育成を促すとともに、学
校を拠点に展開できるモデルを⽰すことで地域住⺠の参加を促す機会を創出する。
その際、町を挙げて魅⼒化に取り組む学校と廃校予定の学校を選出し、場のちから
を活かしてアーティストの創造性を刺激する。さらに、異なる分野のアーティスト
が交流する次世代育成フォーラムを⾏うことを通して、継続的で発展性のある事業
展開を図る。なお、会場はバリアフリー化されており、障がい者を含めどなたでも
参加できるよう配慮している。

ムーブメント・アート・インみやざき2019
〜第10回記念スクールダンスコンクール〜

ムーブメン
ト・アート・
インみやざき
実⾏委員会

2019/1/25 2019/1/26 宮崎県 宮崎市

本事業は、平成30年度で第32回の開催となるダンス公演「ムーブメント・アー
ト・インみやざき」の主内容の⼀つである。趣旨・⽬的は、⼩・中学⽣、特別⽀援
学校（⼩・中学部）の児童・⽣徒が、全国⼩・中学校リズムダンスふれあいコン
クール（後援：内閣府、⽂部科学省）を視野に、⽇頃の練習の成果を披露する場を
提供することである。
⼩・中学⽣、特別⽀援学校（⼩・中学部）の児童・⽣徒が、各発達段階にふさわし
く⼯夫したパフォーマンスを通して、それぞれにやわらかな⾃⼰の開⽰と⾃⼰実現
を図る場を提供することや、児童・⽣徒が地域⽂化を担う⼀⼈として、⾝近な⽂化
施設を主体的に利⽤する機会を提供することである。会場となる⽂化施設であるメ
ディキット県⺠⽂化センターは、障がい者にも配慮した施設となっている。
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マイナーズ定期シリーズ「秋⾵」
第12回佐賀定期演奏会

ザ・トロン
ボーンアンサ
ンブルマイ

ナーズ

2018/10/27 2018/10/27 佐賀県 佐賀市

第１部は東京オリンピック・パラリンピックにちなんで「オリンピックファン
ファーレ」からはじまり「トウキョウトリプティック」などトロンボーンオリジナ
ル曲を演奏します。第２部は幕末維新博覧会開催中とあり、幕末から明治にちなん
だ曲を多数演奏します。⼤河ドラマ「⻄郷どん」テーマからはじまり、その時代に
流⾏したといわれるフォスターの名曲たちを演奏します。
（障がい者にとってのバリアを取り除く取組）
スロープのある会場での実施、⾞いす席を⽤意予定

世界ゴールド祭2018

埼⽟県、公益
財団法⼈埼⽟
県芸術⽂化振

興財団

2018/9/21 2018/10/8 埼⽟県
さいたま
市中央区

⾼齢社会において芸術⽂化、劇場は何ができるのか。各国で⾼まるシニア世代の芸
術活動に関わる⼈々の交流と発展を⽬指す企画。当劇場「さいたまゴールド・シア
ター」や「ゴールド・アーツ・クラブ」による公演、イギリス、オーストラリア、
シンガポールからの招聘公演、関連ワークショップを実施。⾼齢社会での芸術⽂化
の可能性を探究する国内外の先駆的な取り組みに関するシンポジウムも開催。会場
では⾞いす観覧席を確保し、補助スタッフも配置。シンポジウム等では同時、逐次
通訳を導⼊。公演によっては字幕も検討中。

“TODA”から発信する⾳楽の⼒ Toda Music 
WonderlandConcert 〜⾳楽の冒険〜

Toda Music 
Wonderland

2019/2/3 2019/2/3 埼⽟県 ⼾⽥市

埼⽟県⼾⽥市在住の⾳楽家がプロデュースするコンサートであり、⽇本の⺠族楽器
の魅⼒や⽂化を広める取り組みです。第1部はミュージカル
「SalsaDeWinderland」を通じて、⽇本⼈がラテン⾳楽の国に旅をして⾳楽を通じ
て⼼の交流していきます。第2部では本格的なラテンバンドと津軽三味線のコラボ
レーションやワークショップ参加の皆さんのダンスや合唱をお楽しみいただく内容
です。会場はバリアフリー対応で⾞いす観覧席も確保します。

プロと楽しむこども⾳楽会
こども⾳楽
ドットコム

2018/11/14 2018/11/14 埼⽟県 和光市

「こども⾳楽ドットコム」は「こどもに⾳楽を」の考え⽅に賛同した⼈達のボラン
ティア団体です。芸術性の⾼い⾳楽を聴いてもらうだけではなく、より多くのこど
も達が参加しやすいように、かつ楽しめるようにプログラムを⼯夫しております。
⼀部では「うずら児童＆わこうっこ合唱団」に発表の機会を設けます。⼆部では、
プロの演奏家がサンサーンスの「⽩⿃」などを演奏します。加えてこども達が知っ
ている曲をみんなで歌い、リズムのある曲は各⾃が家から持ってきた楽器やマラカ
スで合奏します。三部の体験コーナーでは、こども⽤のジャンベやカホーンなどを
⽤意し、こども達が実際に楽器に触れて、⾳を出してみます。会場はバリアフリー
対応で、⾞いす観覧席も確保しています。

こまつ座「⺟と暮せば」
公益財団法⼈
草加市⽂化協

会
2018/12/8 2018/12/8 埼⽟県 草加市

⽇本を代表する劇団、こまつ座の新作「⺟と暮せば」の公演を実施します。本作品
は、故・井上ひさしの「⻑崎の⺟と息⼦の⼆⼈芝居を作りたい」という構想を受け
継ぎ、終戦70年の節⽬となる2015年に、⼭⽥洋次監督が⾃ら脚本を⼿がけた映画
「⺟と暮せば」の舞台版です。⼩説家・劇作家・放送作家として活躍した井上ひさ
しは、時代物やSF作品など多彩なテーマを題材として作品を描きましたが、中で
も、戦時下での市井の⼈たちの⽣活を描いた作品を数多く残しています。戦争の苦
難の中でもたくましく⽣き抜いた⼈々の⼒強さや、悲惨な戦争の中でも忘れ去られ
なかった優しさを、物語を通じて感じていただける渾⾝の⼀作です。会場はバリア
フリー対応で⾞いす観覧席も確保します。

第41回⽇本スリーデーマーチ

東松⼭市、⼀般社
団法⼈⽇本ウオー
キング協会、埼⽟
県、東松⼭市教育
委員会、NPO法⼈
埼⽟県ウオーキン
グ協会、朝⽇新聞

2018/11/2 2018/11/4 埼⽟県 東松⼭市

国内最⼤、世界2位の規模のウォーキング⼤会を⾃然豊かな東松⼭市で開催しま
す。参加者同⼠のふれあいを楽しみながら⾃由に歩く国際的なウォーキングの祭典
であり、毎年世界各国・各地域からウォーカーが集まります。５kmから５０kmま
での全６コースで各⽇違うルートが設定されているため、３⽇間通して楽しむこと
ができます。世界無形⽂化遺産である和紙の⾥を歩くコースやボランティアのサ
ポートにより障害のある⽅や⾼齢者も安⼼して歩けるコースも設置し、多くの⽅に
参加していただけるイベントです。また、多国語の通訳を配置することにより海外
の⽅も楽しめるようになっています。

おおわらい狂⾔教室
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/10/18 2018/10/18 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、藤樹の
⾥⽂化芸術会館と共に当該事業を実施する。狂⾔のワークショップを開催し、若年
層が伝統芸能に親しむ機会を提供することで、幅広い世代の関⼼を⾼めるととも
に、次代の地域⽂化を担う⼈材の育成を図る。
会場内には、多⽬的トイレや⾞いす席が設置されている。

平和堂財団芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズ
vol.21 Peace with Music,Music with Pigeon
鳩の⾳楽会２０１８

公益財団法⼈ 
平和堂財団

2018/9/22 2018/9/22 滋賀県 彦根市

滋賀県の⽂化・芸術の振興を図るため、平和堂財団が助成した次世代を担う⾳楽部
⾨の新進演奏家たちに、⽇頃の活動の成果を発表する場を提供し、演奏者の芸術追
及への意欲の向上を図るとともに、広く県⺠に紹介する。
事業が開催される各施設は、バリアフリー機能を備えた施設も多く、様々な⽅々に
⾳楽会を楽しんでいただけるよう配慮している。
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平和堂財団芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズ
vol.21 Peace with Music,Music with Pigeon
鳩の⾳楽会２０１８

公益財団法⼈ 
平和堂財団

2018/9/24 2018/9/24 滋賀県 ⼤津市

滋賀県の⽂化・芸術の振興を図るため、平和堂財団が助成した次世代を担う⾳楽部
⾨の新進演奏家たちに、⽇頃の活動の成果を発表する場を提供し、演奏者の芸術追
及への意欲の向上を図るとともに、広く県⺠に紹介する。
事業が開催される各施設は、バリアフリー機能を備えた施設も多く、様々な⽅々に
⾳楽会を楽しんでいただけるよう配慮している。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第78回⾼島市
美術協会展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/21 2018/10/28 滋賀県 ⾼島市 平⾯・書・⽴体・⼯芸・写真の５部⾨の美術協会会員による作品展⽰。会場はバリ

アフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第63回近江⼋
幡市美術展覧会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/12 2018/12/16 滋賀県

近江⼋幡
市

本展覧会は、広く市⺠の芸術への関⼼を⾼め、明るく楽しい⽂化⽣活を実現するこ
とを⽬的として開催する。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑
賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第49回守⼭市
美術展覧会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/29 2018/10/7 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に開催。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し、鑑賞する。会場はバリアフリー施設が
整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第50回⼋⽇市
フォトクラブ写真展

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/7 2018/11/11 滋賀県 東近江市 クラブ会員の作品展⽰と⼀般参加者の⽉例会・撮影会などの写真作品の展⽰。会場

はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 滋賀⼤学オー
ケストラ第35回定期演奏会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/24 2018/11/24 滋賀県 彦根市

定期演奏会を通して地域の⼈々との交流を図り、⽂化発展に貢献することにより
「地域に根付いたオーケストラ」を実現する。学術だけでなく⽂化の発信地として
のオーケストラを⽬指し開催。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々
に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第67回芸能⽂
化祭

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/21 2018/10/21 滋賀県 ⻑浜市 ⽇本の伝統芸能である邦楽演奏（箏・尺⼋）・⽇本舞踊・詩吟の発表会。会場はバ

リアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第６３回宗鑑
忌俳句⼤会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/26 2018/10/26 滋賀県 草津市

郷⼟の⽂⼈、「⼭﨑宗鑑」翁の業績を顕彰し、俳句⼤会を開催することにより郷⼟
⽂化の向上と振興を図る。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑
賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 アートフェス
タくさつ２０１８

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/20 2018/10/20 滋賀県 草津市

アートワークショップ、クリエーターズマーケット、フードマーケット、野外映画
上映。⼦どもたちを対象に⾳楽や美術などのアートを体験できるワークショップを
開催。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことがで
きる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 滋賀で舞と地
歌を楽しむ会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/21 2018/10/21 滋賀県 ⼤津市

⽇本の古典芸能でりあり、特に上⽅で発展した地歌と地歌舞伎を多くの⽅々に理解
を求め啓発を⽬的に開催。舞５題と地歌の演奏琵琶演奏と語りの上演。会場はバリ
アフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 ⽇本⺠謡晃和
会第３４回⺠謡まつり

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/23 2018/9/23 滋賀県 ⼤津市 ⺠謡、三味線、⺠話、銭太⿎、盆踊り、尺⼋の会員の発表の場として開催。会場は

バリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第68回（平成
30年度）彦根市秋の⽂化祭

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/1 2018/12/2 滋賀県 彦根市

市⺠が多様な分野の⽂化芸術に接する機会を提供するとともに、⽂化活動の⾼揚と
市⺠⽂化の創造を図り、市⺠の積極的な参加を促すことで市⺠憲章の精神に添った
⽂化の⾹り⾼いまちづくりに寄与する⽬的で、作品展⽰・発表、演劇鑑賞、⽂芸発
表などの各種の催しを市内各所において多彩に開催する。会場はバリアフリー施設
が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。
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第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第14回東近江
市芸術⽂化祭

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/9/15 2018/12/15 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ことを⽬的に開催。会場は
バリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第14回東近江
市芸術⽂化祭「こどもフェスティバル」

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/20 2018/10/20 滋賀県 東近江市 体操、ダンス、舞踏、楽器演奏、合唱、演劇等の発表会。会場はバリアフリー施設

が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第14回東近江
市芸術⽂化祭「芸能フェスティバル」

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/23 2018/11/23 滋賀県 東近江市 市⺠の意欲的な舞台芸術活動を奨励する⽬的で開催。会場はバリアフリー施設が

整っており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第48回⼭東⽂
化祭

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/3 2018/11/4 滋賀県 ⽶原市

⾝近な⽂化にふれ、鑑賞していただくとともに市⺠のふれあいを⽬的に、市⺠およ
び⽂化協会加盟団体による成果発表と展⽰を開催。会場はバリアフリー施設が整っ
ており、多くの⽅々に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第１３回東近
江市⽂化団体連合会「⽂化展」

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/12/4 2018/12/9 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ことを⽬的に、市内７地区
⽂化協会合同作品展⽰を開催。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々
に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第１５回湖南
市⽂化祭

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/27 2018/10/28 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する。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々
に鑑賞いただくことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第４回⻯王町
⽂化きらめきフェア

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/11/2 2018/11/4 滋賀県 ⻯王町

住⺠が⽇頃の⽂化芸術に関する意欲的な創作活動の成果を広く発表するとともに、
地域の魅⼒ある⽂化振興に対する取り組みを紹介し、創る⼈と鑑賞する⼈との出会
いの場を創出することで、さらなる⽂化芸術への意欲の⾼揚を図ることを⽬的と
し、開催する。会場はバリアフリー施設が整っており、多くの⽅々に鑑賞いただく
ことができる。

第48回滋賀県芸術⽂化祭参加事業 第５６回草津
市美術展覧会

滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/10/6 2018/10/14 滋賀県 草津市

⽇々の創作活動を奨励し、また美術作品の発表と鑑賞の機会を設け、⽂化の振興を
図ることを⽬的とする。⽇本画・洋画・彫刻・⼯芸・書・写真の各部⾨において、
作品を募集し、⼊選作品を展⽰する。会場はバリアフリー施設が整っており、多く
の⽅々に鑑賞いただくことができる。

⼦どものための管弦楽教室 第１５回
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/3/24 2019/3/24 滋賀県 ⼤津市

⼦どもたちが楽しみながら学べるのはもちろんのこと、⼤⼈も⼀緒にオーケストラ
についての知識や理解を深められる公演として好評のシリーズ15回⽬。⽇本を代表
する指揮者飯守泰次郎と関⻄フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお贈りしますな
お、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のな
いように職員が案内して対応します。

びわ湖ホールプロデュースオペラ ワーグナー作
曲「ジークフリート」

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/3/2 2019/3/3 滋賀県 ⼤津市

“創造する劇場”として情報発信を⽬指すびわ湖ホールが総⼒を挙げて制作するプロ
デュースオペラでは、オペラ作品の中でもひときわ異彩を放つワーグナーの⼤作≪
ニーベルングの指環≫四部作を４年かけて制作しています。今年は３年⽬にあた
り、第２⽇『ジークフリート』を新制作します。なお、障害者対応として、会場の
バリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応し
ます。

マリー・アントワネットが愛でたベルサイユの肖
像
〜中野振⼀郎が贈る⽢美なクラヴサンの世界〜

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/2/16 2019/2/16 滋賀県 ⼤津市

国際的に活躍し、⻑年にわたり古楽シーンを牽引し続けているチェンバロ奏者、中
野振⼀郎の演奏とトークによる公演をお届けします。チェンバロはびわ湖ホール所
有のフォン・ナーゲルを使⽤し、フランス・ヴェルサイユにて花開いたフランスの
サロン⽂化をお届けします。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を
図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。
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びわ湖ホール声楽アンサンブル東京公演 vol.10
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/2/11 2019/2/11 東京都 台東区

びわ湖ホールの創造活動の核として設⽴されたホール専属の「びわ湖ホール声楽ア
ンサンブル」が滋賀県の魅⼒を広く全国に発信するため実施する東京公演第10弾。
びわ湖ホール声楽アンサンブル桂冠指揮者本⼭秀毅の指揮で、バッハの傑作⼩ミサ
曲とヘンデルの若き⽇の⼒強い代表作、⾊褪せない不滅のバロック声楽曲を紹介し
ます。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は
不便のないように職員が案内して対応します。

華麗なるオーケストラの世界 vol.1
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/2/10 2019/2/10 滋賀県 ⼤津市

オーケストラによる名曲シリーズ第4弾。今回はヨーロッパの歌劇場で多くの舞台
に⽴つ指揮者阪哲朗と⼤津出⾝で2017年ミュンヘン国際⾳楽コンクールピアノ部
⾨で第3位に⼊賞した久末航を迎えて華麗なるオーケストラの名曲をお贈りしま
す。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不
便のないように職員が案内して対応します。

びわ湖ホール声楽アンサンブル第６８回定期公演
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/2/9 2019/2/9 滋賀県 ⼤津市

びわ湖ホールの創造活動の核として設⽴されたホール専属の「びわ湖ホール声楽ア
ンサンブル」の第68回定期公演。びわ湖ホール声楽アンサンブル桂冠指揮者本⼭秀
毅の指揮で、バッハの傑作⼩ミサ曲とヘンデルの若き⽇の⼒強い代表作、⾊褪せな
い不滅のバロック声楽曲を紹介します。なお、障害者対応として、会場のバリアフ
リー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。

びわ湖ホールオペラへの招待 林光作曲 オペラ
「森は⽣きている」

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/1/19 2019/1/20 滋賀県 ⼤津市

平成28年度から３年かけて〈みんなで作ろう！林光作曲オペラ『森は⽣きてい
る』〉として短縮版を県内各地域で上演しており、３年⽬の集⼤成として、びわ湖
ホールでフルバージョンを上演します。平成28年度から30年度まで県内各地で出
演した合唱団も出演予定です。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を
図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。

神尾真由⼦ヴァイオリン・リサイタル
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/1/14 2019/1/14 滋賀県 ⼤津市

2007年にチャイコフスキー国際コンクールで優勝し、聴く者を魅了する演奏家と
して世界で活躍を続ける神尾真由⼦と同コンクール最⾼位⼊賞のピアノ、ミロスラ
フ・クルティシェフと共に、ヴァイオリンの名曲プログラムをお届けします。な
お、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のな
いように職員が案内して対応します。

紺野美沙⼦の朗読座「源⽒物語の語りを楽しむ」
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/1/5 2019/1/5 滋賀県 ⼤津市

様々なジャンルのアートと朗読を組み合わせたパフォーマンスで⼈気の＜紺野美沙
⼦の朗読座＞をびわ湖ホールで開催します。今回は⼆⼗五絃箏奏者の中井智弥と共
に「源⽒物語」をお贈りします。朗読だけでなく、前半にはレクチャートークを⾏
い、あらゆる世代に古典作品を気軽にお楽しみいただきます。なお、障害者対応と
して、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案
内して対応します。

びわ湖ホール四⼤テノール 新春コンサート
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/1/6 2019/1/6 滋賀県 ⼤津市

これまでびわ湖ホールで⾏った6回のホール公演(⼩ホール4回、中ホール4回)を全
て完売。2016年2⽉の兵庫県⽴芸術⽂化センター公演でも瞬く間に3,500名を動
員。来年3⽉の同センター⼩ホール公演は発売後わずか40分で完売するなど、驚異
的な⼈気を誇る四⼤テノールが満を持してびわ湖ホールの⼤ホールに登場します。
オペラのソリストとして活躍する歌⼿ならではのハイレベルな歌唱と、関⻄ならで
はの笑いをたっぷり交えた楽しいステージを新春にお届けします。なお、障害者対
応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員
が案内して対応します。

⼭中千尋ニューヨーク・トリオ
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/11/4 2018/11/4 滋賀県 ⼤津市

⽇本を代表するジャズピアニストである⼭中千尋が、本場ニューヨークのメンバー
を引き連れ、びわ湖ホールに３年振りに登場します。今回は、⽣誕120周年を迎え
るジョージ・ガーシュウィンの楽曲をはじめ、クラシック作品のジャズ・アレンジ
やスタンダード・ナンバー、⼭中千尋のオリジナル作品までバラエティ豊かにお贈
りします。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の
際は不便のないように職員が案内して対応します。

びわ湖ホール声楽アンサンブル第６７回定期公演
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/10/27 2018/10/27 滋賀県 ⼤津市

びわ湖ホールの創造活動の核として設⽴されたホール専属の「びわ湖ホール声楽ア
ンサンブル」の第67回定期公演。今回はびわ湖ホール声楽アンサンブル指揮者⼤川
修司により、⽇本各地の⺠謡や唱歌を混声合唱の編曲版で演奏し、永く唄い継がれ
てきた⽇本⾳楽の原点を混声合唱による新たな魅⼒で紹介します。なお、障害者対
応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員
が案内して対応します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

現代能楽集「⽵取」
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/10/21 2018/10/21 滋賀県 ⼤津市

野村萬斎が企画監修する、能楽など古典を現代に甦らせる⼈気シリーズをびわ湖
ホールで開催します。今回は「かぐや姫」をベースに能楽のエピソードやエッセン
スなどを交えて、詩⼈・作家の平⽥俊⼦⽒が台本を書き下ろしフィジカルシアター
の旗⼿・⼩野寺修⼆が⼤胆演出、多彩な出演者とともに、あらたなおとぎ話として
紐解きます。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場
の際は不便のないように職員が案内して対応します。

アンサンブルの楽しみ〜演奏家のつどい〜vol.10
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/10/14 2018/10/14 滋賀県 ⼤津市

⼀般公募により選ばれた出演者たちとプロのゲストプレイヤーによる楽しいコン
サートをお贈りします。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図って
おり、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。

沼尻⻯典オペラセレクション モーツァルト作曲 
歌劇『魔笛』

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/10/6 2018/10/6 滋賀県 ⼤津市

「沼尻⻯典オペラセレクション」は、沼尻芸術監督⾃らがぜひ観ていただきたい優
れた作品を厳選して制作・上演するびわ湖ホールのオリジナルシリーズです。今回
は、⽇⽣劇場と提携し、沼尻⻯典指揮、演出に新進気鋭の佐藤美晴、ソリストには
全国的に活躍する「びわ湖ホール声楽アンサンブル」出⾝者を多く配し、東京とび
わ湖で上演されます。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図ってお
り、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。

開館20周年記念公演 マーラー作曲交響曲第８番
「千⼈の交響曲」

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/9/30 2018/9/30 滋賀県 ⼤津市

これまでびわ湖ホールのオペラを成功に導いた⽇本を代表する歌⼿をソリストに迎
え、びわ湖ホール声楽アンサンブルと関⻄全域から参加する合唱、びわ湖ホールの
オペラには⽋かせない京都市交響楽団とともに、マーラー作曲交響曲第8番「千⼈
の交響曲」を演奏し、びわ湖ホール開館20周年を華やかに祝います。なお、障害者
対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職
員が案内して対応します。

松⽵⼤歌舞伎
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/9/23 2018/9/23 滋賀県 ⼤津市

びわ湖ホール開館以来、⼤好評を博し毎年実施している松⽵⼤歌舞伎公演を、引き
続き開催します。今回は、⽚岡愛之助ほかが出演し、「義経千本桜」より「道⾏初
⾳旅」、「川連法眼館」をお贈りいたします。なお、障害者対応として、会場のバ
リアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応しま
す。

びわ湖ホールオペラへの招待「ドン・ジョヴァン
ニ」

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/9/15 2018/9/16 滋賀県 ⼤津市

希代のプレイボーイ、ドン・ジョヴァンニの華麗なる恋の遍歴と衝撃的な最期を描
いたモーツァルト永遠の名作をオペラが初めての⽅でも気軽に楽しめるよう、新制
作します。指揮に国内外での躍進中の園⽥隆⼀郎、演出には＜オペラへの招待＞初
登場となる伊⾹修吾を迎え、びわ湖ホール声楽アンサンブルがキャストを務めま
す。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不
便のないように職員が案内して対応します。

森⾕真理 ソプラノ・リサイタル
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/9/8 2018/9/8 滋賀県 ⼤津市

2006年12⽉にメトロポリタン歌劇場のオペラ歌⼿として⽇本⼈では５⼈⽬、20才
代では初めてのデビューを果たし、2007年11⽉にはアイルランドのダブリンにて
ヨーロッパオペラデビュー、現在ニューヨークを中⼼に若⼿オペラ歌⼿として活躍
する森⾕真理のソプラノ・リサイタルを開催します。なお、障害者対応として、会
場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対
応します。

⼆兎社「ザ・空気ver.2誰も書いてはならぬ」
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/9/2 2018/9/2 滋賀県 ⼤津市

2017年3⽉に上演し好評を得た永井愛作『ザ・空気』。「報道現場における⾃粛・
忖度・⾃⼰規制」というテーマは引き継ぎながら、今回は⽇本独⾃の制度・記者ク
ラブに焦点を当てた最新作「ザ・空気ver.2」を上演します。なお、障害者対応とし
て、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内
して対応します。

佐藤俊介 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/11/11 2018/11/11 滋賀県 ⼤津市

2010年7⽉のJ.S.バッハ国際コンクールではヴァイオリン部⾨第2位ならびに聴衆
賞を受賞し、2018年6⽉よりオランダ・バッハ協会⾳楽監督に就任する、現在オラ
ンダを拠点に活躍する国際派ヴァイオリニストの佐藤俊介による、⾼い技術と豊か
な⾳楽性で奏でられるオール・バッハプログラムをお贈りします。なお、障害者対
応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員
が案内して対応します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

こまつ座「⺟と暮せば」
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/11/17 2018/11/17 滋賀県 ⼤津市

名匠・⼭⽥洋次監督が製作し⼤ヒットを記録した映画『⺟と暮せば』。⻑崎で被爆
した⺟と亡き息⼦の幽霊の交流をつづり、⼤きな話題と深い感動を呼んだ本作が舞
台作品に⽣まれ変わります。井上ひさしが平和を願うすべての⼈に捧げる「戦後命
の三部作」第三弾として、⺟と息⼦、そしてすべての「命」をつなぐ、深く温かい
物語をお届けします。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図ってお
り、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。

オペラ「森は⽣きている」⽶原公演
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/12/8 2018/12/8 滋賀県 ⽶原市

より多くの県⺠の皆さんにオペラの楽しさを味わっていただけるよう、県内各地の
ホール及び教育委員会と協⼒し、林光作曲の名作オペラ「森は⽣きている」で県内
各地を巡演します。⽶原では滋賀県⽴⽂化産業交流会館と共同主催で開催します。
なお、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便の
ないように職員が案内して対応します。

Ａｄａｍ アダム（サクスフォン四重奏）
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/12/9 2018/12/9 滋賀県 ⼤津市

クラシックからポップス、ジャズまでジャンルを問わず⼈気のあるサックス。今最
も勢いのある若⼿サックス四重奏団Ａｄａｍが、古今東⻄の名曲を集め、カラフル
で疾⾛感溢れるステージをお届けします。なお、障害者対応として、会場のバリア
フリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。

びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート
2018-2019

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/12/31 2018/12/31 滋賀県 ⼤津市

迫⼒のオーケストラと、びわ湖ホール専属の声楽アンサンブル、そして⽇本のクラ
シック⾳楽界の第⼀線で活躍するソリストが出演し、公募で集まった⼤合唱や、
ファンファーレとともに⼀年の締めくくり、そして年明けにふさわしい華やかで、
誰もが楽しめるエンターテイメント性に富んだ内容でお届けします。なお、障害者
対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職
員が案内して対応します。

新国⽴劇場提携オペラ「トスカ」
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/7/21 2018/7/21 滋賀県 ⼤津市

新国⽴劇場と連携し、新国⽴劇場が制作するオペラ「トスカ」をびわ湖ホールの舞
台機構を活かして最⾼の鑑賞条件で提供するとともに、新国⽴劇場のオペラ公演に
びわ湖ホール声楽アンサンブルが出演するなど双⽅向の交流事業を推進することを
通して、滋賀県の⽂化⼒向上ならびに、びわ湖ホール声楽アンサンブルの魅⼒を全
国に発信します。また、障害者対応として、会場のバリアフリー化を図っており、
⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。

不思議の国のアリス
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/8/4 2018/8/5 滋賀県 ⼤津市

ＮＨＫ「からだであそぼ」の出演などで⼦もたちに⼈気のダンサー・振付家の森⼭
開次と、⼈気実⼒を兼ね備えた魅⼒あるダンサー達、テキスト、⾐裳、⾳楽を始め
今の時代を彩るスタッフ陣が、世界中を魅了してきた冒険の物語「不思議の国のア
リス」を楽しく、美しく、ユニークなダンスで届けします。また、障害者対応とし
て、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内
して対応します。

⽵内直紀テノールコンサート
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/8/20 2018/8/20 滋賀県 ⼤津市

びわ湖ホール声楽アンサンブル出⾝で、びわ湖ホール四⼤テノールのリーダーも務
める⽵内直紀が豊かな響きとリリックな歌声で、アニメソングからオペラまで幅広
いレパートリーを贈る、トーク有の1時間の楽しいコンサートです。なお、障害者
対応として、会場のバリアフリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職
員が案内して対応します。

野村万作・萬斎狂⾔公演
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/11/10 2018/11/10 滋賀県 ⼤津市

⼈間国宝の野村万作、映画や演劇公演でも活躍している野村萬斎による、毎年⼤好
評の狂⾔公演を、引き続きお届けします。なお、障害者対応として、会場のバリア
フリー化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。

スタインウェイ"ピノ”シリーズ ベルカンティッ
シモ！

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/11/10 2018/11/10 滋賀県 ⼤津市

びわ湖ホール前芸術監督故・若杉弘が愛⽤していたピアノを使⽤して贈る室内楽コ
ンサート。イタリア⾳楽に精通する園⽥隆⼀郎が、没後150年のロッシーニ・イ
ヤーに合わせて、ロッシーニの魅⼒をびわ湖ホール声楽アンサンブルの歌声ととも
にあますところなくお届けします。なお、障害者対応として、会場のバリアフリー
化を図っており、⼊場の際は不便のないように職員が案内して対応します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

秋⽥県⽴体育館開館５０周年・秋⽥県吹奏楽連盟
創⽴６０周年記念
３，０００⼈の「⼤いなる秋⽥」特別公演〜マー
チングバンドとバトントワーリングの響演〜

⼀般財団法⼈
秋⽥県総合公

社
2018/10/8 2018/10/8 秋⽥県 秋⽥市

平成３０年度に、秋⽥県⽴体育館が開館５０周年、秋⽥県吹奏楽連盟が創⽴６０周
年をそれぞれ迎えることから、これを記念して県⽴体育館の開館時に演奏された
「⼤いなる秋⽥」の特別演奏会を開催いたします。
また、秋⽥県⺠会館が建て替えのための閉館期間となることから、秋⽥県⽴体育館
がスポーツだけでなく、様々な⽂化イベントにも活⽤できることを全県にＰＲする
機会といたします。
なお、様々な⽅に御来場いただき、演奏会の最後に⼀緒に「⼤いなる秋⽥」を合唱
していただくため、⾞いすを⽤意し観覧について配慮するほか、⼿話に対応可能な
職員を配置します。

平成３０年度 第６１回 我孫⼦市⺠⽂化祭
我孫⼦市教育

委員会
2018/9/22 2018/12/4 千葉県 我孫⼦市

⽂化振興と交流を図るため、「芸能部⾨」「各種⽂化⾏事」「展⽰部⾨」に分かれ
30部⾨の発表会を実施する。なお、運営は市内の⽂化団体（我孫⼦市⽂化連盟・我
孫⼦合唱連盟・北部地域⽂化祭実⾏委員会）により実⾏委員会を組織し⾏う。
また、開催会場についてはバリアフリー化されている施設を使⽤し、⾞いすのまま
で鑑賞できるスペースを設ける。

第３８回 郷⼟芸能祭
我孫⼦市教育

委員会
2018/12/2 2018/12/2 千葉県 我孫⼦市

我孫⼦市に伝わる神楽舞や祭囃⼦などの⺠族芸能の発表会を開催する。伝統的な⺠
族芸能を営々と伝える団体「古⼾はやし連中」「あびこふるさと会」「ひょっとこ
睦」及び市内⼩中学校の伝統芸能クラブ「布佐中郷⼟芸能講座」「第四⼩伝統芸能
クラブ」「湖北⼩伝統芸能クラブ」「布佐⼩伝統芸能クラブ」が発表する。
また、開催会場についてはバリアフリー化されている施設を使⽤し、⾞いすのまま
で鑑賞できるスペースを設ける。

第21回⻑野県障がい者⽂化芸術祭
〜夢・アートフェスタながの〜

⻑野県、第21
回⻑野県障が
い者⽂化芸術
祭実⾏委員会

2018/9/15 2018/9/16 ⻑野県 ⻑野市

障がい者の⽂化芸術活動の振興と社会参加の促進を図るため、⽂化芸術活動の成果
を発表し、その鑑賞を通じて障がいのある⼈もない⼈も、ともに出会いとふれあい
の輪を広げる場とすることを⽬的とし、障がい者の⽂化芸術祭を開催します。
⻑野県内の障がいのある⽅の絵画、⼿芸、⼯芸、書道、写真と⽂芸の６部⾨の作品
と⻑野県⺠の⽅から募集した川柳を展⽰するとともに優秀作品の表彰を⾏います。
また、⻑野県内の障がい者⽀援施設・団体等による舞台発表、地域の⽂化芸術活動
の体験コーナーや障がい者⽀援施設のバザー等を⾏います。

県⺠芸術祭2018

⻑野県、⻑野
県教育委員

会、（⼀財）
⻑野県⽂化振
興事業団、開
催地市町村、
開催地市町村

2018/9/1 2018/11/30 ⻑野県 県内全域

県⺠の芸術⽂化に関する創作活動とその成果の発表を推奨するとともに、優れた芸
術⽂化の鑑賞の機会をひろく県⺠に提供して情操豊かな県⺠性を醸成し、もって県
⺠⽂化の⾼揚を図るため、⻑野県主催事業及び県⽴⽂化施設事業ほか、美術や⾳
楽、芸能など県内の県的な⽂化芸術団体の主催する事業を合わせた総合的な催し
て、「⻑野県県⺠芸術祭2018」を開催する。
単なる表現発表の場としてではなく、本芸術祭の中でアールブリュット展を開催す
ることで、障がい者の芸術⽂化活動の振興を図る。
なお、多くの催しの会場となっている県⽴⽂化施設では、エレベーターを設置し、
トイレ改修を⾏うなど、バリアフリー化に対応している。

⼩⼭市書道連盟展
⼩⼭市書道連

盟
2019/7/12 2019/7/14 栃⽊県 ⼩⼭市

⼩⼭市在住・通勤者からなる⼩⼭書道連盟は地域での書道普及・発展を⽬指し、会
員数は現在114名です。世代を超えて交流できる場となっています。体⼒に応じた
作品制作が出来る点も魅⼒です。また⼩⼭書道連盟主催の書道展も来年で35回展と
なります漢字・かな⽂字を芸術作品とする書道は、⽇本語が出来なくても⼈々に訴
えかける⼒を内蔵しています。３５展では英語、中国語のチラシの作成をして広く
広報します。また会場となる道の駅・思川はバリアフリー化された施設ですので、
⾞いすでの来場も差し⽀えありません。

第２７回かでるデリバリーコンサート in ⾚れ
んが

⼀般財団法⼈
道⺠活動振興

センター
2018/9/15 2018/9/15 北海道

札幌市中
央区

秋の⼤型連休を迎えて、国内・国外からの観光客が多くなる時期に、歴史的な重要
⽂化財である⾚れんが庁舎において北海道を拠点とするアーティストによるコン
サートを⾏い、地域住⺠や⽇本各地・世界の各国から訪れた観光客が⾳楽を通じて
⼀体となることによって、⽇本の歴史的建造物や⾳楽の⽂化、その素晴しさを会場
全体で共有できるイベントです。エンジェルハープによる演奏のため、歌詞はない
ので、海外から訪れた⽅も⼀緒に楽しむことができます。また、会場の案内につい
て英語表記を⾏います。

まちかどコンサート瀬⼾内会場
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/27 2018/10/27 岡⼭県 瀬⼾内市 岡⼭県演奏家協会・柾⽊和敬と若きアーティストたちによる演奏を地域の公園で実

施し、気軽に⾳楽を楽しんでいただきます。
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場所
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まちかどコンサート⾚磐会場
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 ⾚磐市

岡⼭県演奏家協会・柾⽊和敬と若きアーティストたちによる演奏を地域の公園で実
施し、気軽に⾳楽を楽しんでいただきます。コンサートは無料ですが、公園⼊場料
が必要です。

岡⼭交響楽団 第66回定期演奏会 岡⼭交響楽団 2018/11/25 2018/11/25 岡⼭県
岡⼭市北

区
オーケストラによるクラシックの演奏会
⾳楽⽂化の振興

天プラ⽂化祭2018
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/16 2018/9/16 岡⼭県

岡⼭市北
区

天神⼭⽂化プラザの練習室利⽤団体の発表の場です。⾳楽やダンスをはじめ、様々
な分野の皆さんによるステージ発表をお楽しみください。また、チャリティーバ
ザーも同時開催です。

⼤阪国際空港旅客ターミナルビルにおける「⽇本
らしさ・関⻄らしさ」の発信事業

関⻄エアポー
ト株式会社

2018/8/1 2019/3/31 ⼤阪府 豊中市

⼤阪国際空港では、「⽇本らしさ・関⻄らしさ」を空港を利⽤される⽅々に感じて
いただくイベントを定期的に⾏っており、関⻄出⾝のアーティストや地域の⽅々と
「KANSAI」をテーマに⼤阪国際空港の展望デッキの壁⾯に⼀つの作品を作り上げ
た「アートワーク」や周辺地域の魅⼒を伝える写真コンテストなどを実施しており
ます。また、様々なお客様に安全・安⼼・快適に当空港を利⽤していただくために
段差のないPBBや多機能トイレ、多⾔語表記の案内表記など、ユニバーサルデザイ
ンや多⾔語対応にも積極的に取り組んでおります。今後も⼤阪国際空港では、
「beyond2020」のロゴを活⽤しながら、イベントを始めとして「⽇本らしさ・関
⻄らしさ」の発信に取り組んでいきます。

関⻄国際空港旅客ターミナルビルにおける「⽇本
らしさ・関⻄らしさ」の発信事業

関⻄エアポー
ト株式会社

2018/8/1 2019/3/31 ⼤阪府 泉佐野市

関⻄国際空港では、「⽇本らしさ」を空港をご利⽤の⽅々に感じていただく
「SenseofPlace」という取り組みを⾏っており、ターミナル内の⽇本らしい装飾に
よる空間づくりや賑いを創出するイベントなどを実施しております。また、様々な
お客様に安全・安⼼・快適に当空港を利⽤していただくためにバリアフリー、多機
能トイレ、多⾔語表記の案内表⽰など、ユニバーサルデザインや多⾔語対応に積極
的に取り組んでおります。関⻄国際空港は、今後も⻄⽇本の窓⼝として
「beyond2020」のロゴを活⽤しながら、⽇本⽂化の魅⼒の発信胃取り組んでいき
ます。

神⼾空港旅客ターミナルビルにおける「⽇本らし
さ・関⻄らしさ」の発信事業

関⻄エアポー
ト株式会社

2018/8/1 2019/3/31 兵庫県
神⼾市中

央区

神⼾空港では、ターミナル内に神⼾の魅⼒の⼀つであるスイーツの物産店や神⼾の
ご当地グルメを味わえる飲⾷店などを揃え、また関⻄・神⼾の魅⼒を発信するイベ
ントを⾏ってまいります。また、当空港はユニバーサルデザイン・バリアフリーで
設計されており、点字案内や多機能トイレ、段差の解消や多⾔語表記の案内表⽰な
ど、様々なお客様に安⼼・安全・快適に空港をご利⽤いただけるような取組を積極
的に⾏っております。今後も神⼾空港では、「beyond2020」のロゴを活⽤しなが
ら、イベントを始めとして関⻄・神⼾の魅⼒の発信に取り組んでいきます。

藝⼤アーツ・スペシャル「障がいとアーツ」
2018

東京藝術⼤
学、東京藝術
⼤学演奏藝術
センター、東

京藝術⼤学COI
拠点

2018/12/1 2018/12/2 東京都 台東区

2011年から毎年開催している「障がいとアーツ」は、芸術を通してすべての⼈が
交流するイベントである。東京五輪・パラリンピック２０２０の開催を前に、障が
い、バリアフリー、ダイバーシティへの関⼼が社会的に強まる中、本事業は「共に
⽣きる」をスローガンとして、⾳楽・美術・映像・舞踊・演劇など分野を分け隔て
ることなく、障がいの有無にかかわらず⾃⾝の⼼の内を表現しようとする者たちの
活動を広く紹介している。東京藝術⼤学の開設授業「障がいとアーツ」の受講⽣と
ともに、関東圏の特別⽀援学校や福祉施設を訪問し、障がい者との親密なふれあい
の中で制作したオリジナルの作品を、藝⼤・奏楽堂の舞台で発表する。
より具体的には、聴覚障がい者のために⼿話者スタッフを配置し、またバリアフ
リー対応の会場を使⽤するなど、障がい者にとってのバリアを取り除く取組を⾏う
ことで、障がいの有無や程度に関係なく、すべての⼈が⼀緒にコンサートやワーク
ショップへ参加できるように配慮する。

ダンスアライブワールドカップ 2018

ダンスアライ
ブワールド

カップ実⾏委
員会

2018/8/3 2018/8/3 埼⽟県
さいたま
市中央区

当イベントは、2005年に⽇本で誕⽣した世界有数のソロダンスバトル⼤会なりま
す。基本的には国内を中⼼とした開催になっていますが、2013年にシンガポール
にて当イベントを初開催しました。また2回⽬は2014年に台湾にて開催しました。
そして2018年8⽉3⽇に3回⽬となる当イベントを開催することとなりました。現
在、⽇本は世界的に⾒てもダンス⼤国として成⻑しており、⽇本において世界のダ
ンサーが参加する⼤会を実施することで世界におけるダンス⼤国としての位置づけ
を確固たるものにすると同時に、世界に向けて「当イベントは世界が注⽬すべき⽇
本発信の事業である」ことをPRしていきたいと思っています。⾔語に関しては、海
外の⽅が安⼼して来場していただけるように、当⽇配布するパンフレットを英語対
応版を作成するなどで英語対応に努めていきたいと考えています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

みんなで歌おう♪第九コンサート

みんなで歌お
う♪第九コン
サート実⾏委

員会

2018/12/23 2018/12/23 ⼤阪府 阪南市

「歓喜の歌」として有名なベートーヴェンの交響曲第九番第４楽章。そのスケール
の⼤きさから⼤変⼈気のある曲です。阪南市では、市⺠のみなさんによる第九合唱
が、みなさんの熱意により、⻑年続いてきました。
今年も「みんなで歌おう♪第九コンサート」と題したコンサートの中で、公募の第
九合唱を実施します。⼩学⽣以上の⽅でしたらどなたでも参加できます（経験は問
いません）。昨年は⼩学⽣~90歳代の⽅まで参加され、また障がいのある⽅も⼀緒
に舞台に⽴ちました。楽しく練習を重ねて、歌声を奏でます。またコンサートの中
では、地域の若⼿アーティストによるステージもあり、フレッシュな演奏が毎回⼈
気を博しています。
会場はバリアフリーになっており、来場されるお客様はもとより、公募合唱に出演
される⽅もどなたでも参加しやすいよう、舞台まではバリアフリーで⾞椅⼦でも参
加でき、また舞台上にも⼿すりを設置し、どなたでも移動が楽になるよう⼯夫して
おります。

第25回ながい⽔まつり最上川花⽕⼤会
第25回ながい
⽔まつり実⾏

委員会
2018/8/4 2018/8/4 ⼭形県 ⻑井市

「⽔の郷百選」にも選定されている⻑井市で開催される⽔をテーマとした真夏のお
祭りです。朝⽇⼭系の⼭々でろ過された⻑井の⽔は全国的にも珍しい硬度18の超軟
⽔で優しくおいしい⽔で知られています。まつり内では⽔に⾒て、触れて、体験で
きるコーナーや⿂つかみどりなどのイベントが⾏われ、⻑井ダムでは⾒学会やダム
巡視体験なども開催の予定です。また、夜からは「最上川花⽕⼤会」が開催されま
す。まさに⽇本の夏を象徴する花⽕。真夏の夜空に⼤輪の花を咲かせる匠の技を是
⾮ご堪能ください。外国の⽅に対応するため、英語の紹介ページを作成し広く情報
を発信していくとともに、英語で電話での事前問い合わせにも対応します。

ブルガリア⺠族合唱「アバガル・カルテット」
村⼭市教育委

員会
2018/11/16 2018/11/16 ⼭形県 村⼭市

⼭形県村⼭市は、東京オリンピック・パラリンピックに係るブルガリア共和国のホ
ストタウンとして登録され、同国新体操ナショナルチームの事前キャンプを実施。
同国の質の⾼い芸術⽂化を市⺠が享受する機会を設け、国際的な交流をとおして異
⽂化理解や共⽣の精神を学び、市⺠の豊かな感性を⾼める。また、⽇本の歌の公演
もあるため、歌をとおして⽇本⽂化の魅⼒を伝えるきっかけともなる。そして、
「歌」という世界全国⼜は⽼若男⼥を問わず楽しむことができる媒体をとおして、
障害者や外国⼈も含めて万⼈の⽂化交流の場とする。また、会場の村⼭市⺠体育館
はバリアフリーで、⾞椅⼦に対応している。

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

2018/7/31 2018/7/31 東京都 中央区

地域の魅⼒発信等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設⽴した本協議会では、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、さまざまな分野の団体が⼀同に会し、2020年に向けて⽬標を共有
しながら、⼤会開催の機会を捉えた地域活動に関すること等に取り組んでいる。本
区は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、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ことから、国内外来訪
者に向けたおもてなしや、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。なお、本協議会は傍聴が可能な開かれた会議
であり、会場となる施設では障害者⽤トイレ等のバリアフリー対応が⾏われてい
る。

三菱商事アート・ゲート・プログラム
三菱商事株式

会社
2018/8/15 2019/8/14 東京都 千代⽥区

三菱商事アート・ゲート・プログラムは、当社が社会貢献活動として取り組んでい
る、アーティストを志す⽅々へのキャリア⽀援プログラムです。2008年にスター
トした本プログラムでは、学校卒業後3年未満の若⼿アーティストによる作品を公
募し、1点10万円で三菱商事が購⼊します。購⼊した作品は、三菱商事社内外で展
⽰した後、1万円から始まるチャリティー・オークションにて、販売されます。そ
してオークションで得られた売上は、プロのアーティストを志す学⽣に奨学⾦とし
て給付されます。
イベント及びオークション会場には英語対応スタッフを配置。パンフレット(オー
クションカタログ）も英語対応のものを⽤意いたします。会場はバリアフリー⾯で
も整備された場所を選定しております。

GOOD PARK ! 2018 〜アート、⾳楽、遊び、発
明〜

品川区・
GOOD 

PARK!2018実
⾏委員会

2018/8/26 2018/8/26 東京都 品川区

⽂化芸術を広く区⺠に体験してもらうため、区内の産業と連携し、年齢や国籍、障
害の有無に関わらず、誰もが楽しむことができるイベントを開催する。⽇常利⽤し
ている公園を区内の多彩なアーティストやチームにより１⽇限りでアート空間に模
様替えし、⽂化芸術の魅⼒のみならず、区内のものづくりや公園が持つ本来の魅⼒
を引き出す。⼊場は無料で事前申し込み不要とすることで気軽に⽂化芸術に触れる
機会となる。障害者にとってバリアを取り除く取組として、バリアフリーの会場
（公園）での実施とする。また、英語対応スタッフの配置や会場内に英語の案内標
記を⾏うことで、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組とする。演出は、ワー
クショップとステージイベント（ライブパフォーマンスやダンス）を交互に⾏い、
ワークショップではプロのアーティスト監修のもと楽器やステージ本体を制作し、
プロのステージイベントに⼀緒に参加できる仕組みとする。⾔葉や障害、年齢の壁
を越えて共に楽しめる演出を⾏う。

須川展也 plays “シャコンヌ”サクソフォン・ソロ
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/8/26 2018/8/26 神奈川県
横浜市⻄

区

サクソフォーンは踊る！⽇本が世界に誇るクラシカル・サクソフォンの最⾼峰、須
川展也が挑む、サクソフォン１本だけのソロ・コンサート。様々な舞曲が中⼼とな
る構成で、多彩な⾳⾊、⾃由⾃在な表現が可能な楽器を駆使する演奏スタイルは、
まるでダンスを踊るよう！
エレベーターや多⽬的トイレがございます。
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平成３０年度「清流の国ぎふ」おもてなし⾷材披
露会

岐⾩県 2018/8/3 2018/8/3 東京都 千代⽥区

「岐⾩県では、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技⼤会を契機に、⾸
都圏での県産農畜⽔産物の販路拡⼤を図るため、同⼤会で料理を提供するケータリ
ング事業者をはじめ、⾸都圏のホテル、レストラン等関係者に、県産農畜⽔産物や
それらを利⽤した和⾷などの魅⼒を発信している。
「『清流の国ぎふ』おもてなし⾷材披露会」の開催にあたり、バリアフリーに対応
の会場での開催に加え、パラリンピックで活躍が期待される選⼿の出演、英語併記
のメニュー表の作成、会場内への通訳の配置などバリアフリーや多⾔語化に配慮し
ている。

第２９回 ２０１８宮崎国際現代彫刻・空港展

2018宮崎国際
現代彫刻・空
港展開催実⾏

委員会

2018/9/2 2018/9/17 宮崎県 宮崎市

リゾート宮崎の空の⽞関⼝において、⽇本を含め７カ国５８名（国内作家４５名、
海外作家７ケ国１３名/⾒込）の作家が参加する国際的な現代彫刻展を開催するこ
とにより、インターナショナルな⽂化の発信として地域⽂化の向上を図るともに、
国内はもとより海外含め、多くの創作的⽂化活動を⾏う⼈々との⽂化交流に寄与し
ます。
美術館とは全く異なった状況で彫刻作品と接することができる本展は、国内でも類
を⾒ない形態での展覧会であり、公共性が⾼く毎年広く⽀持を得ています。現代彫
刻というジャンルにおいて、表現及び素材ともに多様であり、国内外から⾼い関⼼
を集め今年で２９回⽬の開催となります。会場において無料配布する図録パンフ
レットは、全て英語対応した内容となっている。

⽣きづらさを抱える⼦どもたちへの寺⼦屋コン
サート

NPO法⼈みや
ざき教育⽀援

協議会
2018/9/1 2018/12/31 宮崎県 宮崎市

⽣活困窮世帯、ひとり親世帯、引きこもりや発達障がいの⼦どもたちは、⽂化芸術
に触れる機会が少なく、その経験格差が将来の⽣き⽅に⼤きく影響している。宮崎
市吉村町にある明星寺（寺⼦屋）に協⼒を得て、エレクトーンやチェロ、篠笛など
のコンサートを開き、また、⽊城町での⾃然体験や裂き織り体験から、⽣きづらさ
を抱える⼦どもたちに創造性豊かな感性を培うことを⽬的にする。

第33回 のべおか「第九」演奏会
のべおか「第
九」を歌う会

2018/12/15 2018/12/15 宮崎県 延岡市

ベートーヴェンの交響曲第９番ニ単調Op.125「合唱付き」の演奏会を通して合唱
の楽しさを知るとともに、九州唯⼀のプロオーケストラ九州交響楽団と共演するこ
とで延岡市の⾳楽⽂化の発展に寄与する。
男⼥を問わず⼩学⽣から８０代の⾼齢者まで幅広い年層の参加が可能であり、⼀度
に多数の（毎年平均１２０名以上）⼈が参加できる。合唱の楽しさ素晴らしさをプ
ロの演奏家と共演することで合唱の楽しさ素晴らしさを体感でき⾳楽芸術への理解
が深められる。より⾨⼾を開くために⼩学⽣の参加を認めたり、宮崎市での練習会
場を設定し、より多くの⼈の参加を可能にしている。
鑑賞型の芸術ではなく、⾃らが参加して感動を体験できる芸術⽂化活動である。⾳
楽経験のない⼈でも丁寧な指導により本番に参加できるようになる。

盆地の⾳楽家シリーズVol18 Big 4 Jazz Time 都城⾳楽協会 2018/10/14 2018/10/14 宮崎県 都城市

都城⾳楽協会恒例の盆地の⾳楽家シリーズ18回⽬。初のジャズコンサートで、都城
盆地出⾝の宮路⼀昭（ギタリスト・作曲家・⾳楽プロデューサー）、ToshiNagai
（ドラム）、和⽥充弘（トロンボーン）、宮⾥陽太（サックス）と地元ジャズバン
ド（古地克成トリオ、スイングメイツ・ジャズオーケストラ）の共演により、⽇本
の⾳楽愛好家の取り組みを紹介する。会場はバリアフリーで、⾞椅⼦席を設ける。
また、⽇頃から交流のあるスペシャルオリンピックスメンバーを招待する。⾳楽と
いう共通⾔語に加え、コンサートのタイトルも英語表記でチラシやプログラムの曲
⽬、出演者名もアルファベット表記とする。

表千家歴史の茶とつれづれのお茶
⼀般社団法⼈
表千家同⾨会
宮崎県⽀部

2018/10/14 2018/10/14 宮崎県 宮崎市

⽇本を代表する伝統⽂化"茶の湯"は⻑い歴史の中で、作法を習得し、精神性を重視
する総合芸術としての茶の湯と、⽇常の喫茶習慣としてのお茶の2種類に⼤別され
る。この２通りの茶の湯を体験してもらい、伝統⽂化として地道な稽古を続けて継
承していく必要性と共に、⽣活の中でのお茶にも共通するおもてなしの理解を深め
て、相互尊重の共⽣化社会に必要な⽂化であるという認識を培っていきたい。普段
体験することのない総合芸術としての濃茶を茶室で味わい、野外では気楽に持ち寄
りの道具を使って茶席となし、だからこそ感じることのできる場の雰囲気の違いや
それぞれのお茶の美味しさを楽しんでいただける事業となっている。会場はほとん
どバリアフリー化されており、どなたでも参加可能である。

⼦どもたちのダンスを通して、多⽂化共⽣、多元
的な世界を体感する事業

特定⾮営利活
動法⼈みやざ
き⼦ども⽂化

センター

2018/7/16 2019/3/3 宮崎県 宮崎市

これからの多⽂化共⽣時代、多元的で新しい社会を築いていくのは、⼦どもたちの
世代です。この事業では、⽇本と⾹港の⼦どもたちが、⼀つの公演を創り上げるた
め、⾹港で2泊3⽇のダンス（コンテンポラリーダンス）キャンプを⾏います。⾹港
と⽇本のプロのアーティストから指導を受け、⾹港の⼦どもたちと⼀緒にダンスを
創作し、最終⽇には、ホールにてパフォーマンスを⾏います。
また、⽇本に帰国してからは、⾹港の⼦どもたちと創作したダンスを⽇本の⼦ども
たちによって披露し、たくさんの⼈たちにこのコンテンポラリーダンスを鑑賞して
もらいます。

⼯芸Aquarium
⽯川県（⽯川
県⽴伝統産業

⼯芸館）
2018/7/20 2018/8/27 ⽯川県 ⾦沢市

夏の特別企画展として、家族で楽しみながら⼯芸に親しんでもらうことを⽬的に、
展⽰室を⽔族館に⾒⽴てた企画展⽰を実施する。⿂などの⽔⽣⽣物をモチーフにし
た⼯芸品を展⽰する。
会場では、⾞椅⼦でスムーズに⼊館できるよう⼊⼝にスロープを設置したり、多⽬
的トイレを備えるなど障害者にとってのバリアを取り除く取り組みを⾏う。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⼯芸ZOO パオーン！ガオー！コーゲー！
－⼯芸を体感せよ！－

⽯川県（⽯川
県⽴伝統産業

⼯芸館）
2018/7/20 2018/8/26 ⽯川県 ⾦沢市

動物園をテーマに動物に扮した伝統⼯芸⼠等による動物をモチーフにした⼯芸体験
をはじめ、動物をモチーフにした⼯芸品の展⽰や⼯芸に関するクイズなどの各種プ
ログラムを通して、楽しみながら⼯芸を学ぶことが出来ます。会場では、⾞椅⼦で
スムーズに⼊館できるよう⼊⼝にスロープを設置したり、多⽬的トイレを備えるな
ど障害者にとってのバリアを取り除く取り組みを⾏う。

〜加賀宝⽣の魅⼒〜能楽体験と”ろうそく能”鑑賞
会

⽯川県（いし
かわの伝統⽂
化活性化実⾏

委員会）

2018/11/2 2018/11/2 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を⾏う。

共同制作オペラ モーツァルト 歌劇「ドン・
ジョヴァンニ」（新演出）

公益財団法⼈
富⼭市⺠⽂化

事業団
2019/1/20 2019/1/20 富⼭県 富⼭市

井上道義総監督により2015年に全国10都市14公演を全国共同制作、我が国のオペ
ラ上演史上、センセーショナルに記憶を残したオペラ『フィガロの結婚』に続く、
共同制作オペラモーツァルト歌劇「ドン・ジョヴァンニ」。
演出には井上の信頼が厚く、ダンサー、演出家として進境著しい森⼭開次が務め
る。旧来の慣習にとらわれない、新たな視点で世界に通⽤する新しい⽇本のオペラ
⽂化を代表する作品として、東京・富⼭・熊本の3館で共同実施。オーディション
で選抜したキャストと、地元の市⺠を参加させ、各地の特⾊を活かし制作します。
⽇本語上演でありながら、諸外国の⽅にもわかるよう、字幕を設置。また、聴覚視
覚の不⾃由な⽅向けの解説⽤装置を設置し、バリアフリーな公演を予定します。

⾼岡七⼣まつり ⾼岡市 2018/8/1 2018/8/7 富⼭県 ⾼岡市

⾼岡七⼣まつりは、江⼾時代から伝わる伝統⾏事である。現在のような⾮常に背の
⾼い⽵飾りが飾られるようになったのは昭和初期からで、⼦供の健やかな成⻑を願
う五節句の⼀つとして⾏われるようになった。短冊に書いた願い事が天に届くよう
に提灯や吹き流しなどの飾りをつけた⽵を⼤きな川へ流していた。⾼岡七⼣まつり
は約20mの⾼さのあるジャンボ七⼣や、⼤⼩1000本の七⼣が町中に飾られ、夜に
なると⾚い提灯に数々の華やかな短冊が夏の夜空を彩る。このたび、チラシ等の⼀
部多⾔語標記を⾏い、⾏事としての伝統を重んじながら国際化に向け取り組んでい
るところである。

美の祭典 越中アートフェスタ2018

美の祭典 越
中アートフェ
スタ実⾏委員

会

2018/11/17 2018/12/13 富⼭県
富⼭市ほ

か

富⼭県の美術の振興と普及を⽬的に、県⺠の幅広い参加と交流をはかる総合美術の
祭典。広く美術作品を募集・展⽰し、県⺠に愛され親しまれる美術展を開催するこ
とにより、県⺠の⽂化の普及・向上と新しい⽂化の創造に寄与する。
美術展は、分野の枠を超えた平⾯と⽴体の２部⾨からなり、造形的にもユニークな
作品が多数出品される。また、年齢、性別、職業などの制限もなく、誰でも出品で
きるため、幼児からプロ作家の作品が⼀堂に展⽰されるユニークな展⽰となってい
る。本展のほか、３箇所にて巡回展を⾏い、本展では、美術展のほかにマーケット
やワークショップも開催する。
搬⼊・搬出時には他国語を話せるスタッフを配置し、⼀部、バリアフリー対応の会
場を使⽤する。

第12回 世界ポスタートリエンナーレトヤマ
2018（IPT2018）

富⼭県 2018/8/11 2018/10/8 富⼭県 富⼭市

1985年から富⼭県近代美術館で3年に⼀度開催してきた、⽇本で唯⼀の国際公募の
ポスター展。「IPT」の名で世界中のポスターデザイナーに親しまれており、国や
⾔語を越えた視覚的表現・デザインコミュニケーション⼿段であるポスターを世界
中から公募し、国内外のデザイナーらが審査を⾏い展⽰する。
富⼭県美術館となって初めての開催となるIPT2018では、若⼿世代によるポスター
デザインを応援するU30部⾨を新たに設置し、学⽣など若い世代が挑戦できる場を
設けた。
会場での英語キャプションの掲⽰のほか、図録も英語・⽇本語併記で発⾏し、訪⽇
外国⼈向けサービスを充実させるとともに、バリアフリーに対応した展覧会場と
なっている。

⾼岡イングリッシュセミナー2018 ⾼岡市 2018/8/27 2018/8/27 富⼭県 ⾼岡市

市内の中学⽣が、⾃分の郷⼟や校区の特⾊等を英語で紹介したり、⼩中⾼⽣とALT
が⽇本遺産の構成⽂化財である勝興寺や⾼岡市伏⽊北前船資料館等を英語を楽しみ
ながら巡ったりと、郷⼟⾼岡の歴史を学びながら良さを理解し、郷⼟への誇りと愛
着の醸成を図る。
また、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。

障がい者など多様な⼈々によるアート普及イベン
ト〜なんだかよくわからないけど気になるアート
〜

ふくおか県⺠
⽂化祭福岡県
実⾏委員会

2018/11/3 2018/11/3 福岡県
北九州市
⼋幡⻄区

障がいのある⽅ををはじめ多様なアーティストが⾃ら表現や作品について語ること
で、多様で個性的なアートや障がいに対する県⺠の理解促進を図るため、「2018
ふくおか県障がい児者美術展」にあわせアーティストによる講演やアートパフォー
マンス、作品の展⽰、同美術展受賞者によるトークセッションなど実施します。
会場には、筆耕翻訳を設置するほか、障がいのある⽅の優先席を設置いたします。
【イベント内容】
・堀川⽞太⽒によるウォーターアートパフォーマンス
・九州⼥⼦⼤学書道部と同美術展書道部⾨受賞者がコラボした書道パフォーマンス
・櫛野展正⽒による講演
・櫛野展正⽒、新⼦⽒、同美術展絵画部⾨受賞者によるトークセッション



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
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アクロス弦楽合奏団 第12回定期演奏会
（公財）アク

ロス福岡
2018/8/19 2018/8/19 福岡県

福岡市中
央区

ヴァイオリニスト景⼭誠治により結成されたアクロス福岡オリジナルの弦楽合奏
団。⼭本友重、⽥中雅弘、吉⽥秀をはじめとする国内屈指の演奏家と、地元九州交
響楽団メンバー、アクロス福岡ヴァイオリンセミナーを卒業したプロ奏者などが集
結。その⾼い芸術性から「第22回福岡県⽂化賞」を受賞するなど、多くの評価を受
けている。
⽇時：8⽉19⽇（⽇）15時開演
料⾦：Ｓ席3,000円Ｓ席ペア5,000円Ａ席2,000円（学⽣各席1,000円割引）全席
指定※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】・アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

こどものためのオペラ「泣いた⾚⻤」
（公財）アク

ロス福岡
2018/8/5 2018/8/5 福岡県

福岡市中
央区

⼩さな⼦供やその保護者は、オペラなど⽣の舞台芸術に触れる機会が少なく、特に
未就学児の演奏会等への⼊場は極めて困難である。そこで当企画では0歳児より⼊
場可能なオペラ公演とした。優れた⽇本童話から題材をとった⼦供のためのオペラ
「泣いた⾚⻤」の上演を通して、⾳楽の魅⼒とともに優しい⼼や友情の⼤切さを伝
え、舞台芸術のすばらしさを知ってもらう。また、出演者には地元の⾳楽家を登⽤
し、地域の⽂化への関⼼を広く⾼めていく。
⽇時：8⽉5⽇（⽇）1回⽬：11時開演2回⽬：14時開演（公演時間70分予定）全席
⾃由席
料⾦：⼤⼈（中学⽣以上）2,000円⼦ども（3歳から⼩学⽣）500円2歳以下無料※
託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】・アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

ホストタウンサミットin九州 福岡県 2018/8/17 2018/8/18 福岡県 宗像市

2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会を前に各国によ
る事前キャンプやホストタウンの交流が本格的に始まる。本サミットは、国、⾃治
体、相⼿国のホストタウンに対するビジョンを共有し、⼤会参加国・地域との⼈
的・経済的・⽂化的な相互交流の効果を⾃治体の垣根を越え九州・⼭⼝全域に広げ
るもの。
ホストタウンサミットでは関連イベントとして「⾷とオーガニックの活⽤による地
域の活性化の可能性」について講演するほか、バレーボール教室やスポーツ体験も
実施する。
※バレーボール教室やスポーツ体験は宗像ユリックス（宗像市久原400）で13:00
〜16:00に実施します。

在外公館⽂化事業
〜２０１８年桜祭りにおける⽂化紹介〜

アムステルフェー
ン市アムステルボ

ス内桜公園
2018/4/7 2018/4/7 海外 オランダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス（和太⿎，合唱，⽇本の⺠族芸能を取り込んだダンス）
・デモンストレーション（合気道，⽣け花）
・ワークショップ（折り紙，盆栽，⽇本茶）
・展⽰（着物）
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜⽇本アニメ愛好団体主催イベントにおける⽇本
の伝統⽂化紹介事業〜

エンカルナシオン
市内社交クラブ庭

2018/4/14 2018/4/14 海外
パラグア

イ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
ポップカルチャーイベントにおいて，
・⻤剣舞デモンストレーション(歴史，上演演⽬の説明)
・説明(南⽶の⽇系移住地における⽇本の地⽅⽂化の継承)

在外公館⽂化事業
〜ナッシュビル桜祭り〜

ナッシュビル市メ
トロ裁判所前公共

広場
2018/4/14 2018/4/14 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス，コンテスト(和太⿎，合唱，コスプレ，ソーラン節)
・ワークショップ，体験(折り紙，伝統玩具，浴⾐)
・⽇本⽂化に関するレクチャー
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜中南部⽇本語弁論⼤会〜

ミシシッピ⼤学ク
ロフト・インス
ティテゥート

2018/4/14 2018/4/14 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜リアウ⼤学⽇本⽂化祭〜

リアウ州リアウ⼤
学教育学部キャン

パス内
2018/4/19 2018/4/22 海外

インドネ
シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンテスト(⽇本語朗読，弁論，折り紙)
・浴⾐ファッションショー
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜シアトル桜祭・⽇本⽂化祭〜 シアトルセンター 2018/4/20 2018/4/22 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチスキットコンテスト
・デモンストレーション（書道，茶道，華道，武道）
・⽂化紹介(和太⿎，⽇本舞踊，紙芝居)
・体験(播州そろばん作り，鎧兜，俳句)
・講演(断捨離)
・広報資料配布，映像上映



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜⽇本映画上映会〜 在中国⼤使館多⽬

的ホール
2018/4/21 2018/4/21 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜タンピネス・ウェスト・コミュニティ・クラブ
及びウィスマ・アトリアにおける⽇本⽂化紹介〜

タンピネス・ウェ
スト・コミュニ
ティ・クラブ，

ウィスマ・アトリ
ア

2018/4/21 2018/4/22 海外
シンガ
ポール

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和⾷デモンストレーション，ワークショップ(おにぎり，出汁)
・おにぎりコンテスト

在外公館⽂化事業
〜第16回サンクトペテルブルク⽇本語弁論⼤会
〜

サンクトペテルブ
ルク市，ゲルツェ
ン記念ロシア国⽴
教育⼤学「円柱の

間」

2018/4/22 2018/4/22 海外 ロシア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・弁論⼤会（上級，初級－中級）
・⽇本語履修者によるパフォーマンス(歌，踊り)

在外公館⽂化事業
〜カサアシア⽇本⽂化の⼣べ〜 アリカンテ⾒本市

会場
2018/4/23 2018/4/25 海外 スペイン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・能楽ワークショップ
・⽣け花レクチャーデモンストレーション，ワークショップ
・レクチャーデモンストレーション（和楽器，舞踊）

在外公館⽂化事業
〜⽇本語フェスティバル〜

ライメイ⼩学校
（クアラルンプー

ル）
2018/4/28 2018/4/29 海外

マレーシ
ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本⽂化ワークショップ，体験
・⽇本語コーラルスピーキング（群読）⼤会
・ソーラン節コンテスト

在外公館⽂化事業
〜⽇本語弁論⼤会（⼤学・⼀般の部）〜

北スマトラ⼤学⽂
化学部多⽬的ホー

ル
2018/4/28 2018/4/28 海外

インドネ
シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜北スマトラ⼤学⽇本⽂化祭〜

北スマトラ⼤学
キャンパス北スマ
トラ⼤学⽂化学部

講堂

2018/5/4 2018/5/6 海外
インドネ

シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語朗読
・⽇本クイズ⼤会
・教室(書道，茶道)
・浴⾐ファッションショー

在外公館⽂化事業
〜キルデア⽇本庭園再開園式典における⽇本⽂化
紹介〜

キルデア市 ナ
ショナル・スタッ
ド・アンド・ガー

デン内ホール

2018/5/4 2018/5/4 海外
アイルラ

ンド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本庭園セミナー
・茶道デモンストレーション
・フォトパネル(明治維新１５０周年の歩み)
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜第14回⽇本語スピーチ・コンテスト〜

マジュロ環礁マ
ジュロ市 南太平
洋⼤学マーシャル
諸島キャンパス講

堂

2018/5/5 2018/5/5 海外
マーシャ

ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜⽇本語弁論⼤会及び⽇本⽂化祭〜

サラスワティ外国
語⼤学キャンパス

内
2018/5/5 2018/5/6 海外

インドネ
シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会
・⽂化紹介(歌唱，ストーリテリング，浴⾐，コスプレ)
・広報資料配布
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜端午の節句紹介事業〜 ザグレブ市内⺠族

学博物館
2018/5/5 2018/5/5 海外

クロアチ
ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰(五⽉⼈形，鯉のぼり)
・⽇本の昔話紹介
・レクチャーデモンストレーション，ワークショップ(折り紙，茶道，剣道，和⾷)

在外公館⽂化事業
〜⽇本芸術祭における⽇本⽂化紹介〜

ソノマ郡サンタ
ローザ市内ジュリ

アード公園
2018/5/6 2018/5/6 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・広報資料配布
・伝統芸能パフォーマンス(三味線，尺⼋，⺠謡)

在外公館⽂化事業
〜フェアフィールド郡桜祭り〜

コネチカット州
フェアフィールド
郡ミード記念公園

2018/5/6 2018/5/6 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演(⽇本舞踊，和太⿎)
・ワークショップ，体験(⽣け花，折り紙)
・ハチ公物語の紹介



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜⽇本語スピーチコンテスト〜 在セルビア⼤使館

多⽬的ホール
2018/5/11 2018/5/11 海外 セルビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜⽇本語スピーチコンテスト〜 マレーシア科学⼤

学
2018/5/12 2018/5/12 海外

マレーシ
ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜合気道レクチャーデモンストレーション〜

Dwi Emas 
International 
School（セラン

ゴール州）

2018/5/12 2018/5/13 海外
マレーシ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・合気道レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜第１４回ワルシャワ駅伝における⽇本⽂化紹介
事業〜

ワルシャワ市シ
チェンシリヴィツ

キ公園
2018/5/12 2018/5/12 海外

ポーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「第１４回ワルシャワ駅伝⼤会」において，
・⽂化紹介(けん⽟，あやとり，お⼿⽟，書道，折り紙)
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜第１３回アウグスブルク⽇本春祭り〜 アウグスブルク市

⽴植物園
2018/5/13 2018/5/13 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・実演(尺⼋，和太⿎，武道，舞踊，茶道)
・展⽰(⽣け花，盆栽等)
・体験(碁，剣⽟，⽇本語授業)

在外公館⽂化事業
〜三味線レクチャーデモンストレーション地⽅巡
回〜

キエティ市マッ
ルッチーノ劇場

2018/5/15 2018/5/15 海外 イタリア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・三味線レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜組紐ワークショップ〜 在オーストリア⼤

使館広⽂センター
2018/5/15 2018/5/17 海外

オースト
リア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・組紐ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜２０１８年リスト⾳楽院⽇本⼈学⽣コンサート
〜

ブダペスト市リス
ト⾳楽院ショル
ティ・ホール

2018/5/17 2018/5/17 海外
ハンガ
リー

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンサート(バイオリン，チェロ，クラリネット，ピアノ，声楽家)

在外公館⽂化事業
〜尺⼋ワークショップ及びコンサート〜

ヘルシンキ⼤学
ホール，コンサー

トホール
2018/5/18 2018/5/18 海外

フィンラ
ンド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・尺⼋制作
・ワークショップ
・コンサート

在外公館⽂化事業
〜在ニューヨーク⽇本⼈アーティストを活⽤した
国連における戦略発信：Peace is… 春の部〜

国連ビジター⼊⼝
脇のオープン・ス

ペース
2018/5/18 2018/5/18 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・お茶に関するパフォーマンス
・⽇本⼈アーティストによる歌の演奏
・デモンストレーション(世界のお茶と⽇本の和菓⼦のペアリング)

在外公館⽂化事業
〜岳神楽とバリ・ワリとのコラボレーション公演
〜

仮⾯と⼈形博物館
野外ステージ

2018/5/19 2018/5/20 海外
インドネ

シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ワークショップ
・神楽公演

在外公館⽂化事業
〜南オレゴン⽇本⽂化紹介〜

アシュランド市
Railroad Park，南オ
レゴン⼤学図書館，
南オレゴン⼤学，

Phoenix Art Studios

2018/5/19 2018/5/26 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽔墨画（⽇本画）ワークショップ
・落語公演
・レクチャーデモンストレーション(茶道，埴輪，ブロンズアート)
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜第１７回コスタリカ⽇本語弁論⼤会〜

国⽴ナショナル⼤
学・⼤サロン
（Auditrio 
Clodomiro 
Picado）

2018/5/20 2018/5/20 海外
コスタリ

カ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会(初級，中級・上級，⽇本語学習初⼼者，グループ)



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜第１９回箱根祭りにおける⽇本⽂化紹介〜 箱根ガーデン（サ

ラトガ市）
2018/5/20 2018/5/20 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「箱根祭り」において，
・インフォメーションブースの設置（⽂化，⾷，観光）

在外公館⽂化事業
〜⽇本映画デー〜 在セルビア⼤使館

多⽬的ホール
2018/5/22 2018/5/30 海外 セルビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜ハバロフスク・サハ共和国和⾷レクチャーデモ
ンストレーション〜

(ハバロフスク市)ハバロフ
スク地⽅⾳楽劇場内カ

フェ，(ヤクーツク市)マル
チメディア歴史パーク「ロ
シア－我が歴史」ロビー，
スポーツ施設「Triumph」

内⾷堂

2018/5/22 2018/5/25 海外 ロシア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映
・和⾷レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜ハンブルク⽇本映画祭〜

ハンブルク市内の３つの
映画館（Metropolis, 
3001-Kino, Studio-

Kino)

2018/5/23 2018/5/27 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⽇本美術展〜 国⽴美術館 2018/5/24 2018/8/5 海外 チリ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰(浮世絵，⽇本関連品)
・⽂化紹介（⾳楽演奏，折り紙等ワークショップ）
・⽇本美術に関する講演

在外公館⽂化事業
〜⽇本語スピーチコンテスト〜

ヌクアロファ市・
タノアデートライ
ン・インターナ
ショナルホテル

2018/5/25 2018/5/25 海外 トンガ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜渝洽会での⽇本⽂化紹介〜 重慶国際博覧セン

ター
2018/5/25 2018/5/28 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「渝洽会」において，
・⽂化紹介

在外公館⽂化事業
〜組紐ワークショップ〜 コソボ博物館 2018/5/25 2018/5/25 海外

オースト
リア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・組紐ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜第１１回Ｊ－ＰＯＰ⼤会〜 アテネオ・デ・モ

ンテビデオ
2018/5/25 2018/5/25 海外

ウルグア
イ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・カラオケ⼤会(⽇本のアニメソング，ＪＰＯＰ)

在外公館⽂化事業
〜アイオワ・アジアン・ヘリティジ・フェスティ
バルにおける⽇本⽂化紹介〜

アイオワ州デモイ
ン市ウェスタン・
ゲートウェイ・

パーク

2018/5/25 2018/5/26 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「アイオワ・アジアン・ヘリティジ・フェスティバル」において，
・⽂化紹介，展⽰(⽇本⾷，美術⼯芸品，⺠芸品)
・パフォーマンス（太⿎，踊り，着物ファッションショー）
・武道デモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜⾼校⽣⽇本語スピーチ⼤会〜

慶星⼤学校，マル
チメディア館⼩講

堂（釜⼭市）
2018/5/26 2018/5/26 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜⼤連アカシア祭りにおける⽇本⽂化紹介（ジャ
パンデイ）〜

⼤連棒スイ島⾵景
区，労働公園

2018/5/26 2018/5/27 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ジャパンデイ」において，
・秋⽥竿燈まつり
・パフォーマンス(和太⿎，ソーラン節)
・剣道レクチャーデモンストレーション



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜Children's Day〜

エディンバラ市内 
セントメアリーズ

⼤聖堂
（St.Mary's 
Cathedral）

2018/5/26 2018/5/26 海外 英国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰，表彰式(絵画コンテスト優秀作品)
・⽂化紹介(折り紙，浴⾐の試着，餅つき)
・パフォーマンス(歌，落語）

在外公館⽂化事業
〜第６回バルセロナ夏祭り〜 バルセロナ市ラ・

フスタ埠頭前広場
2018/5/26 2018/5/27 海外 スペイン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンサート（和太⿎，篠笛，三味線）
・デモンストレーション（忍術，墨絵）

在外公館⽂化事業
〜ハンブルク⽇本フェスティバル〜 ハンブルク市植物

園構内⽇本庭園内
2018/5/26 2018/5/26 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャー，デモンストレーション(武道，茶道)
・公演(⽇本舞踊，和太⿎，尺⼋，三線)
・ワークショップ(将棋，折り紙)
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜⽇本語スピーチコンテスト〜

カンボジア⽇本⼈
材開発センター内
アンコール絆ホー

ル

2018/5/27 2018/5/27 海外
カンボジ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜２０１８年⼦どもの⽇ワークショップ〜

ブダペスト市⺠公
園内「⼦どもの

⽇」
2018/5/27 2018/5/27 海外

ハンガ
リー

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション，体験(習字，折り紙，武道)
・⽇系企業紹介
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜メキシコ⽇本語弁論⼤会〜

⽇本メキシコ学院
講堂（メキシコ

市）
2018/5/27 2018/5/27 海外 メキシコ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化講座（上半期）〜

在ポーランド⼤使
館広報⽂化セン

ター
2018/5/28 2018/9/19 海外

ポーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演(⽇本の伝統，現代⽂化)

在外公館⽂化事業
〜UNESCO『世界本の⾸都』における⼩泉⼋雲講
演会及び折り紙ワークショップ〜

アルホス財団⽂化
ホール，在ギリ

シャ⼤使館多⽬的
ホール，コルフ・

アジア美術館

2018/5/29 2018/6/12 海外 ギリシャ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・折り紙教室
・講演(⼩泉⼋雲と著書)

在外公館⽂化事業
〜第４回バルタリマヌ⽇本庭園春の⼦ども祭り〜 バルタリマヌ⽇本

庭園
2018/5/29 2018/6/2 海外 トルコ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・鯉のぼり展⽰
・体験（折り紙，囲碁，茶道）
・和⾷デモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜俳句コンクール〜 在セネガル⼤使公

邸
2018/5/30 2018/5/30 海外 セネガル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・俳句コンクール，受賞式

在外公館⽂化事業
〜第５回ＮＳＷ州・北部準州中学・⾼校⽣作⽂コ
ンテスト〜

2018年5⽉下旬
2018年12⽉上

旬
海外 豪州

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・中⾼校⽣対象作⽂コンテスト

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化⽉間〜 在ベルギー⼤使館

広報⽂化センター
2018/6/1 2018/6/29 海外 ベルギー

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰(富⼠⼭をテーマにしたアート作品)
・コンサート(バイオリン，ピアノ，邦楽)
・いけばなレクチャーデモンストレーション



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜ＪＡＰＯＮ ＥＮ ＣＡＴＡＭＡＲＣＡ〜 カタマルカ州の州

都カタマルカ市
2018/6/1 2018/6/3 海外

アルゼン
チン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・武道デモンストレーション
・展⽰，ワークショップ(⽣け花，墨絵，アニメ，漫画)
・パフォーマンス（着物ショー，コスプレ⼤会）
・⽇本⾷紹介
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜⽇本歌謡⼤会〜

慶星⼤学校コン
サートホール（釜

⼭市）
2018/6/2 2018/6/2 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本歌謡⼤会
・ゲスト公演

在外公館⽂化事業
〜ポップカルチャーイベント「アルマゲドン」に
おける⽇本⽂化紹介〜

クライストチャー
チ ホーンキャッ
スル・アリーナ

2018/6/2 2018/6/4 海外
ニュー

ジーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「アルマゲドン」において，
・広報資料配布，展⽰
・箏演奏
・書道体験，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜第２回バレンシア夏祭り〜 バレンシア市ペチ

ナ⽂化センター
2018/6/2 2018/6/3 海外 スペイン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「バレンシア夏祭り」において，
・和楽器コンサート

在外公館⽂化事業
〜浪曲レクチャー及び公演〜

シュコフィア・ロカ
市スコルスキ・ドム
内ホール，スロベ

ン・グラデッツ市⽂
化ハウス内ホール，
リュブリャナ市役所

ホール

2018/6/2 2018/6/6 海外
スロベニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・浪曲に関するレクチャー
・公演

在外公館⽂化事業
〜⽇本ドキュメンタリー映画産業に関するパネル
ディスカッション〜

映画祭会場ムゾン
トゥルム内スタジ

オ
2018/6/2 2018/6/2 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パネルディスカッション（⽇本のドキュメンタリー映画産業）

在外公館⽂化事業
〜茶道レクチャー・デモンストレーション〜 キシニョフ市 モ

ルドバ国⽴⼤学
2018/6/2 2018/6/3 海外 モルドバ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「第５回⽇本⽂化祭」において，
・茶道レクチャ－デモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜シカゴ⽇本祭り〜

イリノイ州アーリ
ントン・ハイツ市

Forest View 
Educational 

Center

2018/6/2 2018/6/3 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「⽇本祭」において，
・実演(和太⿎，琴，武道，茶道，切り絵，英語落語)
・展⽰(⽣け花，盆栽，⽇本⼑，鎧，兜)
・体験(鎧・兜，着付け，書道，折り紙)
・コスプレコンテスト
・沖縄の伝統⽂化紹介
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜第２回⽇本⼤使杯空⼿選⼿権⼤会〜

リロングウェ市内 
クロスロードホテ
ル サピトゥワ

ホール

2018/6/3 2018/6/3 海外 マラウイ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・型のトーナメント戦
・組み⼿デモンストレーション
・JVT上映

在外公館⽂化事業
〜俳句コンテスト及び俳句展〜 国連国際学校（Ｕ

ＮＩＳ）
2018/6/4 2018/6/8 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・英語，⽇本語俳句コンテスト（⼩学⽣，中学⽣，⾼校⽣，教師）

在外公館⽂化事業
〜着付けワークショップ：茶道デモンストレー
ション及び書道デモンストレーション〜

国際⼈⽂開発⼤
学，ベルカラール
ショッピングセン

ター

2018/6/6 2018/6/7 海外
トルクメ
ニスタン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション(茶道，書道，着付け)

在外公館⽂化事業
〜Expo Japan（ロンドリーナ市）における⽇本
⽂化紹介〜

ロンドリーナ⽂化
体育協会

2018/6/8 2018/6/10 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ExpoJapan」において，
・展⽰，体験(伝統的玩具)
・⽇本酒レクチャーデモンストレーション
・広報資料配付



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜オリンピック・ピクニックにおける⽇本⽂化紹
介〜

ケンパ・ポトツカ
公園（ワルシャワ

市）
2018/6/9 2018/6/9 海外

ポーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「オリンピック・ピクニック」において，
・空⼿レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜シビウ・ブカレスト『⽇本祭り』における⽇本
⽂化紹介事業〜

シビウ市庁舎，シ
ビウ特設会場，シ
ビウ・チスナディ
オアラ要塞教会，
ブカレスト国⽴劇

場

2018/6/9 2018/6/19 海外
ルーマニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・着物の展⽰
・公演(能楽，カブキ)

在外公館⽂化事業
〜⽇本⼈アーティストによる展⽰（「不在の探
究」）。〜

ジャパン・クリエ
イティブ・セン
ター（JCC）

2018/6/9 2018/6/9 海外
シンガ
ポール

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・写真展⽰(ミニチュアの部屋)
・作品説明

在外公館⽂化事業
〜第１１回アイルランド剣道⼤使杯〜

コーク市 ロク・
コミュニティ・セ

ンター
2018/6/10 2018/6/10 海外

アイルラ
ンド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・剣道⼤会
・デモンストレーション(杖道，剣術)
・広報資料配布，展⽰

在外公館⽂化事業
〜ポップカルチャーに関する講演〜

オークランドコン
ベンションセン

ター
2018/6/10 2018/6/10 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演(ポップカルチャーの歴史から現在)

在外公館⽂化事業
〜⽇中韓友好イベント「Voices of Three 
Nations」〜

ワールド・トレー
ド・センター・
ポートランド

（ポートランド市
内）

2018/6/10 2018/6/10 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・伝統歌の公演（⽇本，中国，韓国)

在外公館⽂化事業
〜三味線・ピアノコンサート〜

ヨーロピアン・ス
クール，イルキル
シュ・グラッフェ
ン市イリヤッド

ホール

2018/6/12 2018/6/12 海外 フランス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演，ワークショップ(和楽器，ピアノ)

在外公館⽂化事業
〜モンテネグロにおける⽇本⽂化週間〜

ポドゴリッツァ市⽂
化センター「ブド・
トモビッチ」，モン
テネグロ⼤学広場，
ヘルツェグ・ノビ市

ホール

2018/6/12 2018/6/13 海外 セルビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映
・剣道レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜三味線・琴・尺⼋の和楽器コンサート〜 フランクフルト市

ゲーテハウス
2018/6/14 2018/6/14 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和楽器コンサート（三味線，琴，尺⼋）

在外公館⽂化事業
〜MA-TSU-RI 2018〜 ⼤連市・オリン

ピック広場
2018/6/16 2018/6/17 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ステージ公演
・縁⽇(⾦⿂すくい，射的)
・⽇本⾷紹介

在外公館⽂化事業
〜リスボン⽇本祭り〜

リスボン市屋外パ
ブリックスペー
ス，パルケ・ダ
ス・ナソエンス

2018/6/16 2018/6/16 海外
ポルトガ

ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演（和太⿎，尺⼋，墨絵パフォーマンス）
・デモンストレーション（武道，コスプレ）
・盆踊り
・展⽰（盆栽，ポップカルチャー）
・広報資料配付，展⽰
・ワークショップ（⽣け花，折り紙，俳句，⾵呂敷，灯籠作り）

在外公館⽂化事業
〜和太⿎公演〜

リスボン市パル
ケ・ダス・ナソエ

ンス
2018/6/16 2018/6/16 海外

ポルトガ
ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「リスボン⽇本祭り」において，
・和太⿎コンサート



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜第６回⽇本祭り〜

スウジェフ⽂化セ
ンター（ワルシャ

ワ市）
2018/6/16 2018/6/16 海外

ポーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・書道レクチャーデモンストレーション
・コンサート(三味線，⺠謡)
・地唄舞

在外公館⽂化事業
〜モンテビデオ・コミックス〜 ソドレ劇場 2018/6/16 2018/6/17 海外

ウルグア
イ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「モンテビデオ・コミックス」において，
・⽂化紹介（折り紙，書道）

在外公館⽂化事業
〜ハートフォード⽇本夏祭りにおける⽇本⽂化紹
介〜

ハートフォード市
内ブルー・バッ
ク・スクエア

2018/6/16 2018/6/16 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「夏祭り」において，
・太⿎パフォーマンス，ワークショップ
・デモンストレーション，実演(茶道，墨絵)
・体験(箸，浴⾐，⽇本語教室，折り紙)
・⽇本⾷紹介

在外公館⽂化事業
〜 ＪＣＣシネマ〜

Woodlands 
Regional Library

2018/6/16 2018/6/16 海外
シンガ
ポール

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜サンフランシスコ国際ＬＧＢＴＱ映画祭におけ
る⽇本映画紹介〜

サンフランシスコ
市内映画館

2018/6/17 2018/6/23 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「サンフランシスコ国際ＬＧＢＴＱ映画祭」において，
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⼦供向け⽇本⽂化紹介事業〜

アラッド・フォー
ト近くの広場に設
置されるテント内

ブース

2018/6/18 2018/6/19 海外
バーレー

ン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「バーレーン・サマー」において，
・広報資料配布，展⽰，上映
・折り紙ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜メデジン市⽇本⽂化紹介⽉間〜 メデジン市 ベレ

ン図書館公園
2018/6/19 2018/6/30 海外

コロンビ
ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・デモンストレーション，ワークショップ(⽇本⾷，武道，折紙，苔⽟)
・コンサート(邦楽，雅楽)
・展⽰(⽇本のカレンダー，⽇本⼈形，着物，凧)
・ＪＶＴ放映

在外公館⽂化事業
〜第３回総領事館の⻑い夜〜 五⼤陸博物館 2018/6/21 2018/6/21 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・折り紙体験
・⽇本茶レクチャーデモンストレーション
・⽇本酒紹介
・オーボエ演奏
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化紹介事業〜 グアテマラ市内 

ホテル・サロン
2018/6/21 2018/6/21 海外

グアテマ
ラ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰(⽇本⼈形，着物，伝統的建造物の模型)
・レクチャーデモンストレーション(⽇本酒，和⾷)
・⽇本事情プレゼンテーション
・観光プロモーション

在外公館⽂化事業
〜チェンマイ・ワールドフェアにおける⽇本⽂化
紹介〜

CMECC(Chiang 
Mai 

International 
Exhibition and 

Convention 
Centre

2018/6/22 2018/7/1 海外 タイ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ランナー・エキスポ」において，
・パフォーマンス(和太⿎，武道)
・ワークショップ(茶道，餅つき，お⼿⽟，折り紙)
・浴⾐着付け

在外公館⽂化事業
〜三味線・太⿎デュオ公演〜

スプリット市内ディ
オクレティアヌス宮
殿，スプリット市内
⽬抜き通り「Ｒｉｖ
ａ」ステージ，ザダ
ル市内聖ドナト教会

前

2018/6/22 2018/6/24 海外
クロアチ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演(三味線，太⿎)

在外公館⽂化事業
〜グアヤキル⽇本祭２０１８における⽇本⽂化紹
介事業〜

(グアヤキル市)パ
ラシオ・クリスタ

ル
2018/6/22 2018/6/24 海外

エクアド
ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「マレコン２０００」「バケリソ・モレノ・プラザ」において，
・⽂化紹介（⽇本語，留学，⽇本酒，⽇本茶）
・野⼝英世博⼠関連展⽰会
・パフォーマンス(和太⿎，演奏，ダンス)



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜第３回⽇本語語劇祭〜

ドン・ボスコ・マ
ドリード・コンプ
ルテンセ⼤学セン

ター

2018/6/22 2018/6/22 海外 スペイン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語演劇コンテスト

在外公館⽂化事業
〜⽇本酒レクチシャー・デモンストレーション〜

在重慶総領事公
邸，新光天地（重
慶市内商業施設）
１階屋外ステージ

2018/6/23 2018/6/24 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本酒レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜第７回⽇本⽂化紹介⾏事「ジャパン・デー２０
１８」〜

（リュブリャナ
市）博物館前広

場，メテルコヴァ
2018/6/23 2018/6/23 海外

スロベニ
ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽂化紹介(浴⾐試着，和⾷，⽇本酒，アニメ，漫画)
・レクチャーデモンストレーション，ワークショップ(蕎⻨打ち，華道)
・パフォーマンス(演奏，アート，歌舞伎の隈取り，武道)
・神輿渡御
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜マーカム市・桜植樹式における⽇本⽂化紹介〜

マーカム市市庁舎
前オープンスペー

ス
2018/6/23 2018/6/23 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「桜の植樹式」において，
・演奏(三味線，太⿎，横笛）
・⽂化紹介

在外公館⽂化事業
〜移⺠祭り（クリチバ）における⽇本⽂化紹介〜

クリチバ市内バリ
グイ公園ルノー展

⽰場
2018/6/23 2018/6/24 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「移⺠祭り」において，
・阿波踊り公演，ワークショップ
・⽂化紹介

在外公館⽂化事業
〜⽇本茶・茶道レクチャーデモンストレーション
〜

Maison Pierre 
Hermé (12 rue 
Fortuny, 75017 

Paris)

2018/6/25 2018/6/25 海外 フランス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・茶道レクチャー
・⽇本茶レクチャー，プレゼンテーション
・ジャポニスム２０１８に関するプレゼンテーション

在外公館⽂化事業
〜浪曲公演〜

⽇本美術技術博物
館(クラクフ)，

ポーランド⽇本情
報⼯科⼤学(ワル

シャワ)

2018/6/26 2018/6/29 海外
ポーラン

ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・浪曲公演

在外公館⽂化事業
〜⽇本庭園における⽂化紹介〜

カズゴール（建築
事務所）(アルマ
ティ市)，ナザル
バエフ⼤学(アス

タナ市）

2018/6/26 2018/6/29 海外
カザフス

タン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・三味線公演
・⽣け花デモンストレーション
・講演(⽇本庭園及びその背後の哲学)

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化フェスティバル「ジャパンデーｉｎ
ヴォロネジ」〜

ヴォロネジ市 2018/6/26 2018/6/30 海外 ロシア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映
・ワークショップ(⽣け花，茶道)

在外公館⽂化事業
〜アルバニア・インターナショナルフェスティバ
ルオブミュージックにおける和楽器公演〜

芸術⼤学，ローグ
ナホテル

2018/6/27 2018/6/28 海外
アルバニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演，ワークショップ(三味線，太⿎)

在外公館⽂化事業
〜第九⽇本初演１００周年に際する⽇本⼈若⼿⾳
楽家の演奏会及び講演会〜

べートーベン・ハ
ウス

2018/6/28 2018/6/28 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・第九に関する講演
・若⼿⾳楽家による⾳楽演奏

在外公館⽂化事業
〜カナダ・デー・グランビルアイランド・パレー
ドにおける⽇本⽂化紹介〜

グランビルアイラ
ンド

2018/7/1 2018/7/1 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「カナダ・デー・パレード」において，
・⽂化紹介パレード



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜イゾラ・デル・チネマにおける⽇本⽂化紹介〜

フィレンツェ市映
画館Cinema La 
Compagnia，
ローマ市ティベ

リーナ島

2018/7/1 2018/7/2 海外 イタリア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「GoCinemaJapan:Cinema+Musica」「イゾラ・デル・チネマ」において，
・映画上映
・津軽三味線，和太⿎コンサート
・東北産⽇本酒紹介
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜浪曲公演〜

ビシュケク市
（トゥングチ劇

場）
2018/7/3 2018/7/3 海外 キルギス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・浪曲公演
・「マナス」の語りべとの共演

在外公館⽂化事業
〜移⺠１１０周年⽇本⽉間における⽇本⽂化紹介
事業〜

ブラジル郵便局⽂
化センター（リオ
デジャネイロ市

内）

2018/7/4 2018/7/28 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・仏像写真展
・展⽰，レクチャーデモンストレーション(折り紙，⽣け花，和太⿎，茶道，和⾷)
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜第２１回：ピアノとソプラノの⼣べ〜

在ドイツ⼤使館多
⽬的ホール

2018/7/5 2018/7/5 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンサート（ピアニスト，ソプラノ歌⼿）

在外公館⽂化事業
〜七⼣フェスティバル〜

プノンペン都王⽴
プノンペン⼤学内
カンボジア⽇本⼈
材開発センター
（ＣＪＣＣ）

2018/7/5 2018/7/6 海外
カンボジ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語歌唱⼤会
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⽇本ポップカルチャーフェスティバルにおける
講演及びワークショップ〜

ベオグラード⻘年
会館

2018/7/5 2018/7/8 海外 セルビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ヤパニザム」において，
・講演，ワークショップ(⽇本映画、漫画、⽇⽶関係、⽇本語等)

在外公館⽂化事業
〜ペナン・アニメ祭りにおける⽇本⽂化紹介〜 スパイス・アリー

ナ
2018/7/7 2018/7/8 海外

マレーシ
ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「⽇本祭りエリア」において，
・浴⾐試着
・ヨーヨー釣り
・ＪＶＴ放映，広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜⽇本夏祭り〜

中央広場及び旧市
庁舎広場（ブラチ

スラバ市内）
2018/7/7 2018/7/7 海外

スロバキ
ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス(狂⾔，⽇本舞踊，武道，ミニコンサート)
・⽂化紹介(茶道，⽣け花，⽇本⾷,将棋・囲碁体験)
・着付けレクチャーデモンストレーション
・盆栽展

在外公館⽂化事業
〜マニトバ州における盆踊り⼤会〜

ウィニペグ市バー
トンカミングコ
ミュニティセン

ター

2018/7/7 2018/7/7 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・盆踊り
・⽇本⾷紹介

在外公館⽂化事業
〜Japan Fair 2018〜

ワシントン州ベル
ビュー市メイデン
バウワーセンター

内

2018/7/7 2018/7/8 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション，パフォーマンス(華道，武道，和太⿎，着物)
・広報資料配付，映像上映
・先端科学技術紹介(パロ)

在外公館⽂化事業
〜七⼣祭り〜

ヒューストン⼦ど
も博物館（ヒュー

ストン市）
2018/7/7 2018/7/7 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・七⼣飾りの紹介，飾り付け体験
・七⼣にまつわるアクティビティ，スタンプラリー
・展⽰(七⼣の説明パネル，顔出しパネル)

在外公館⽂化事業
〜映画上映会〜 在ケニア⼤使館広

報⽂化センター
2018/7/8 2018/7/8 海外 ケニア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜第１６回スラバヤよさこい祭り〜

スラバヤ市役所庁
舎前広場（タマ
ン・スルヤ）

2018/7/8 2018/7/8 海外
インドネ

シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・よさこい踊りのコンテスト

在外公館⽂化事業
〜「七⼣」ジャパン・デー〜

ネタニヤ市「プラ
ネタニヤ」

2018/7/8 2018/7/8 海外
イスラエ

ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・星座鑑賞(七⼣の物語紹介)
・笹の葉への願い事書き
・レクチャーデモンストレーション，ワークショップ(茶道，⽣け花，折り紙)
・パフォーマンス(ファッションショー，阿波踊り，武道，太⿎)

在外公館⽂化事業
〜ティコティン⽇本美術館におけるジャパン・
デー〜

ハイファ市 ティ
コティン⽇本美術

館
2018/7/13 2018/7/13 海外

イスラエ
ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ワークショップ（⺠芸品製作，⽇本語，書道，ヘブライ語での⽇本昔話等）
・レクチャーデモンストレーション（合気道，阿波踊り）
・美術館員によるガイドツアー（展⽰：陶器，着物，絵画等）

在外公館⽂化事業
〜アニメフレンズ〜

コスタ・サルゲロ 2018/7/13 2018/7/15 海外
アルゼン

チン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽂化紹介（折り紙(アニメ，マンガ，キャラクター)，マンガ事情）
・観光（アニメ聖地巡礼等），⽇本語学習に係る案内

在外公館⽂化事業
〜⾼校⽣⽇本クイズ⼤会〜 釜⼭外国語⼤学校

体育館（釜⼭市）
2018/7/14 2018/7/14 海外 韓国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・勝ち抜き形式クイズ⼤会(⽂化，観光，⽇本語)

在外公館⽂化事業
〜⽇中平和友好条約締結４０周年：地⽅の魅⼒発
信講演会＆写真展〜

如是書店 2018/7/14 2018/7/15 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演(各地⽅の特⾊，地⽅の魅⼒)
・写真展⽰(四季の⾵景，⾷⽂化，⼯芸品)

在外公館⽂化事業
〜⽇本祭り〜

ドミニカ共和国外
務省コンベンショ

ンセンター
2018/7/14 2018/7/15 海外

ドミニカ
（共）

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「⽇本祭り」において，
・講演(漫画，アニメ)

在外公館⽂化事業
〜⿊船祭りにおける⽇本⽂化紹介〜

ブリストル市内イ
ンデペンデンス公

園
2018/7/14 2018/7/14 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ArtsandCraftFair」他において，
・レクチャーデモンストレーション，ワークショップ(武道，⽇本⾷，茶道，琴)
・⼤太⿎公演
・⽂化紹介(折り紙，⽇本の玩具遊び)

在外公館⽂化事業
〜第２３回ミュンヘン⽇本祭り〜

ミュンヘン英国庭
園内、⽇本茶室付

近
2018/7/15 2018/7/15 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス(集団演技，合唱，盆踊り，⽇本語劇)
・展⽰，実演(お茶，⽣け花，障⼦，碁，武道)
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜そろばん⼤会〜

エウア島，ババウ
島，トンガタプ本島
中央区，トンガタプ
本島東区，トンガタ
プ本島⻄区，ハアパ

イ島

2018/7/19 2019/3/1 海外 トンガ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・そろばん⼤会(筆記，暗算，読み上げ算)

在外公館⽂化事業
〜⽇本映画祭〜

Fabrica de Arte 
，Cine Teatro 

Miramar
2018/7/19 2018/8/5 海外 キューバ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜チェンマイ・ラチャパット⼤学⽇本祭〜

チェンマイ・ラ
チャパット⼤学，
メーヤー・チェン
マイショッピング

モール1階

2018/7/21 2018/7/22 海外 タイ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本関連コンテスト（漢字・ひらがな，作⽂，書道，折り紙，箸）
・⽂化紹介（茶道，武道（空⼿），伝統の遊び）
・⽇本語学科学⽣によるステージ（⽇本語劇，⽇本のポップソング）
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜ペナン盆踊り⼤会〜

ジョージタウン市
エスプラネード広

場
エスプラネード広

場

2018/7/21 2018/7/21 海外
マレーシ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コメディーショー
・よさこい踊り
・沖縄⺠謡，創作ダンス
・合気道演武



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜⽇本⼤使杯空⼿トーナメント⼤会〜

ポートルイス市レ
ンガナデン・シネ
ヴァッセン体育館

2018/7/22 2018/7/22 海外
モーリ
シャス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・空⼿⼤会
・デモンストレーション
・実践形式訓練

在外公館⽂化事業
〜ＪＥＴＡＡ夏祭りにおける⽇本⽂化紹介〜

オタワ市庁舎 2018/7/22 2018/7/22 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
ＪＥＴＡＡ主催夏祭りにおいて，
・版画刷りワークショップ
・⽂化啓発品展⽰
・広報資料展⽰

在外公館⽂化事業
〜⽇本映画の⼣べ〜

クライストチャー
チ ランギルル⾼

校
2018/7/24 2018/8/21 海外

ニュー
ジーラン

ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⽇本⼈演奏家による和太⿎公演ワークショップ
及び盆踊り公演〜

クライペダ港 2018/7/28 2018/7/28 海外
リトアニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和太⿎公演，ワークショップ
・盆踊り公演

在外公館⽂化事業
〜第９回夏祭りによるおける⽇本⽂化紹介〜

ビーバートン市宇
和島屋プラザ

2018/7/28 2018/7/28 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和太⿎公演
・盆踊り
・ワークショップ(折り紙を利⽤した切り絵，扇⼦作り)
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜和太⿎と盆踊りバルト三国公演〜

リリエパーヤ市
Great Amber，
リガ市Latvian 
Academy of 

Music

2018/7/30 2018/7/31 海外 ラトビア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演(和太⿎，盆踊り)

在外公館⽂化事業
〜シネマ⽇本〜

⻄ベンガル州政府
フィルムセンター
ＮＡＮＤＡＮ内Ｎ

ＡＮＤＡＮ２

2018/8/3 2018/3/5 海外 インド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜観光促進と連携した⽇本⽂化紹介事業（第３回
杭州ジャパンブランド）〜

イオンモール杭州
良渚新城店

2018/8/4 2018/8/5 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャー，パフォーマンス，デモンストレーション（空⼿，浴⾐，華道）

在外公館⽂化事業
〜平和のためのコンサート〜 在ドイツ⼤使公邸 2018/8/6 2018/8/6 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンサート(バイオリン，チェロ，ピアノ)

在外公館⽂化事業
〜⽇本⼈アーティストによる公演（津軽三味線及
びジャズピアノ公演）〜

プレトリア・ブルッ
クリンシアター，ツ
ワネ市内旧⿊⼈居住
地区（マボパネ）

Home Lounge，ケー
プタウン・

Youngbloodafrica

2018/8/8 2018/8/10 海外
南アフリ

カ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンサート(津軽三味線，ジャズピアノ)

在外公館⽂化事業
〜書道ワークショップ〜

コルカタ市 ラマ
クリシュナミッ

ション⽂化協会 
ゴルパーク校

2018/8/10 2018/8/10 海外 インド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・書道ワークショップ，レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜祭ＪＡＰＯＮ２０１８における⽇本⽂化紹介〜

モントリオール⽇
系⽂化会館

2018/8/11 2018/8/11 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「祭ＪＡＰＯＮ」において，
・パフォーマンス(和太⿎演奏)
・広報資料配布
・展⽰(伝統⼯芸）
・折り紙の実演
・浴⾐着付体験



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜Globalfestにおける浴⾐・法被の紹介およびＳ
ＮＳ発信〜

カルガリー市エリ
ンストンパーク

2018/8/16 2018/8/25 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「Globalfest」において，
・着付け(浴⾐，法被)
・展⽰(写真コンテスト⼊賞作品，現代⽇本，介護ロボット)
・ＪＶＴ上映

在外公館⽂化事業
〜マプト国際⾒本市（FACIM）における⽇本⽂化
紹介〜

マプト国際展⽰博
覧会(FACIM)会場

2018/8/27 2018/9/2 海外
モザン
ビーク

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「国際⾒本市」において，
・⽇本⽂化，活動紹介(ODA，⽇系企業)
・武道デモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜⽉例⽇本映画上映会〜

在ニュージーラン
ド⼤使館広報⽂化

センター
2018/8/28 2018/8/30 海外

ニュー
ジーラン

ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⽉例映画会〜

(ノースショア)マッセ
イ⼤学アルバニー

キャンパス，ワイカ
ト⼤学Lecture 

Theatre L3オークラ
ンド⼤学General 
Library Building 

109-B10

2018/9/5 2019/3/1 海外
ニュー

ジーラン
ド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⽇本⽂化展〜

Sri Lanka 
Institute of 

Tourism & Hotel 
Management

（コロンボ市内）

2018/9/15 2018/9/16 海外
スリラン

カ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・作品展⽰，実演披露（⽣花，盆栽，折紙）
・茶道レクチャーデモンストレーション
・広報資料配付，ＤＶＤ上映

⼤型⽂化事業
〜⽇本・スウェーデン外交関係樹⽴１５０周年能
公演〜

⽂化会館，ドロッ
トニングホルム宮

廷劇場
2018/5/28 2018/5/29 海外

スウェー
デン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・能公演

⼤型⽂化事業
〜⽇中平和友好条約締結４０周年記念狂⾔公演〜

北京天橋芸術中
⼼，在中国⼤使館

多⽬的ホール
2018/8/10 2018/8/11 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・狂⾔公演（演⽬：「棒縛」、「川上」、「茸」）
・レクチャーデモンストレーション

2018 仙台オペラ協会 第43回公演 「 修道⼥アン
ジェリカ / カヴァレリア・ルスティカーナ 」

（⼀社）仙台
オペラ協会、
（公財）宮城
県⽂化振興財
団、（公財）
仙台市市⺠⽂

化事業団

2018/9/1 2018/9/2 宮城県 仙台市

仙台オペラ協会は，杜の都仙台で1976年から活動しているオペラ団体です。ヴェ
リズモ・オペラの傑作といえる作品の中から、全1幕のオペラを⼆作。プッチーニ
作曲の「修道⼥アンジェリカ」と、マスカーニ作曲の「カヴァレリア・ルスティ
カーナ」を上演します。
会場となる東京エレクトロンホール宮城は、⾞椅⼦対応の座席があり、エレベー
ター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご
観覧いただけるような催しとなっています。

仙台フィルハーモニー管弦楽団 名曲コレクショ
ン「第九」特別演奏会

（公財）仙台
フィルハーモ
ニー管弦楽団

2018/12/22 2018/12/23 宮城県 仙台市

仙台フィルハーモニー管弦楽団が、⽇本の⽂化芸術に寄与するべく、例年実施して
いる「第九」特別演奏会。市⺠参加型の合唱団が出演するなど地域に根差した活動
として親しまれている。会場となる仙台銀⾏ホールイズミティ21では、⾞椅⼦席・
トイレの設置などのバリアフリーに対応しているほか、当団でも⾞いす割引（⾞い
すでご⼊場の⽅と介助の⽅1名の料⾦を割引）を⽤意している。
今回は、４⽉に常任指揮者に就任した飯守泰次郎が登壇し、モーツァルト：歌劇
「ドン・ジョヴァンニ」序曲とベートーヴェン：交響曲第9番を演奏する。

おとなとこどものためのクラシック⼊⾨『仙台
フィルのクリスマスコンサート』

（公財）仙台
フィルハーモ
ニー管弦楽団

2018/12/25 2018/12/25 宮城県 仙台市

仙台フィルハーモニー管弦楽団が、⽇本の⽂化芸術に寄与するべく、⼩中学⽣やそ
の家族、またシニア層に向けて冬休みシーズンに実施する「クリスマス・コンサー
ト」。２０１８年４⽉に当団の指揮者に就任した⾓⽥鋼亮を迎え、クリスマスにふ
さわしい曲⽬を演奏する。会場となる⽇⽴システムズホール仙台では、スロープや
⾞椅⼦席などのバリアフリーに対応している。当団でも⾞いす割引（⾞いすでご⼊
場の⽅と介助の⽅1名の料⾦を割引）を⽤意している。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

かわさきジャズ２０１８

かわさきジャ
ズ２０１８実
⾏委員会／川

崎市

2018/9/11 2018/11/28 神奈川県 川崎市内

「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。４年⽬となる本年
は、「かわさきジャズ2018〜ジャズは橋を架ける〜」と題し、本市の強みである
⾳楽資源を活かしながら、よりクオリティの⾼いコンサートを提供することを⽬指
していきます。公演会場スタッフ、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します。
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⽤意
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
ターを通じて⾏います。

川崎市定期能
公益財団法⼈ 
川崎市⽂化財

団
2018/8/11 2019/3/16 神奈川県 川崎市

川崎能楽堂が1986年4⽉に開館して以来、30年にわたり続いている川崎市定期能。
「⽇本の伝統芸能の伝承」を⽬的として、年間で3回開催しています。
公演回数は100回を超え、これまでにのべ2万⼈以上の⽅にご来場いただきまし
た。⼈間国宝の友枝昭世師（喜多流シテ⽅）、梅若⽞祥師（観世流シテ⽅）、⼭本
東次郎師（⼤蔵流狂⾔⽅）など、能楽界を代表する演者の⽅々にご出演いただいて
います。会場となっている川崎能楽堂は、⼀般的な能楽堂に⽐べ148席とコンパク
トな空間のため、舞台を間近で鑑賞することができ、演者の息遣いまで感じられる
という好評をいただいています。
また、⾞椅⼦で来場される際の座席確保に対応し、障害者のバリアを取り除く取組
を推進していきます。

しんゆりシアター「三⼈姉妹」
川崎市アート

センター
2018/10/13 2018/10/21 神奈川県 川崎市

ミュージカルとストレートプレイを隔年で上演するしんゆりシアター秋の企画。Ｈ
30年度はチェーホフ４⼤戯曲より「三⼈姉妹」を五⼾真理枝（⽂学座）演出で上演
します。中地美佐⼦（劇団⺠藝）、⾼橋紀恵（⽂学座）、⼟井真波など実⼒派を
キャスティング。当劇場は⾝障者⽤の駐⾞場・⾞椅⼦スペース（4台）・お⼿洗い
を完備しておりますので、障がいのある⽅にも安⼼してご観劇いただけます。

かわパラ2018

川崎市市⺠⽂
化局オリン

ピック・パラ
リンピック推

進室

2018/8/25 2018/8/25 神奈川県 川崎市

川崎市では、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技⼤会を契機として、
誰もが⾃分らしく暮らし、さらに⾃分の個性や能⼒等に応じて⾃⼰実現を図り、そ
の結果、社会の⼀員として活躍できる社会を⽬指す「かわさきパラムーブメント」
の取組を進めています。市⺠⼀⼈ひとりが「かわさきパラムーブメント」のチーム
のメンバーであることの認識を促すため、パラスポーツ体験や⾳楽ライブ等のイベ
ントである「かわパラ2018」を開催します。当イベント会場は、何れもバリアフ
リー対応を実施済であることに加え、運⽤⾯でも障害者の⽅に配慮した対応を⾏う
予定であり、⾞いす利⽤者をはじめ、障害者も問題なく参加できます。

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.15

株式会社コヤ
マドライビン
グスクール

2018/12/1 2018/12/1 神奈川県 川崎市

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。

第29回情熱の⼥たちからのメッセージ〜煌めい
て⽣きる〜

徳島県⼿⼯芸
家協会

2018/8/22 2018/9/9 徳島県 徳島市

パッチワーク・組紐・記彫・和紙ちぎり・七宝・編物・折り紙・フラワーデザイ
ン・てまり・クレイアート・ガラス⼯芸・ステンドガラス・デコパージュ・がらす
⼯芸・カービング等。理事・賛助会員の先⽣⽅による多種多様な⼿⼯芸作品の展
⽰。

⽇下⼋光⽇本画展－⾃然美の探求と知られざる画
業

徳島県⽴近代
美術館

2018/9/15 2018/11/4 徳島県 徳島市

⽇本画家・東京藝術⼤学教授として知られた⽇下⼋光（1899－1996年、徳島県阿
南市出⾝）の画業を紹介する初の回顧展です。⽇下は東京美術学校（現・東京藝術
⼤学）を卒業し、戦前の帝展など、⼀級の舞台で活躍。模写の分野でも⼤きな業績
を残しました。本展では、その知られざる画業の全貌をご覧いただきます。⼿話通
訳つき展⽰解説やヒヤリングループを設置した催しを開催します。他の催しでも、
希望により、⼿話通訳・要約筆記を⾏います。詳しくは、美術館までお問い合わせ
ください。

オーケストラ合同演奏会 徳島市 2018/10/28 2018/10/28 徳島県 徳島市
平成２７年度よりジュニア世代に対する⾳楽の啓発と将来にわたる育成を⽬的とし
て開催している。市内の中学校、⾼等学校のオーケストラ部、また交響楽団に属す
るジュニア世代の演奏者たちが、⽇頃の練習の成果を発表する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

シビックプレミアムコンサート 徳島市 2018/8/18 2018/8/19 徳島県 徳島市

地域のアーティストを発掘し、アウトリーチ活動に参加してもらう⼈材を集めるた
め、公募によるクラシック⾳楽のコンサートを実施する。出演者は、トークを交え
た演奏を⾏い、来場者及び審査員の投票により「シビックプレミアム賞」を決定す
る。出演者はアウトリーチアーティストとして登録され、芸術⽂化活動を通じた地
域との連携や交流を促進するとともに次世代への芸術⽂化活動の啓発を⾏う。会場
では、⾞椅⼦スペースを確保し、障害者の⽅が鑑賞しやすい環境づくりに配慮す
る。

シビックパフォーミング・アーツ 徳島市 2019/3/24 2019/3/24 徳島県 徳島市

平成２７年度に公募市⺠により発⾜した歌唱・演劇・ダンスなどを⾏うクループ
「あんさんぶる」が、歌⼿や振付家など専⾨講師の指導を受けながら練習に励んで
きた成果を舞台作品として公演する。公演を通じて、参加者の芸術⽂化活動への関
⼼を⾼めるきっかけとする。会場では、⾞椅⼦スペースを確保し、障害者の⽅が鑑
賞しやすい環境づくりに配慮する。

第４７回徳島市芸術祭 芸能祭
徳島市⽂化協

会
2019/1/6 2019/1/6 徳島県 徳島市

徳島市芸術祭は、芸能祭と美術展の⼆部構成で開催。芸能祭では、徳島市⽂化協会
に属している⽂化芸術団体が出演し、バレエやフラダンスなどの現代的な演⽬から
⽇本舞踊や⼈形浄瑠璃などの⽇本の伝統芸能まで、幅広いジャンルの芸能を楽しみ
ながら、⾝近に芸術⽂化に親しむことができる公演を開催する。会場は、バリアフ
リー化の進んだシビックセンターで開催し、ホール席にも⾞椅⼦専⽤のスペースを
確保することで障害者の⽅が鑑賞しやすい環境づくりに配慮する。

２０１８⼦ども⽂化フェスティバル
徳島市⽂化協

会
2018/8/5 2018/8/5 徳島県 徳島市

夏休みを利⽤し、次世代への⽂化の継承と⼦どもたちの創造性や感性を育む機会の
提供を⽬的として開催する、主に幼児から⼩学⽣を対象としたイベント。⽣け花、
短歌、⼿芸、折り紙、将棋、お⾹、習字、ガラス⼯芸、和楽器演奏など多彩な体験
型ワークショップと⼦どもたちによる⻑唄、浄瑠璃、⽇本舞踊、バレエなどのパ
フォーマンスの２部構成になっている。会場は、バリアフリー化の進んだシビック
センターで開催し、ホール席にも⾞椅⼦専⽤のスペースを確保することで障害者の
⽅が鑑賞しやすい環境づくりに配慮する。

第４７回徳島市芸術祭 美術展
徳島市⽂化協

会
2019/2/14 2019/2/24 徳島県 徳島市

徳島市芸術祭は、芸能祭と美術展の２部構成で開催しており、美術展では、芸術⽂
化並びに市⺠⽂化の向上・発展のために、市内在住または在勤・在学等の⽅から作
品を募集。出展作品は、⽇本画、洋画、彫刻、美術⼯芸、写真、書道、デザインの
７部⾨があり、現代アートから⽇本の伝統芸術まで幅広い分野の作品を鑑賞でき
る。期間中はいけばな展を同時開催し、最終⽇には呈茶席を開催する。会場は、バ
リアフリー化の進んだシビックセンターで開催し、ホール席にも⾞椅⼦専⽤のス
ペースを確保することで障害者の⽅が鑑賞しやすい環境づくりに配慮する。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/10 2018/11/25 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 囲碁
部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/10 2018/11/11 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 演劇
部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/16 2018/11/18 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。
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第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 吹奏
楽部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/25 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 マー
チングバンド・バトントワリング部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/18 2018/11/18 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 合
唱，器楽・管弦楽部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/11 2018/11/11 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 郷⼟芸
能部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/11 2018/11/11 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 吟詠
剣詩舞部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/11 2018/11/11 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 ⾃然
科学部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/11 2018/11/11 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 写真
部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/10 2018/11/13 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 書道
部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/14 2018/11/18 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。
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（市区町村）
概要

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 将棋
部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/17 2018/11/18 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 ⼩倉
百⼈⼀⾸かるた部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/10 2018/11/11 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 新聞
部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/10 2018/11/11 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 茶道
部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/11 2018/11/11 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 ⽇本
⾳楽部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/18 2018/11/18 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 美術･
⼯芸部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/10 2018/11/25 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 ⽂芸
部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/17 2018/11/17 徳島県 徳島市

関⻄空港の開港や明⽯海峡⼤橋の開通をきっかけに，徳島県は平成６年１１⽉に
「近畿ブロック知事会議」へ加⼊した。近畿ブロック知事会議は，各府県の連携強
化を図るために，７つの共同事業をおこなっており，「近畿⾼等学校総合⽂化祭」
はその中の１つで，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会し，⽇頃の取
組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校総合⽂化
祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では平成１１
年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。
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（市区町村）
概要

第38回近畿⾼等学校総合⽂化祭徳島⼤会 放送
部⾨

第38回近畿⾼
等学校総合⽂
化祭徳島⼤会
実⾏委員会

2018/11/18 2018/11/18 徳島県 徳島市

「近畿⾼等学校総合⽂化祭」は，2府8県の⽂化部活動に取り組む⾼校⽣が⼀堂に会
し，⽇頃の取組成果を披露する。本県の参加は平成７年の「第１５回近畿⾼等学校
総合⽂化祭」，１２部⾨全てに２５０名の⾼校⽣を派遣したのが最初。徳島県では
平成１１年の第１９回⼤会，平成２０年の第２８回⼤会以来３回⽬の開催となる。
本事業は、⽂化活動に取り組む徳島県内の⾼校⽣が、演技・演奏、作品展⽰、協議
等により⽣徒，保護者，県⺠の⽅々と交流する徳島県⾼校総合⽂化祭の放送部⾨で
ある。県下１６校の放送部員がアナウンス、朗読、オーディオピクチャー、ビデオ
メッセージ、ラジオ番組のそれぞれの部⾨で⽇頃の練習の成果を競う。審査により
来年夏の全国⾼校総合⽂化祭及びＮＨＫ全国⾼校放送コンテストへの出場権が与え
られる。開催場所はバリアフリー対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場と
なっている。

⽂書館の逸品展「駅路寺 ⻑⾕寺の古⽂書」
徳島県⽴⽂書

館
2018/8/7 2018/10/28 徳島県 徳島市

徳島藩独⾃の制度である駅路寺。藩内８ヶ寺に、旅⼈への宿の提供、そして不審者
の監察・報告の役割を与えました。その１つである⻑⾕寺は、徳島の⽞関⼝である
鳴⾨の⽊津村にあり、⽊津⾦⽐羅神社の管理もしていました。他にも、寺請制度に
関するものや詳細な年中⾏事など、多彩な内容をもつ⻑⾕寺の古⽂書を紹介しま
す。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、障害者・⾼齢者に配慮したバリアフリー対応の環境を整備。多くの⽅に楽しん
で頂ける会場となっています。

秋の阿波おどり〜阿波おどり⼤絵巻〜
徳島県・⼀般
財団法⼈徳島
県観光協会

2018/11/2 2018/11/4 徳島県 徳島市

第11回⽬となるこの催しは、“阿波おどり⼤絵巻”と題した、有名連による阿波おど
りの豪華演出と、県外の阿波おどり連を対象とした、第4回⽬となる“阿波おどりコ
ンテスト”がメインのイベントです。その他、「阿波⼈形浄瑠璃」、「阿波⽊偶箱
まわし」などの伝統芸能や、徳島ゆかりのアーティストによるライブ、「北⼭たけ
しコンサート」、など、多彩なステージが全て無料でご覧いただけます。

阿波オーケストラ 第5回演奏会
阿波オーケス

トラ
2018/10/13 2018/10/13 徳島県 徳島市

阿波オーケストラは2014年に設⽴されたアマチュア・オーケストラです。若い世
代へのオーケストラ⾳楽の普及を⽬標としており、ベートーヴェンやモーツアルト
といったクラシック⾳楽だけでなく、世界的に有名な⽇本⽂化である映画⾳楽や
ゲーム⾳楽を積極的に演奏会プログラムとして取り上げています。第5回プログラ
ムでは以下のプログラムを取りあげます。ボロディン作曲オペラ「イーゴリ公」よ
りだったん⼈の踊り。植松伸夫作曲FINALFANTASYSeriesよりFINALFANTASY、
FINALFANTASYXよりザナルカンドにて、FINALFANTASYⅠ〜Ⅲよりメドレー
2002。チャイコフスキー作曲協奏曲第⼀番ホ短調。海外でも特に⼈気の⾼い
FINALFANTASYの楽曲を演奏することにより、外国の⽅でも⾔葉のハンディキャッ
プを感じずに楽しんでいただける内容になっています。また演奏会に⾞いすのお客
様がいらした時には、団員で客席への案内を⼿伝い、障がい者にとってのバリアを
取り除くよう尽⼒します。

菊と⼀⽂字展 遊墨会 2018/10/11 2018/11/16 徳島県 吉野川市

吉野川市役所イベント広場で開催される「鴨島⼤菊⼈形展・菊花展」と⽇本⽂化の
1つである「書道作品」とのコラボレーション。吉野川市役所市⺠ホールに県内各
地から公募した書道作品を吉野川市伝統⼯芸の「阿波和紙」を台紙に使⽤し展⽰し
ます。幼児から⾼齢者まで障がい者の⽅々、地域に住む外国⼈の⽅々の参加もあり
ます。漢字、ひらがな、カタカナのうち⼀⽂字をかいていただきます。

戦国武将三好⻑慶武者⾏列まつり
三好⻑慶武者
⾏列まつり実

⾏委員会
2018/11/3 2018/11/4 徳島県 三好市

三好⻑慶をはじめ⼤将武将20名家来武将50名、姫、忍者30名⼦ども武将等従者
100名総勢200名の武者達が4ｋｍの⾏軍を⾏う。（三野体育館→芝⽣城趾→三野中
⼼部）他、太平の獅⼦舞（市無形⽂化財）、備州岡⼭城鉄砲隊演武、太⿎演奏、居
合道演武、産直市場による販売等。会場は多⽬的トイレを備えるなどバリアフリー
対応しており、多くの⽅に楽しんで頂ける会場となっています。

エンゲル・松江記念市⺠⾳楽祭 (奇跡の国際交流
「第九⽇本初演」・「和洋⼤⾳楽会」100周年記
念交流プロジェクト)

徳島⼤学ドイ
ツ兵俘虜研究

会
2018/11/3 2018/11/3 徳島県 徳島市

第⼀次⼤戦中の奇跡的な国際交流の象徴「第九⽇本初演」「和洋⼤⾳楽会」「徳島
エンゲル楽団結成」(1918)から100周年を記念して、ドイツの⾳楽学校の⽣徒たち
を迎えて⽇独共演⾳楽会を再現します。ドイツ俘虜たちが徳島市⺠に伝えた⾳楽を
ドイツの⻘少年と共演するほか、聴衆参加による第九「歓喜の歌」合唱、「和洋⼤
⾳楽会」を再現する邦楽や⽇本舞踊なども取り⼊れた多彩なプログラムで、ドイツ
と徳島の100年にわたる友好の歴史をふりかえり、次世代に受け継ぎます。特別出
演:ヴィルトベルク⾳楽学校オーケストラ(MusikshuleWildberg)出演:徳島エンゲル
楽団、徳島少年少⼥合唱団、徳島邦楽集団、⾳⽻菊公社中、徳島⼤学有志ほか邦楽
「千⿃の曲」「春の海」ほか⽇本舞踊「元禄花⾒踊り」ほか洋楽「歓喜の歌」「ド
ナウ川のさざなみ」「友愛の花」ほか(内容や出演者は変更の可能性があります。)
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企画展「遺品が語る２０世紀の戦争」
睦沢町教育委

員会
2018/6/30 2018/9/30 千葉県 睦沢町

戦争当時を知る戦争体験者は⾼齢化で年々少なくなり、戦争当時を知らない者には
戦争の気憶が遠ざかりつつある。当館では地域に残された史資料や体験者が語った
当時の話などを「戦争の遺品」としてとらえ、事実を伝える冷静な観点と体験者の
思いを⼤切にする地域の視点で、⽇清戦争、⽇露戦争、第⼀次世界⼤戦、⽇華事
変、第⼆次世界⼤戦など２０世紀を中⼼とした「戦争の遺品」を紹介する。外国⼈
にも作品内容が伝わるよう⼀部を⽇本語/英語表記とし、障害者への配慮としてバ
リアフリー化に務め、多機能トイレと階段には⼿すりを完備。

特別展「鈴⽊重男・⼼の絵」
睦沢町教育委

員会
2018/10/27 2019/2/17 千葉県 睦沢町

鈴⽊重男⽒は⼤正12年⽣まれ。関東⼤震災や戦争を体験するなど、⼤正・昭和・平
成の激動の時代を⽣き抜いてきた。⾃らの⼈⽣を思い起こして「おれの絵は⼼の絵
だよ」と⾔いながら、⾃らの体験を絵画で描き、2016年92歳で没するまで、純粋
な少年のように精⼒的に絵に打ち込んだ。作品は素朴な画⾵で、豊かな詩情があ
り、⾒る者の⼼に強く響くものがある。「川崎病院⽂化展」に出品のほか、短歌雑
誌の表紙を飾るなど内外の⾼い評価を受けて、地元を中⼼に活躍した。このたびの
特別展ではご遺族の協⼒をえて、未公開の作品を中⼼に鈴⽊⽒の作品を紹介する。
外国⼈にも作品内容が伝わるよう⼀部を⽇本語/英語表記とし、障害者への配慮と
してバリアフリー化に務め、多機能トイレと階段には⼿すりを完備。

第１６回館蔵名品展企画展
睦沢町教育委

員会
2019/3/16 2019/6/2 千葉県 睦沢町

睦沢町⽴歴史⺠俗資料館では⻑い間にわたって、貴重な⽂化財の収集・保管に務め
てきた。現在でも収集した絵画作品の修補や軸装、染織⼯芸品の額装、⼑剣の研磨
などを継続している。⻑きにわたって所蔵する吉良家旧蔵と思われる絵画や郷愁の
画家岡澤⻑⽣の作品、GHQ接収⼑剣などは折に触れて展⽰してきた。今回の館蔵名
品展では、当館が⻑く所蔵してきた名品と新たに収蔵した名品を紹介する。外国⼈
にも作品内容が伝わるよう⼀部を⽇本語/英語表記とし、障害者への配慮としてバ
リアフリー化に務め、多機能トイレと階段には⼿すりを完備。

beyond2020プログラム「みんなで踊ろう!!東京
五輪⾳頭-2020-」

千葉県 2018/8/25 2018/8/25 千葉県 千葉市

パラリンピック２年前の機会に合わせ、最近はあまり⾏われなくなってきた「盆踊
り」、昔からあった「盆踊り」を⾒直し、⽂化として保存地域の新しいコミニケー
ションの醸成及び「東京五輪⾳頭-2020-」の普及を⽬指す。共⽣社会の⽬指す企業
と⽇本の古き良き⽂化「盆踊り」を介して、新しいタイプの「盆踊り」を提案す
る。また、五輪⾳頭は、⾞いすの⽅も踊れる振付があり、さらに、会場は段差がな
いなど、障害の有無に関わらず、楽しめる企画である。オリンピック・パラリン
ピックの２年前記念イベント「千葉にオリンピック・パラリンピックがやってく
る！【Tokyo20202YearstoGo!】」と同時開催。

第17回新潟県障害者芸術⽂化祭
新潟県（障害
者芸術⽂化祭
実⾏委員会）

2018/11/20 2018/11/25 新潟県 新潟市 障害のある⽅が⽇頃取り組んでいる芸術⽂化活動の発表の場等として、美術展やｽ
ﾃｰｼﾞ発表を⾏う。

縄⽂⽂化発信サポーターズ特別対談 ⼩林 達雄
×佐藤 卓「縄⽂ジョウモンJOMON」

縄⽂⽂化発信
サポーターズ

2018/8/7 2018/8/7 東京都 台東区 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの開会式等を通じた縄⽂⽂化の発信のため、東京国⽴博物
館で開催中の縄⽂展に併せて縄⽂⽂化の魅⼒を発信する対談を開催する。

タイ王国事前キャンプを通した地元⾼校⽣及び⿅
屋市⺠との交流事業！

⿅屋市 2018/7/23 2018/12/1 ⿅児島県 ⿅屋市

タイ王国ナショナル⼥⼦バレーボールチームの事前キャンプ（7/23〜8/2）に先⽴
ち開催する歓迎レセプションにおいて、地元⾼校⽣考案によるGAP⾷材や地元⾷材
を使⽤したメニューの提供・タイ語でのメニュー説明及び、地元住⺠による和太⿎
を披露する。
事前キャンプ中においては、地元⾼校⽣が⼥⼦バレーボールチームの練習⾵景を通
訳を通してタイ語で取材し、SNSや広報誌を活⽤の上、市⺠に広く情報発信するこ
とで、2020年東京⼤会の機運醸成を図るとともに、市⺠を対象としたタイ語講座
を開催し、バレーボール世界選⼿権（9/29〜）では、タイの⽅と⼀緒にタイ語で選
⼿を応援する。以上のように、地元⾼校⽣を巻き込んだ⽇本⽂化の魅⼒発信や、⾔
語の壁を取り除く取組を実施する。

和光市⺠⽂化センター サンアゼリア 開館２５周
年記念事業
三遊亭⻤丸シニア応援講演会 ＆第１７回 清⽔か
つら記念⽇本歌曲歌唱コンクール受賞者による
cocoroほっこり⾳楽会

公益財団法⼈ 
和光市⽂化振

興公社
2019/2/22 2019/2/22 埼⽟県 和光市

⽇本歌曲、唱歌及び童謡を発信すると同時に、郷⼟の偉⼈である『清⽔かつら』の
顕彰事業として開催することで地域独⾃の⽂化の魅⼒を発信します。また、彩の国
シニア応援⼤使の三遊亭⻤丸師匠による「シニア応援講演会」も同時に開催するこ
とでシニア層を応援し、シニア層に活⼒を抱いてもらうことで社会の元気に繋がる
ものと考えています。
「社会包摂」の⼀環として様々な世代や⽴場の⽅々に広く⾨⼾を開き、来場者が気
軽に⼊場出来て演奏や講話を楽しめるように配慮しました。（⼊場無料、バリアフ
リー対応等）
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和光市⺠⽂化センターサンアゼリア開館25周年
記念事業 オペラ彩第３５回定期公演 オペラ
『トスカ』

公益財団法⼈ 
和光市⽂化振

興公社
2018/12/8 2018/12/9 埼⽟県 和光市

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。より多
くの⽅が鑑賞しやすくするために通常のオペラ公演と⽐較すると⾮常に安価な料⾦
設定を⾏うなどの配慮を⾏っている。敷居が⾼いイメージのあるオペラをより⾝近
なものとして普及させるために『稽古場⾒学会』を開催するなど、地域に密着した
活動を⾏っている。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2020年に向
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
を⽤意している。英語、イタリア語の分かるスタッフを配置し対応につとめる。

オペラ彩第３５回定期公演 オペラ『トスカ』 
稽古場⾒学会

公益財団法⼈ 
和光市⽂化振

興公社
2018/11/25 2018/11/25 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。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。

和光市⺠⽂化センターサンアゼリア開館25周年
記念事業 サンアゼリア寄席 燦々笑時

公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2018/10/12 2018/10/12 埼⽟県 和光市

柳家三三を迎えての落語公演。開催時間を⽇中とし、⾼齢者の⾜もとの不安を解消
しました。落語を好きな⽅だけでなく、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（1,800円）に設定することで敷居を低
くし、多くの⽅、多様な世代の⽅分かり易く落語の魅⼒を発信する。また、⼝演以
外の部分では開演前にホワイエで地元の「かつをぶし池⽥屋」が出店。みそ汁とお
にぎりの昼⾷券を⽤意。伝統芸能の落語とずっと伝え続けたい⽇本の伝統の味を⼀
緒にPRすることで、2020年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、
⼩ホールは⾞いすでそのまま客席エリアを使⽤することが出来る。また、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。

和光市⺠⽂化センターサンアゼリア開館25周年
記念事業 第7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
2019/1/20 2019/1/20 埼⽟県 和光市

和光市内の吹奏楽奏者と陸上⾃衛隊東部⽅⾯⾳楽隊隊員による総勢２６０名が新し
い年の幕開けをステージでの共演でお祝いする。プロの演奏家である陸上⾃衛隊東
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、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。同時に吹奏楽というノンハー
バルな切り⼝から、来場される⽅々に対しても健常者・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。また、障害のある来場者へのハード⾯での配慮も
⾏う。多くの⽅々が参加、来場することで地域ににぎわいが⽣まれ2020年に向け
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
⽤意している。併せて英訳のプログラムなども⽤意する。

和光市⺠⽂化センターサンアゼリア開館25周年
記念事業 わこう今昔写真展

公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2018/9/4 2018/9/10 埼⽟県 和光市

サンアゼリア開館２５周年記念事業でもあるため２５年前の写真のコーナーなども
設置します。また、かつての和光市（⼤和町の時代も含む）の写真や郷⼟の偉⼈で
ある『清⽔かつら』に関する展⽰を⾏うことで時代ともに移り変わる変化や地域独
⾃の⽂化の魅⼒を発信し、多くの市⺠の⽂化交流をはかる機会を作りたいと考えて
います。作品等の展⽰会を⾏うだけでなく、市⺠や学⽣によるボランティア参加な
ども実施することでより多くの⽅の交流に繋げ、相互理解を深めます。駐⾞場から
ホール⼊⼝まではスロープ及びエレベーター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ます。外国⼈にとっての⾔語
の壁を取り除く取組としてプログラムにも⼯夫を⾏うとともに英語の分かるスタッ
フを配置し対応につとめます。

和光市⺠⽂化センターサンアゼリア開館25周年
記念事業 桜展

公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2019/3/21 2019/3/26 埼⽟県 和光市

⽂化芸術振興基本法の改正の趣旨を踏まえ、地域独⾃の⽂化の魅⼒を発信し、新た
な芸術活動や国際的な⽂化交流をはかる機会を作りたいと考えています。⽇本⼈の
多くが好む『桜』がテーマである作品展を市⺠と地域のアーティストの⼿で作り上
げます。また、展⽰会を盛り上げるために開催時期は桜の開花に想いを馳せる３⽉
とします。このような地域アーティストの発掘・起⽤を今後も継続して実施するこ
と更なる地域アイデンティティの形成に繋がると考えています。また、作品の展⽰
会を⾏うだけでなく、会場には交流スペースを設置することで多くの⽅の交流に繋
げ、相互理解を深めます。隣接する道路・駐⾞場からホール⼊⼝まではスロープ及
びエレベーター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。外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組としてプ
ログラムにも⼯夫を⾏うとともに英語の分かるスタッフを配置し対応につとめま
す。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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ピアノの駅プロジェクト 佐賀県 2018/8/19 2018/3/31 佐賀県
⿃栖市
⼩城市

家庭でねむっているピアノを段差のない駅の空間に設置し、誰もが気軽に触れられ
るような環境を作ります。また、⽇本語と英語で「⾃由に触れてほしい」ことを伝
えるオランダのナショナルカラーであるオレンジの看板を設置します。さらに、地
域の学⽣や⾳楽活動をしている⽅々による設置記念のコンサートも⾏い、地域に根
差した⾳楽の活動を促進していきます。また海外アーティストによるピアノの駅を
めぐるコンサートも⾏い、より県⺠と近い形での⾳楽を通した海外との⽂化交流を
⾏います。

繊維の魅⼒ＰＲイベント「Fashionable 
Gunma」

群⾺県 2018/10/12 2018/10/13 群⾺県 前橋市

和装、洋装（テキスタイル、刺繍、ニット等）、シルク製品など本県繊維産業の魅
⼒を、主に若い世代をターゲットにＰＲし、県内繊維関連事業者の売上増やファン
獲得を通じ産地の活性化を⽬指すため、群⾺県庁を会場にファッションイベントを
開催する。

まいづる物語プロジェクト2018
舞鶴⽂化振興
プロジェクト
実⾏委員会

2018/8/28 2018/9/9 京都府 舞鶴市

舞鶴の昔の写真とその写真にまつわるエピソードから、プロの脚本家であるごまの
はえ⽒と市⺠が数本の短編戯曲を創作。写真から掘り起こした、昔の舞鶴の⾵景や
⼈々の様⼦を描いた物語を、楽器の⽣演奏とともに朗読劇として舞鶴市内で上演す
る。また⼀般公募した、舞鶴で撮影した懐かしい⾵景や、お祭り、伝統⾏事、昔の
⽣活等の写真の展⽰会「まいづる物語写真展」を市内の３会場で開催する。
【会場】
⾒樹寺舞鶴市総合⽂化会館CafébarFLAT+舞鶴市⾝体障害者福祉センター多⾨院公
⺠館舞鶴市東図書館舞鶴市総合⽂化会館⼩ホール他

第89回第⼀美術京都展 第⼀美術協会 2018/8/14 2018/8/19 京都府 京都市 第89回第⼀美術展(本展)5⽉30⽇〜6⽉11⽇国⽴新美術館開催の陳列作品の優秀作
品約100点を選抜、地元関⻄作家の出品作品を審査の上、加えて陳列開催する。

明治１５０年・平成３０年記念「京都の御⼤礼－
即位礼・⼤嘗祭と宮廷⽂化のみやび－」展

「京都の御⼤
礼－即位礼・
⼤嘗祭と宮廷
⽂化のみやび
－」展実⾏委

員会

2018/9/1 2018/10/8 京都府 京都市

平成30年(2018)は明治満150年を迎え、また今上陛下の⾼齢譲位による御代替り
も来年となりました。この機会に、平安時代以来、京都で磨きあげられた宮廷⽂化
の精粋「御⼤礼」をつぶさに明⽰する展覧会を企画いたします。
江⼾時代以降の御⼤礼を伝える貴重な史料、絵図、屛⾵、絵巻等、また即位礼や⼤
嘗祭の建築や儀礼の様⼦を表わす復元模型や装束などを数多く出陳し、その全貌に
迫ります。
本展覧会を多くの⽅々にご覧いただき、京都で⾏われた御⼤礼を中⼼とする宮廷⽂
化に対し、より深い関⼼とご理解をもっていただくよう願いまして開催いたしま
す。

明治１５０年・平成３０年記念「京都の御⼤礼－
即位礼・⼤嘗祭と宮廷⽂化のみやび－」展

「京都の御⼤
礼－即位礼・
⼤嘗祭と宮廷
⽂化のみやび
－」展実⾏委

員会

2018/9/1 2018/9/15 京都府 京都市

平成30年(2018)は明治満150年を迎え、また今上陛下の⾼齢譲位による御代替り
も来年となりました。この機会に、平安時代以来、京都で磨きあげられた宮廷⽂化
の精粋「御⼤礼」をつぶさに明⽰する展覧会を企画いたします。
江⼾時代以降の御⼤礼を伝える貴重な史料、絵図、屛⾵、絵巻等、また即位礼や⼤
嘗祭の建築や儀礼の様⼦を表わす復元模型や装束などを数多く出陳し、その全貌に
迫ります。
本展覧会を多くの⽅々にご覧いただき、京都で⾏われた御⼤礼を中⼼とする宮廷⽂
化に対し、より深い関⼼とご理解をもっていただくよう願いまして開催いたしま
す。

明治１５０年・平成３０年記念「京都の御⼤礼－
即位礼・⼤嘗祭と宮廷⽂化のみやび－」展

「京都の御⼤
礼－即位礼・
⼤嘗祭と宮廷
⽂化のみやび
－」展実⾏委

員会

2018/9/19 2018/9/27 京都府 京都市

平成30年(2018)は明治満150年を迎え、また今上陛下の⾼齢譲位による御代替り
も来年となりました。この機会に、平安時代以来、京都で磨きあげられた宮廷⽂化
の精粋「御⼤礼」をつぶさに明⽰する展覧会を企画いたします。
江⼾時代以降の御⼤礼を伝える貴重な史料、絵図、屛⾵、絵巻等、また即位礼や⼤
嘗祭の建築や儀礼の様⼦を表わす復元模型や装束などを数多く出陳し、その全貌に
迫ります。
本展覧会を多くの⽅々にご覧いただき、京都で⾏われた御⼤礼を中⼼とする宮廷⽂
化に対し、より深い関⼼とご理解をもっていただくよう願いまして開催いたしま
す。

明治150年記念事業 御寺泉涌寺「霊明殿」特別
公開

京都市 2018/10/28 2018/10/28 京都府  京都市

京都は千年以上の⻑きにわたり悠久の都として栄え，皇室を中⼼に宮廷⽂化が育ま
れ，東京の皇居以外に唯⼀現役の御所があります。本年は，明治150年・平成30年
の節⽬の年であり，来年には，今上陛下が御退位され，皇太⼦殿下が御即位される
こととなっております。
これに先⽴ち，京都市では，京都で⾏われた御⼤礼（即位礼・⼤嘗祭）をわかりや
すく明⽰する記念展覧会を本年9⽉に関係団体と開催いたします。この展覧会の開
催に合わせ，御寺泉涌寺の全⾯的な御協⼒のもと，普段は⾮公開とされている霊明
殿等を特別公開します。
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岡⼭県少年少⼥合唱連盟演奏会 ⾼梁⼤会
岡⼭県少年少
⼥合唱連盟

2018/8/26 2018/8/26 岡⼭県 ⾼梁市 岡⼭県の少年少⼥合唱団が集い、⼀年間の練習成果を発表し歌声を磨き、他の団の
合唱団と共に歌い、友情を深める。

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 沢知恵
コンサート

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/30 2018/9/30 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回は、シンガーソングライター
の沢知恵さんをお迎えして、ピアノ弾き語りをお楽しみいただきます。

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 エジ・
クロコンサート

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/7 2018/10/7 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回は、エジ・クロのお⼆⼈をお
招きし、懐かしい柔らかな⾳⾊でありながら、ダイナミックな躍動感も表現する
「クロマチックハーモニカ」と美しくも哀愁を帯びた情感あふれる⾳⾊の中南⽶パ
ラグアイのハープ「アルパ」の演奏をお楽しみいただきます。

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 ⽻⼭弘
⼦プロデュース 若き⾳楽家たちによるコンサー
ト

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/14 2018/10/14 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回はソプラノの⽻⼭弘⼦先⽣プ
ロデュースの若い⾳楽家のみなさんによるコンサートです。

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 ⼭路み
ほ＆パヴェルコンサート

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/21 2018/10/21 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回は、世界を舞台に活躍されて
いる⼭路みほさんの筝とロシア⼈尺⼋奏者パヴェルさんの演奏をお届けします。

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 やかげ
まちうたライブ

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/27 2018/10/27 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回は、県内外で活躍するアー
ティストによるリレーコンサートを屋外特設ステージからお届けするとともに、
ワークショップやグルメが楽しめるブースなどで、秋のやかげの⼀⽇を満喫してい
ただきます。

第39回岡⼭県俳⼈協会俳句⼤会
岡⼭県俳⼈協

会
2018/10/28 2018/10/28 岡⼭県

岡⼭市北
区

公益社団法⼈俳⼈協会から、⽯井いさお講師を招き「実践的な俳句について」の講
演会を開き俳句の表現⽅法について学ぶ。その他、事前募集句の中より優秀作品を
選び表彰を⾏う。同じく当⽇参加者にも投句を呼びかけ優秀句については表彰を⾏
う。

Dance Performance 2018
岡⼭県現代舞

踊連盟
2018/9/29 2018/9/29 岡⼭県

岡⼭市北
区

現代舞踊連盟会員と⼦ども達との作品によるコンテンポラリーダンスパフォーマン
ス。銀河の流れを切り取ったような異空間で、公募選出されたジュニアと連盟会員
が⼀つの舞台を作り上げます。今東京のみならず海外でも活躍中の舞踊家⼭本裕⽒
をゲストに迎え、演出するとともに作品に出演します。このパフォーマンスは⼭本
⽒のワークショップを開催し、レベルアップを図りながら、創作を進めます。ま
た、作品の中に岡⼭の伝統的な⽂化（ベンガラ染め・作州絣等）とのコラボレー
ションも予定。芸術性のより⾼い現代舞踊を広めていくことで、岡⼭の芸術⽂化の
発展と次世代の育成・⻘少年の健全な育成となることを⽬的にしている。

第17回マーチングバンド・バトントワーリング
岡⼭県⼤会

岡⼭県マーチ
ングバンド協
会 ／ 岡⼭
県バトン協会

2018/9/24 2018/9/24 岡⼭県
岡⼭市南

区

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。

アートの今・岡⼭2018「呼応：CALL＆
RESPONSE」岡⼭県天神⼭⽂化プラザ会場

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/7 2018/11/18 岡⼭県

岡⼭市北
区

10組のコレクターとアーティスト、アーティストを応援するサラリーマン・コレク
ターの「呼びかけ」、そしてそれに「呼応」する形としてのアーティストの表現を
アート作品での掛け合い「コール＆レスポンス」として紹介されます。
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アートの今・岡⼭2018「呼応：CALL＆
RESPONSE」⾼梁市歴史美術館会場

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/12/1 2018/12/24 岡⼭県 ⾼梁市

10組のコレクターとアーティスト、アーティストを応援するサラリーマン・コレク
ターの「呼びかけ」、そしてそれに「呼応」する形としてのアーティストの表現を
アート作品での掛け合い「コール＆レスポンス」として紹介されます。

アートの今・岡⼭2018「呼応：CALL＆
RESPONSE」華鴒⼤塚美術館会場

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2019/1/5 2019/2/11 岡⼭県 井原市

10組のコレクターとアーティスト、アーティストを応援するサラリーマン・コレク
ターの「呼びかけ」、そしてそれに「呼応」する形としてのアーティストの表現を
アート作品での掛け合い「コール＆レスポンス」として紹介されます。

第87回倉敷⾳楽協会定期演奏会 倉敷⾳楽協会 2018/12/2 2018/12/2 岡⼭県 倉敷市

会員を中⼼に、毎年、定期演奏会を⾏っている。プログラムには、クラシック曲は
勿論、⽇本歌曲、邦楽など多岐に渡る曲⽬を取り⼊れている。クラシック層の育成
にも貢献するように、毎年7⽉頃⾏われる児童⾳楽コンクール（倉敷⾳楽協会主
催）の⾦賞者も招待演奏をしており、幅広い世代への発信を⾏っている。

第22回 2018 ⽯岡市企画展
⽯岡市教育委

員会
2018/9/29 2018/10/4 茨城県 ⽯岡市

⽯岡市企画展は，市内外で活躍する著名な芸術家の作品を広く市⺠に紹介し，鑑賞
してもらうことを⽬的としており，今年で２2回⽬の開催となります。
今年は，⽯川富重⽒【書】・野⼝昌男⽒【洋画】の展⽰を予定しております。
なお，本企画展はバリアフリー対応の会場で実施いたします。

第４０回 中部バレエフェスティバル
公益社団法⼈ 
⽇本バレエ協
会 中部⽀部

2018/8/29 2018/8/29 愛知県
名古屋市

中区

クラシックバレエの基礎をもとに、各団体の担当振付者が作品を提供し、それぞれ
に競い合いつつ、レベルの向上を図ることを⽬的としております。第４０回フェス
ティバルでは、アカデミー国枝バレエ、岡⽥純奈バレエ団、川⼝節⼦バレエ団、幸
⽥バレエ教室、佐々⽊智恵⼦バレエ団、⽵内外恵バレエ教室、松岡伶⼦バレエ団附
属研究所、森⾼⼦バレエ教室、メグミバレエスクールの９団体の出演により、クラ
シックバレエの古典、創作、さらにはモダンな作品などが公演され、観客に楽しん
でいただきます。
会場は、多⽬的トイレや⾞いすの⽅のためのスロープ、鑑賞スペース等が整備され
ており、障害者の⽅も楽しんでいただけます。

芝流創流５０年・第４０回芝乃会記念公演 芝流 芝乃会 2018/10/28 2018/10/28 愛知県
名古屋市

中区

芝流は昭和４3年の創流以来５０年にわたり舞踊の原点・本質に基づいた舞踊の研
究開発を⾏い、古典を⼤切に守りながら⼿軽に⽇本舞踊を楽しむことができるよ
う、時代のニーズに合わせてアレンジし未来の古典を創作している。
⼜、医師の監修のもと、⽣涯実践可能な「⾳楽療法」の⼀環としての舞踊活動を普
及すべく、舞踊愛好者と舞踊家の育成を⾏っている。本公演では地域⽂化向上を⽬
的として、創作⽇本舞踊を公開する。また、会場はバリアフリーで⾞椅⼦スペース
もあるため障害者の⽅でも安⼼して楽しむことができると思います。

ゆかりバレエ公演 ２０１８ ゆかりバレエ 2018/8/18 2018/8/19 愛知県
名古屋市

港区

第１部は、ゆかりバレエ所属の⽣徒が神原ゆかりの構成と振付によるバレエを上演
する。第２部では、クララの夢〜「くるみ割り⼈形」よりは、有名なくるみ割り⼈
形の第２幕のお菓⼦の国を中⼼に、神原ゆかりの独⾃の解釈により上演する。第３
部では、(⼀社)現代舞踊協会理事⻑で全国で活躍中の花輪洋治⽒を迎え、神原ゆか
りとともに、有名なチャップリンの「街の灯」を舞踊化。古典から現代物まで、他
では観ることができないオリジナル作品を上演することで⽇本のバレエ⽂化の奥深
さと解釈の無限の可能性を知ることができる公演である。
会場は、スロープ、⾞いすの鑑賞スペース等が整備されており、障害者の⽅も楽し
んでいただけます。

第12回全⽇本津軽三味線競技会名古屋⼤会

全⽇本津軽三
味線競技会名
古屋⼤会実⾏

委員会

2018/7/29 2018/7/29 愛知県
名古屋市

中区

⾼齢者のファンが多いですが、若い⼈にも関⼼をもって頂ける数少ない邦楽の⼀
翼。全国コンクールは数ありますが、北は北海道から南は九州の種⼦島まで各地か
ら参加出場。本戦出場にも予選通過が必要なレベルの⾼い⼤会です。審査項⽬も
オープンにして審査の透明性も重視しています。数は少ないですが外国の⽅のエン
トリーもあります。今夏は予選が通りませんでしたが、過去には出場されたことも
あります。津軽三味線が外国の⽅にも受け⼊れられている証です。会場はバリアフ
リーになっていて⾞椅⼦席もあるため、毎回障害者のお客様もお⾒えになられてい
ます。
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第17回⽔芭蕉コンサートin愛知 名古屋
⽔芭蕉忌コン

サートin愛知実
⾏委員会

2018/8/26 2018/8/26 愛知県
名古屋市

東区

「雪の降るまちを」「夏の思い出」「めだかの学校」など数多くの国⺠的愛唱歌を
⽣み現代歌曲作曲家として知られる故中⽥喜直⽒の功績を称えるとともに、⽇本の
童謡・唱歌・歌曲を２１世紀の担う⼦供達に歌い継ぐ為のコンサートです。
ﾌﾟﾚﾄｰｸ全国知事からのメッセージ紹介
第１部中⽥喜直の世界第２部⽇本童謡運動100年・歌い継ごう⽇本の童謡
第３部歌い継ぎたい中⽥喜直の名曲めだかの学校、雪の降るまちを、他
ﾌｨﾅｰﾚ会場の皆様の⼤合唱夏の思い出
・全国から集った団体、出演者と｢名古屋みずばしょうコーラス｣との合同演奏
会場はバリアフリーになっていて、エレベーターもあり⾞椅⼦席も確保されている
ため、障害者の⽅にも⼀緒に楽しんでいただけると思います。

サムライ×NINJA空港プロジェクト
中部国際空港

株式会社
2018/7/20 2019/7/19 愛知県 常滑市

東海地⽅は、戦国武将とゆかりのある地域であるが、戦国武将（サムライ）や武将
を⽀えた忍者（NINJA）などは、外国⼈には魅⼒のあるコンテンツである。そこで
東海地⽅の空の⽞関である中部国際空港において忍者に関する諸施策を⾏うこと
で、外国⼈旅⾏客数を増やすとともに、空港でサムライや忍者を感じていただくこ
とでいい思い出をお持ちいただき、帰国後も東海地⽅、⽇本の良さを周知いただく
ことを⽬的としている。施策としては、SNSや航空機内（機内誌・乗務員アナウン
ス）等の各メディアにおける多⾔語による情報発信、定期的なサムライ×忍者イベ
ントの開催、空港内各所における多⾔語による忍者のおもてなし、忍者にまつわる
グッズ・飲⾷メニューの製作等を実施する。この地域の魅⼒ある観光資源と外国⼈
観光客のニーズを結びつけ、中部地域の⽞関であるセントレアにおいて、「サムラ
イと忍者」を活⽤して他の地域との差別化を図り、世界に通⽤する本物の「サムラ
イ×NINJA」の聖地化を図る。

⼦どもとためす環境まつり
中央区環境保
全ネットワー

ク
2018/9/22 2018/9/22 東京都 中央区

⼩学校を会場として、⾏政・企業・学校・地域の⼈々が協働連携して、体験型の環
境学習ブース等（2018年度は27企業・団体/29ブース、7⼩学校パネル展⽰予定）
を設けイベントを⾏う。⾃然環境だけではなく、⾵呂敷の活⽤や⾼齢者の疑似体験
（⾞いすや視覚障害ゴーグル）など⽣活環境を通じ、⽇本⽂化の良さ、障害に対す
る認識を深め、あらゆる環境問題に気づき、⾝近に感じ、考え、環境にやさしい⾏
動ができるようにする。スタッフ・来場者には外国⼈も参加しており、国際的視野
でも環境創造をし、また単なる環境学習イベントにとどまらず、⼦どもたちが各
ブースに⼊り⼤⼈と⼀緒に環境情報を発信する取組（サーモンプロジェクト）があ
り、世代間交流を通じて将来を担う次世代の育成にも貢献したい。なお、会場はバ
リアフリー対応であり、英語・中国語対応のスタッフを配置している。

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

2018/10/5 2018/10/7 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。⾞椅⼦をお使いの⽅に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「⼈形浄瑠璃⽂楽」をわかりやすくご
紹介する英語のパンフレットを設置する。

プロ棋⼠ペア碁選⼿権２０１９
公益財団法⼈
⽇本ペア碁協

会
2019/2/9 2019/3/3 東京都 千代⽥区

当協会は1994年から「プロ棋⼠ペア碁選⼿権」を開催しており、今回で第25回⼤
会を迎える。タイトル保持者、賞⾦ランキング上位者等、⽇本の囲碁界を代表する
トップ棋⼠16ペア32名が集結する。国⺠栄誉賞を受賞した井⼭裕太九段も出場す
る。これだけのトップ棋⼠が⼀堂に会する⼤会は当⼤会だけである。2⽉９⽇に1回
戦、2回戦、準決勝戦を⾏い、3⽉3⽇に決勝戦を開催する。会場はバリアフリーの
会場である。トップ棋⼠の対局を近くで観戦できるので、多くの囲碁ファンが毎年
楽しみにしている。また、会場に来られない⼈も⽇本ペア碁協会のHPから対局を観
戦することができる。ホームページは⽇本語と英語があるので、外国の⼈も本⼤会
を楽しむことができる。

第54回神奈川県美術展・中⾼⽣特別企画展

神奈川県美術
展委員会、神
奈川県⺠ホー
ル、神奈川県

2018/9/5 2018/10/13 神奈川県 横浜市

神奈川県美術展は、昭和40年に創設された県内最⼤規模の公募美術展である。第
50回展からは、神奈川県内の中⾼⽣を対象とした中⾼⽣特別企画展を同時開催して
いる。新⼈作家の育成に努めるとともに、作家に作品発表の機会を提供すること
で、本県の美術⽂化の向上に寄与することを⽬的とする。第52回展からは、より広
く全国の美術家から作品を募集する全国公募の美術展として開催している。
展⽰会を開催する神奈川県⺠ホールは多⽬的トイレの完備や⾞いす等のルート確保
など、バリアフリー対応がなされている。

第２１回 ⻘の会 徳島佐苗会 ⻑唄演奏会
徳島佐苗会・

⻘の会
2018/10/30 2018/10/30 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。
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企画展『⼤♡地図展ー古地図と浮世絵』
公益財団法⼈
東洋⽂庫、読

売新聞社
2018/9/15 2019/1/14 東京都 ⽂京区

東洋⽂庫は古今東⻄の地図史料を収蔵しています。2015年には17世紀オランダで
制作された「⼤地図帳」を中⼼に、⻄洋古地図の優品を公開する展覧会を開催しま
した。本展はその第2弾ともいうべきもので、伊能忠敬没後200年、歌川広重没後
160年の本年は、⽇本で制作された古地図にスポットをあてます。江⼾時代のもの
を中⼼とする、⽇本全国あるいは世界を描いた地図を、名所⾵景や旅の様⼦を描い
た浮世絵や絵本とともにご覧いただきます。
国内有数の質と量を誇る東洋⽂庫の⽇本地図・地誌関係史料のなかでも逸品がそろ
うまたとない機会です。地図から読み取れるさまざまな情報をとらえ、共に旅をす
るかのようにお楽しみください。
全ての展⽰解説は英⽂が併記されておりますので、英語圏の⽅もいつでも安⼼して
お楽しみいただけます。また、⽇英中三か国語表記のチラシを都⽴庭園等で配布し
ております。ご覧いただき、是⾮お越しいただければ幸いです。

第２０回史都多賀城万葉まつり
史都多賀城万
葉まつり実⾏

委員会
2018/10/7 2018/10/7 宮城県 多賀城市

万葉集の編者の⼀⼈と⾔われる⼤伴家持が⽣きた時代のロマンを「まつり」で再現
することにより、多賀城の歴史と未来を広く市⺠に語りかけるとともに、多賀城の
魅⼒を発信することを⽬的として開催するものです。万葉⾐装⾏列は、市⺠（幼
児・⼩学⽣・中学⽣・⼤⼈・団体）が⾐装を着て、東北の中⼼地であった「多賀
城」の時代を再現する⾏列です。ステージ発表は、横笛・巫⼥の踊り・和歌朗詠・
琴演奏・多賀城太⿎・多賀城⿅踊りや、宮廷⾏事を模した射礼（じゃらい）を⾏う
ほか、⼀般参加者によるステージ発表も⾏われます。出店関係は、茶席や売店のほ
か各種体験コーナーも設置し、まつりを盛り上げています。また、障がいを持つ⽅
や外国⼈の⽅々にも気軽に⾏列やステージに参加していただけるよう、特に、障が
い者の⾏列には参加者⼀⼈ひとりに専属スタッフをサポート役として配置するほ
か、メーン会場はバリアフリー対応施設となっており、安⼼して参加いただけるよ
う取り組んでいます。

久喜市⽴郷⼟資料館 第９回特別展 祈りと願い 
彩る獅⼦ー久喜市の獅⼦舞展ー

久喜市⽴郷⼟
資料館

2018/10/10 2018/12/23 埼⽟県 久喜市

獅⼦舞は⽇本における伝統的な⺠俗芸能の⼀つで、久喜市内では現在７地区で獅⼦
舞が⾏われています。久喜市の獅⼦舞は、天下泰平への願いや病魔・厄除けのほ
か、⾬乞い、五穀豊穣の祈願、秋の収穫への感謝などを⽬的として⾏われていま
す。平成２９年度には指定⽂化財に指定されている獅⼦舞保存会によって、久喜市
獅⼦舞活⽤実⾏委員会が設⽴され、獅⼦舞の継承・活⽤を⽬的とした映像記録が作
成されました。第９回特別展では、こうした映像記録や調査をもとに、久喜市内７
地区の獅⼦舞について紹介します。
郷⼟資料館は鷲宮図書館の２階にありますが、エレベーターを設置しており、⾞い
すの貸し出しも⾏っています。

acosta! 〜AGF2018スペシャル〜
株式会社ハコ

スタ
2018/11/10 2018/11/11 東京都 豊島区

弊社では、豊島区にご協⼒頂き、2014年3⽉からコスプレイベントacosta!（アコ
スタ）を毎⽉開催している。
アニメ好きの⼥性の聖地「⼄⼥ロード」を中⼼とし、実際の池袋の街並みを背景に
してコスプレの写真撮影や街中を回遊できる事が⼤きな特徴となっている。
2020年に向けて、イベントを通じ、池袋の活性化を図る他、⽇本のポップカル
チャーであるコスプレの魅⼒を広めていく。イベント参加者に配布しているMAPは
英語にも対応し、外国⼈の参加者も増えている。

伝統芸能＠南池袋公園事業 「⽇本の芸能 三番
叟 〜中世から江⼾へ〜」/「ひとはおどる-⽇本
の⺠俗舞踊-」

公益財団法⼈
としま未来⽂
化財団、豊島

区

2018/9/23 2018/9/24 東京都 豊島区

現代的なデザインでファミリー層から訪⽇外国⼈まで注⽬を集める公園に特設能舞
台を設置、2⽇間にわたり伝統芸能公演を実施する。1⽇⽬は狂⾔師・野村万蔵の構
成・演出で「三番叟」をテーマに芸能の歴史を紹介、2⽇⽬は⽇本各地の⺠俗舞踊
を招へい、参加コーナーやトークも交え⺠俗芸能の多彩さを紹介する。公園内には
⼤型ビジョンも設置し、⽇本語を含む多⾔語（英語、中国語、韓国語）の字幕を表
⽰、伝統芸能に馴染みのない⽅や訪⽇外国⼈にもわかりやすく紹介し、⽇本⽂化の
魅⼒を広く発信する。

平安装束試着体験 家族試着デー
公益財団法⼈ 
国史跡斎宮跡

保存協会
2018/7/15 2019/3/31 三重県

多気郡明
和町斎宮

ここ「斎宮」は天皇にかわり伊勢神宮の祭祀に奉仕する「斎王」が住んでいた所。
斎王制度は⾶⿃時代から約660年間続き、⼀番華やかだった平安時代にスポットを
当て、歴史体験ができる施設です。体験メニューの中で⼀番⼈気の平安装束試着体
験（有料・要予約）は、⼗⼆単、直⾐などの本格的な装束を⼀枚、⼀枚着重ねてい
きます。毎⽉第3⽇曜⽇の家庭の⽇では、家族試着デーと称して、4名様まで体験で
きます。記念撮影をし、おひとりにつき写真3枚を当⽇お渡しします。装束の説明
⽂は、⽇本語と英語をご⽤意しています。平安貴族の邸宅『寝殿造』をモデルにし
た当館で平安装束を着て、王朝⼈気分をお楽しみください。
また、館内のご案内は⽇本語、英語、中国語の案内⽂をご⽤意しております。

ミュージカル「美⼥と野獣」を「バトントワリン
グ」で表現する。

特定⾮営利活
動法⼈⽇本バ
トントワリン

グ協会

2018/12/29 2018/12/29 東京都 ⾜⽴区

当協会では初回1987年「シンデレラ」をスタートに30年以上「バトントワリン
グ」で「ミュージカル」を演じております。シナリオ、選曲、振り付けを⾏い、⾐
装、照明、舞台は専⾨家を招き開催しております。半世紀以上も前に⽶国から世界
に広まったバトンですが、⽇本のように舞台で踊り、「マーチ」からストーリー性
の⾼い「ミュージカル」を題材に「バトントワリング」で演じる事は他国には無い
⽇本独⾃の「バトントワリング」の形です。今年で32回⽬のミュージカル「美⼥と
野獣」80分の⼤作を幼児から⼤⼈、総勢200名で演じます。会場はバリアフリーで
⾞いす席が６席、移動席が４４席あり、視聴覚障害者への取り組みが進められてお
ります。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

観光交流施設きらめきファクトリー 運営事業
富⽥林産業⽂
化芸術連携体

2018/8/1 2019/7/31 ⼤阪府 富⽥林市

観光と⽂化とアートをお届けする施設として「観光交流施設きらめきファクト
リー」を運営しています。富⽥林駅からすぐの場所に位置し、富⽥林市および南河
内の⽞関⼝であるとともに、重要伝統的建造物群保存地区である「富⽥林寺内町」
へつながる当施設は、地場産の河内⽊材を多⽤し、⽊格⼦、焼杉の壁といった、伝
統的な⽇本建築を意識した現代的な建物で、お越しの⽅々をお出迎えいたします。
富⽥林市をはじめとした近隣の観光案内や地域情報の発信、特産品の販売や、多⾔
語のパンフレットの設置、職員による外国語での対応、フリーWi-Fiの設置、授乳
室、オストメイト対応トイレの設置等、どなたでもご利⽤いただける施設となって
おります。また、多⽬的に使⽤いただけるスペースを設け、レンタル利⽤の他、⽂
化・アートを感じていただける催事を実施しております。

明治150年特別展「⼯芸の冒険」

【博物館 錦窯
展⽰館展】⼩
松市   

【本陣記念美
術館展】⼩松
市 東京国⽴
近代美術館

（共催 ⽯川
県）

2018/9/29 2018/11/18 ⽯川県 ⼩松市

2020年、東京国⽴近代美術館⼯芸館の⽯川県移転の機運を⾼めるために、⽯川県
下では同館所蔵品による巡回展が開催されている。平成30年度は本陣記念美術館を
会場に、⼯芸館所蔵品の中から冒険的な作品を取り上げ展⽰する。それにあわせ、
博物館と錦窯展⽰館では、地元九⾕焼の多様な技法や、挑戦的な仕事を取り上げた
展覧会を同時開催する。これら3会場で、⼯芸の冒険的な作家や作品との出会いの
場を提供すると共に、地元の「ものづくり」の新たな価値（イノベーション）を⽣
み出す⼀助となることを⽬指している。なお、本陣記念美術館と博物館では作品名
などに英語標記を付し、外国⼈が⽇本の⼯芸作品を理解し鑑賞を深めることが出来
るように配慮する。
「か･た･ちをめぐる冒険」本陣記念美術館
「きらめく⾊の冒険―錦⼭窯と吉⽥美統の仕事―」⼩松市⽴博物館
「若き陶芸家たちの冒険―九⾕NOW―」錦窯展⽰館

共同制作オペラ モーツァルト 歌劇「ドン・
ジョヴァンニ」（新演出）

東京芸術劇場
（公益財団法
⼈東京都歴史
⽂化財団）

2019/1/26 2019/1/27 東京都 豊島区

井上道義総監督により2015年に全国10都市14公演を全国共同制作、我が国のオペ
ラ上演史上、センセーショナルに記憶を残したオペラ『フィガロの結婚』に続く、
共同制作オペラモーツァルト歌劇「ドン・ジョヴァンニ」。
演出は井上の信頼が厚く、ダンサー、演出家として進境著しい森⼭開次が務める。
旧来の慣習にとらわれない、新たな視点で世界に通⽤する新しい⽇本のオペラ⽂化
を代表する作品として、東京・富⼭・熊本の3館で共同実施。オーディションで選
抜したキャストと、地元の市⺠を参加させ、各地の特⾊を活かし制作します。⽇本
語上演でありながら、諸外国の⽅にもわかるよう、字幕を設置。また、聴覚視覚の
不⾃由な⽅向けの解説⽤装置を設置し、バリアフリーな公演を予定します。

第２８回宇治⼗帖スタンプラリー
紫式部⽂学賞
イベント実⾏

委員会
2018/10/27 2018/11/4 京都府 宇治市

「源⽒物語」全五⼗四帖のうち最後の⼗帖は、主に宇治の地を舞台として展開する
ところから「宇治⼗帖」と呼ばれています。いつの頃からか、宇治橋周辺には宇治
⼗帖の物語を偲ぶ古跡が設けられ、⼈々に親しまれてきました。千年のときを超
え、なおも愛され続ける源⽒物語の世界に触れてみませんか。恵まれた⾃然と宇治
の街があなたをお待ちしています。
スタンプを全部集めた⼈（踏破者）には、ゴールの受付でスタンプを確認後、お楽
しみ抽選があります。また、スタンプを全部集めた⼈（踏破者）全員にスタンプラ
リーオリジナルバッジを差し上げます。（※数は⼗分ご⽤意していますが、万が⼀
⾜りなくなった時はご容赦ください。）
スタンプ帳の表紙の⼀部に英語を使⽤しているので、外国からお越しの⽅もスタン
プラリーにご参加いただけます。

ひがしおおさか狂⾔会 東⼤阪市 2018/10/12 2018/10/12 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。

星空ミュージックカフェ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/8/25 2018/8/25 岡⼭県 美作市

屋外で星空を眺めながらの野外コンサートです。リリコンライブやサックス演奏、
ヒップホップダンスなど、憩いの場を創出するカフェ空間とともにお楽しみくださ
い。

第7回街道祭
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/8 2018/9/9 岡⼭県

勝⽥郡勝
央町

出雲街道勝間⽥宿を舞台に、旧郷⼟美術館や下⼭本陣、街道沿いの空家や空きス
ペースを会場とするアートイベント、近隣市町村の特産品の販売や町内⽣産者によ
る直売を⾏うきんとくんマルシェなどのグルメ、出雲街道の歴史に関する展⽰や⽂
化協会の作品展⽰のほか、ダンスやストリートパフォーマンスなど内容盛りだくさ
んの野外イベントです。

観⽉会
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/16 2018/9/16 岡⼭県 奈義町

奈義町現代美術館の展⽰室「⽉」の⾓度が中秋の名⽉の⽅向軸に向いていることに
ちなんで開催する⾳楽イベントです。世界的なヴィブラフォン奏者の⾚松敏弘を迎
えマリンバ・センセーションとのスーパーライブをお届けします。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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むかしくらしきふれあい祭り
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/29 2018/9/29 岡⼭県 美作市

岡⼭県⽴林野⾼等学校の地域教育活動の⼀環として地域と⼀体となって開催する地
域イベントです。⽣徒による企画を中⼼に、林野商店街や町並み保存館「蔵」での
テントブース企画やステージパフォーマンスなどが繰り広げられます。

ふれあいまつり ⽊の楽器ワークショップ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/30 2018/9/30 岡⼭県 ⻄粟倉村 ⽂化協会主催イベント「ふれあいまつり」の外会場で⽊の楽器ワークショップを開

催します。また、その楽器を使った路上ライブの体験もあります。

ミュージック・アーチ〜感動体験！アーティスト
がまちにやってくる！「早稲⽥桜⼦ヴァイオリン
コンサート」in⻄粟倉村

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/11 2018/10/11 岡⼭県 ⻄粟倉村 アーティストが地域を訪問しパフォーマンスを展開する、地域資源を活⽤したアウ

トリーチコンサートで、地域住⺠の皆さんに素晴らしい演奏をお届けします。

ミュージック・アーチ〜感動体験！アーティスト
がまちにやってくる！「早稲⽥桜⼦ヴァイオリン
コンサート」in勝央町

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/12 2018/10/12 岡⼭県

勝⽥郡勝
央町

アーティストが地域を訪問しパフォーマンスを展開する、地域資源を活⽤したアウ
トリーチコンサートで、地域住⺠の皆さんに素晴らしい演奏をお届けします。

ミュージック・アーチ〜感動体験！アーティスト
がまちにやってくる！「早稲⽥桜⼦ヴァイオリン
コンサート」in美作市

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/13 2018/10/13 岡⼭県 美作市 アーティストが地域を訪問しパフォーマンスを展開する、地域資源を活⽤したアウ

トリーチコンサートで、地域住⺠の皆さんに素晴らしい演奏をお届けします。

ミュージック・アーチ〜感動体験！アーティスト
がまちにやってくる！「早稲⽥桜⼦ヴァイオリン
コンサート」in奈義町

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/14 2018/10/14 岡⼭県 奈義町 アーティストが地域を訪問しパフォーマンスを展開する、地域資源を活⽤したアウ

トリーチコンサートで、地域住⺠の皆さんに素晴らしい演奏をお届けします。

童謡100年「みんなのうたコンサート」〜こころ
の童謡ふるさとの歌〜

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/28 2018/10/28 岡⼭県

勝⽥郡勝
央町

童謡誕⽣100年周年を迎え、童謡・唱歌・抒情歌をテーマに、世代を超えて⼀緒に
楽しめるコンサートを開催します。次世代へ引き継ぎたい名曲の数々を出演者と共
に来場のみなさんも楽しんでいただきます

ルネスミュージックカフェ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/2 2018/11/2 岡⼭県

岡⼭市北
区

⾷事を楽しみながら⾳楽を楽しむ場として、多くの県⺠の皆様にお楽しみいただい
ているルネスミュージックカフェ。国末しをん＆柾⽊和敬による舞踊と歌唱をお楽
しみいただき、気軽に⽂化に触れる機会を提供します。

NISHIAWAKULIVE！
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/18 2018/11/18 岡⼭県 ⻄粟倉村 ピアニストの⼭路真美さんをお迎えして、地元の⼦どもたちが夏休み期間中にワー

クショップで作成した楽器で演奏・合唱を披露します。

はたらくくるま⼤集合
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/25 2018/11/25 岡⼭県 美作市

地域で暮らすことの素晴らしさを⼦どもたちに体感していただくイベント「はたら
くくるま⼤集合」において、地元⾼校⽣による書道パフォーマンスを実施し、地域
⽂化の振興を図ります。

横仙歌舞伎⼤公演
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/24 2018/11/25 岡⼭県 奈義町 岡⼭県東作州地⽅に伝わる伝統芸能「横仙歌舞伎」の公演です。県内に残る４つの

保存団体とこども歌舞伎教室による上演をお楽しみください。

乗松恵美アウトリーチ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/26 2018/11/30 岡⼭県

勝⽥郡勝
央町

声楽家の乗松恵美⽒とピアニストの泊真美⼦⽒を迎え、⼩学⽣を対象としたアウト
リーチを⾏います。

乗松恵美 ０歳からのコンサート
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/12/1 2018/12/1 岡⼭県

勝⽥郡勝
央町

声楽家の乗松恵美⽒とピアニストの泊真美⼦⽒を迎え、普段は参加することが難し
い乳幼児とその家族を対象としたコンサートを開催します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

乗松恵美 ホールコンサート
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/12/2 2018/12/2 岡⼭県

勝⽥郡勝
央町

声楽家の乗松恵美⽒とピアニストの泊真美⼦⽒を迎え、地域のみなさんに「⾳の宅
急便」としてコンサートを開催します。

第110回岡⼭県短歌⼤会 岡⼭県歌⼈会 2018/10/27 2018/10/27 岡⼭県
岡⼭市北

区

1.短歌講演会…講師に歌⼈の伊藤⼀彦⽒を招へい
2.短歌批評会…予め応募の⾃作短歌の批評会
3.優良短歌表彰…選者による選考と出詠者の合評にて決める
4.中⾼校⽣の作品募集…中⾼校⽣の作品募集をし優秀作品を表彰する

岡崎嘉平太記念館平成30年度秋の特別企画展
「岡崎嘉平太とANA（全⽇空）－その軌跡と今に
⽣きる精神」

岡崎嘉平太記
念館

2018/9/22 2018/12/27 岡⼭県
吉備中央

町

全⽇空は、当時の朝⽇新聞社社⻑の美⼟路昌⼀⽒等が中⼼になり設⽴、昭和27年
（1952）⺠間航空会社⽇本ヘリコプター輸送（株）としてスタートした。岡崎嘉
平太⽒は親交のあった美⼟路⽒に経営⾯での助けを請われ、副社⻑として設⽴に参
加し2代⽬社⻑に就任。以後社⻑を6年、相談役を22年間つとめ全⽇空の基盤を作
り⽇本の航空業界の発展に⼤きく貢献した。この度の企画展では設⽴から参画した
経緯や社員と信頼関係を結びつつ、企業とはいかに社会へ貢献すべきかを問い続け
た姿に着⽬し、経済界、主に航空業界で活躍した側⾯を紹介する。主な展⽰品は、
全⽇空社員から贈られた品々、全⽇空関係の遺品、航空業界から贈られた賞、これ
等に関連した写真等、また全⽇空内に設⽴された岡崎嘉平太国際奨学財団の紹介等
の予定である。

岡崎嘉平太がめざした世界平和への道を考える 
第17回講演会

岡崎嘉平太記
念館

2018/11/24 2018/11/24 岡⼭県
岡⼭市北

区

⽇中友好や世界の平和に尽⼒した岡崎嘉平太⽒の功績や⽣き⽅を学ぶことを通じ、
世界平和への道を考える講演会として、開館以来毎年開催している。本年は、⽇中
平和友好条約締結40周年に当たることから、⺠間⼈として初めて中華⼈⺠共和国箚
特命全権⼤使に就任された丹⽻宇⼀郎⽒を講師にお招きし、開催する。

第13回岡⼭県美術家協会展
⼀般社団法⼈ 
岡⼭県美術家

協会
2018/11/13 2018/11/18 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭県美術家協会会員の第13回⽬となる作品展：洋画・⽇本画・⽔墨画・版画・デ
ザイン・写真・彫刻・現代美術等の約200点の作品を⼀堂に展⽰します。

美咲芸術世界2018
美咲芸術世界
実⾏委員会

2018/9/23 2018/10/28 岡⼭県
久⽶郡美

咲町

海外招聘作家を含む国内外のアーティスト15名が久⽶郡美咲町に滞在し、地域資源
を活⽤した公開制作を実施しその成果を展⽰・公開する。また、滞在制作に関連し
て、地域住⺠等とともに様々な交流事業を実施するなかで地域の魅⼒をアートの視
点で掘り起こして発信し、⽂化を通して地域づくりに貢献する。

岡⼭三曲演奏会 岡⼭三曲協会 2018/10/7 2018/10/7 岡⼭県
岡⼭市北

区
岡⼭三曲協会員による演奏と筝曲演奏家安藤政輝⽒を迎えての演奏をお楽しみくだ
さい。

おかやま国際⾳楽祭2018

公益財団法⼈
岡⼭市スポー
ツ・⽂化振興

財団

2018/9/29 2018/10/14 岡⼭県
岡⼭市北

区

1.岡⼭市の魅⼒と賑わいを創出し、多様で豊かな地域資源を⼗分にいかして、様々
な交流を通じて新たな⽂化を創造するとともに、担い⼿を育て、岡⼭市らしさを市
⺠が誇りを持って国内外に積極的に発信する都市づくりに寄与します。
2.岡⼭市の屋外空間や⽂化施設等を活⽤するとともに、誰もが気軽に⽴ち寄り楽し
める⾳楽祭として定着を図ります。

詩の朗読会No.11 聞いてください岡⼭の現代詩
岡⼭県詩⼈協

会
2018/11/17 2018/11/17 岡⼭県

岡⼭市北
区

将来の⽂化の担い⼿である⼩学⽣、中学⽣、⾼校⽣のすぐれた詩作品の朗読、およ
び、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
⾃作詩朗読。

第14回オヤジミュージックパレード
NPO法⼈バン
クオブアーツ

岡⼭
2018/8/11 2018/8/11 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭で活動する団塊世代のバンドが集結し、夏の⼀⽇を楽しむイベント。⽇頃の練
習の成果を発表する場であり、また、他のバンドとの交流の場でもある。1000⼈
を上回る来場があり、岡⼭の中⼼市街地の活性化にも寄与する事ができる。

エッセイでふるさと再発⾒「恐⻯に会いに⾏こ
う」

岡⼭県エッセ
イストクラブ

2018/10/27 2018/10/27 岡⼭県
岡⼭市北

区

今年3⽉にオープンした岡⼭理科⼤の「恐⻯学博物館」を⼦どもたち（⼩・中学
⽣）とともに訪れ、⽯垣忍教授⾃らの館内⾒学ツアーにより知識を深める。⼦ども
たちの絵や作⽂、会員のエッセイによる作品集を作成、配布し、⼦どもたちの情操
教育の推進を図る。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

福岡シンフォニックマンドリンアンサンブル第
50回記念定期演奏会

福岡シンフォ
ニックマンド
リンアンサン

ブル

2018/11/23 2018/11/23 福岡県 福岡市
私達が演奏する⾳楽は、⽇本でとても盛んなマンドリンオーケストラの形態です。
⽇本⼈による50名ほどの演奏メンバーにより、クラシック曲を演奏します。また演
奏会場はバリアフリーであり、⾞椅⼦等の障害者にも対応いたします。

童謡100周年記念事業 サマーコンサート 中野市 2018/8/5 2018/9/5 ⻑野県 中野市 バリアフリー対応（⾞椅⼦）

MOMATサマーフェス

独⽴⾏政法⼈
国⽴美術館東
京国⽴近代美

術館

2018/7/20 2018/9/17 東京都 千代⽥区

7⽉から9⽉にかけて、⼤⼈も⼦どもも、昼も夜も楽しめる夏のイベント「MOMAT
サマーフェス」を開催。展覧会を中⼼にイベントやワークショップを開催するほ
か、⾦曜・⼟曜はナイトミュージアムとして21時まで開館し、お得な夜の割引料⾦
で観覧できる。芝⽣の緑が⼼地よいガーデン・カフェも夜はビアバーとして楽しめ
たり、所蔵作品展「MOMATコレクション」では、参加型プログラムの対話による
毎⽇の所蔵品ガイドや、毎週⾦曜夜には「フライデー・ナイトトーク」、夏休みに
あわせた⼦ども向けプログラムも実施する。なお、当美術館は⾞椅⼦の貸出等に加
えて、展覧会では外国語解説アプリを⽤意しており、様々な⽅に美術館の新しい楽
しみ⽅を体験してもらえる企画となっている。

平成３０年度国⺠⽂化祭「⾷⽂化シンポジウム」
⽂化庁 ⽂化
活動振興室

2018/7/17 2018/7/17 東京都 千代⽥区

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４回帯広市⺠バレエ公演「コッペリア」
帯広市 2018/12/16 2018/12/16 北海道 帯広市

・帯広市⺠バレエ公演は、地元のバレエ愛好家と、⾸都圏や札幌圏で活躍しているゲストダ
ンサーが、プロの演出家・振付師・舞台監督の指導を受けながら、地元の交響楽団や合唱団
体とともに出演する公演で、平成１６・２２・２６年と開催しており、今回第４回公演とし
て「コッペリア」全２幕を２０１８年１２⽉１６⽇に開催します。地元帯広のバレエ指導者
が連携して運営を担い、バレエを中⼼にオーケストラ演奏や合唱も取り込み、次代を担う舞
台芸術の⼈材育成を⾏いながら、⽂化の創出と継承に取り組んでいくとともに、公演に地域

  性を反映させるなど国内の⽂化の多様性に寄与します。
・公演では字幕表⽰を設け、聴覚障害者や若年層があらすじや場⾯の状況を理解しやすくし
ます。また、帯広市内の特別⽀援学校（養護学校・聾学校・盲学校）の児童⽣徒とその保護
者に対して、公演前⽇のゲネプロ（最終リハーサル）を無料で公開するほか、帯広市内で就
学援助を受けている児童⽣徒とその保護者に公演を無料で鑑賞いただき、障害の有無や経済

 的な状況によらず公演を鑑賞できるよう配慮しています。
 ・また、鑑賞者以外の市⺠に対しても活動を知っていただくよう、出演者や練習状況を紹介
する情報誌を公演前に３回発⾏し、市⺠挙げての⽂化⾏事として機運の醸成を図っていきま

 す。
※今回の公演のホームページは作成中につき、下記の欄には前回の第３回公演のURLを記載
します。

霞が関から⽂化⼒プロジェクト
⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/7/30 2019/7/29 東京都 千代⽥区

国籍や年代の違い、あらゆる障害を持つ⽅でも楽しめる⾳楽演奏会や伝統⽂化の実
演などを⾏っています。ジャンルの枠にとどまらず、出演者が思い思いにプログラ
ムを構成し、多くの⽅に楽しんでいただける公演をお届けしています。

霞が関⾳楽祭２０１８
⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/7/30 2018/8/3 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。

当社所有の帝国劇場、シアタークリエにおける演
劇公演

東宝株式会社 2018/8/1 2019/7/31 東京都 千代⽥区

「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」「ＲＥＮＴ」などの英語圏ミュージカル、
「エリザベート」「モーツァルト！」のドイツ語圏ミュージカル、「１７８９」な
どのフランス語圏ミュージカル、「フランケンシュタイン」などの韓国語圏ミュー
ジカルなど、世界の選りすぐりの傑作の、⽇本語上演を⾏っている東宝株式会社演
劇部では、⾃社所有の帝国劇場、シアタークリエにおいて、⽶英欧韓の古典、新作
上演とともに、⽇本発のオリジナル作品の上演にも⼒をいれております。その中に
は、⽇本の⽂学を原作とするものや、⽇本で百年をこえる歴史をもち、独⾃の発展
をとげているレビュー⽂化を源とする作品があります。こうした幅広い公演ライン
ナップの中から、とりわけ、⽇本の魅了を発信している公演を対象事業としていく
つもりです。なお、帝劇、シアタークリエでは、⾞椅⼦のお客様にも、問題なくご
観劇をいただいており、また、海外の⽅へも、東京アート＆ライブシティ構想に参
加するなどして、積極的なアピールに取り組んでいきます。

岡⼭県下三⼤祭り”加茂⼤祭”体験型旅⾏プログラ
ム

吉備中央町 2018/10/20 2018/10/21 岡⼭県
加賀群吉
備中央町

海外旅⾏客が岡⼭県下三⼤祭りの”加茂⼤祭”（９５０年以上続く伝統⾏事）の従事
者として、参加・体験できる旅⾏プランを作成しています。単なる祭りの⾒学では
なく、地元の⼈と⼀緒に祭りを楽しみながら、地域コミュニティの⼀員となって
「お神輿を担ぐ」「笛や太⿎で祭りの雰囲気を楽しむ」体験プランのモニターツ
アーを2018年〜2019年に⾏い、2020年から旅⾏商品としての販売を⽬指してい
ます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

会いたくなる吉備中央町。
吉備中央町農
家⺠宿推進協

議会
2018/4/1 2019/3/31 岡⼭県

加賀群吉
備中央町

吉備中央町の豊かな⾃然や、⼈の温もりを感じて体験してもらえる農家⺠宿での宿
泊体験を提供しています。旅館やホテルとは異なり、吉備中央町の農家⺠宿は「家
族として受け⼊れる」をコンセプトに、宿泊客を受⼊れしています。まるで⽇本へ
移住してきたように過ごし、⽇本の農村⽂化と⽣活習慣を暮らしの中で体験できま
す。

ONE DREAM 2018 one dream 2018/8/5 2018/8/6 広島県

広島市中
区

廿⽇市市

今年で21年⽬を迎えるピースイベントとして、世界中からたくさんの⽅が訪れる平
和記念式典前⽇の8⽉5⽇の原爆ドーム周辺と、翌⽇8⽉6⽇の宮島でコンサートや
造形ワークショップを開催し、⾔語の壁を超えて⼈々が喜びを共にし、触れ合える
機会を創ります。⾳楽やアートによって⼈々が様々な差異を越えて⼀体となり、世
界の中でも⼤きな役割を担っている広島で、ひとつの“平和のあり⽅”をつくりま
す。同時に、多様性を認めあえる⽂化も拡げます。

もりのみやこのふれあいコンサート2018

仙台市、（公財）
仙台市市⺠⽂化事
業団、（公財）仙
台フィルハーモ
ニー管弦楽団

2018/12/4 2018/12/4 宮城県 仙台市

本事業は、毎年12⽉3⽇〜9⽇の障害者週間に合わせて、障害者やその補助者等
に、本市を代表する⽂化インフラである仙台フィルハーモニー管弦楽団による本格
的なオースケストラの演奏鑑賞の機会を提供し、芸術⽂化活動を振興することを⽬
的としたものである。幅広い⽅に鑑賞を楽しんでいただくために、クラシック初⼼
者の⽅でも親しみやすい選曲・構成とするだけでなく、会場では、⾞いすの⽅向け
の鑑賞スペースや、点字プログラム、聴覚障害者向けの磁気ループや体感⾳響シス
テム等のサービスを⽤意している。

仙台ジュニアオーケストラ第28回定期演奏会
仙台市、（公
財）仙台市市
⺠⽂化事業団

2018/10/28 2018/10/28 宮城県 仙台市

仙台ジュニアオーケストラは、仙台市内に在住または在学する⼩学5年⽣から⾼校2
年⽣までの児童・⽣徒約120名で構成する平成２年に仙台市が設置したオーケスト
ラである。本公演を含む仙台ジュニアオーケストラの公演は、⼊場料⼤⼈1,000
円、⾼校⽣以下500円に設定しており、団員の家族や友⼈をはじめ、ジュニアオー
ケストラならではの元気な演奏と頑張る⼦供たちの姿を楽しみに来場される⽅々
で、毎回ほぼ満席となるなど、⼤変好評をいただいている。
本公演は、⾞椅⼦⽤スペースがある施設で開催していることから、どなたでも気軽
に鑑賞いただける事業である。

仙台市⾳楽ホール検討懇話会関連シンポジウム
（第2回）

仙台市 2018/9/1 2018/9/1 宮城県 仙台市

本市では（仮称）仙台市⾳楽ホールを整備するため、有識者による仙台市⾳楽ホー
ル検討懇話会を平成29年11⽉に設置し、検討を開始した。⾳楽ホールが楽都仙台
の魅⼒をさらに⾼める拠点施設となるよう、仙台市⾳楽ホール検討懇話会の場だけ
での議論ではなく、広く市⺠の皆さんと議論を深めることを⽬的に、シンポジウム
を開催するものである。⾞椅⼦⽤スペースがある施設で開催していることから、ど
なたでも参加いただけるようなイベントとなっている。

第42回 ⼤分第九の⼣べ

特定⾮営利活
動法⼈ おお
いた第九を歌

う会

2018/12/16 2018/12/16 ⼤分県 ⼤分市

⽇本においては「年末の⾵物詩」とまでなった、ベートーヴェン作曲交響曲第九番
の演奏。第九の演奏を通じ、⾳楽の普及を図りながら、芸術・⽂化の⾹り⾼い潤い
のあるまちづくりの推進と地域⽂化の振興に寄与する⽬的で毎年開催し、本年４２
回⽬を迎える。合唱団員には視覚等の障害者も在籍するため、周りの団員が移動等
のフォローを⽇頃から⾏っている。また、演奏会場であるiichiko総合⽂化セン
ター・グランシアタは、⾞いす席や障害者⽤のトイレ、スロープも完備されてお
り、鑑賞にいらっしゃる障害者の⽅にも楽しんで頂けるよう配慮されている。

第2回国際忍者学会
特定⾮営利活
動法⼈九州忍
者保存協会

2018/9/8 2018/9/9 佐賀県 嬉野市

研究者、忍者関連事業者・⾃治体、および忍者に関⼼のある市⺠など、広く忍者に
興味関⼼を抱く⼈々が集い、忍者に関する国際的・学際的研究を推進し、情報提
供・会員相互の交流・親睦をはかることを⽬的として結成された学会です。今回は
第2回国際忍者学会として、学会員による研究発表会となります。
（外国⼈にとって⾔語の壁を取り除く取組）
国際忍者学会のホームページは英語版もあり、研究発表の論⽂は後⽇英語に翻訳さ
れたものも発⾏されます。
（障碍者にとってのバリアを取り除く取組）
会場である嬉野市公会堂は多⽬的トイレやスロープが完備されている施設のため。

平成30年度県⺠総合⽂化祭 愛媛県 2018/10/1 2018/12/31 愛媛県 松⼭市

愛媛⽂化の振興と地域活性化を図り、明るくさわやかで活⼒のある郷⼟づくりを⽬
指し、昭和63年度から実施しているアマチュア⽂化の祭典。今年度３０周年を迎え
ることから、『地域⽂化の発展』『新⽂化の発掘』『海外⽂化の発⾒』をコンセプ
トに、愛媛の偉⼈をテーマとしたミュージカルのほか、マンガ・アニメ展やファッ
ションショー、ロシア⼈アーティストを招へいしたクラシックコンサートなど、地
域⽂化を発展させるとともに、新たな⽂化の掘り起しや海外⽂化との交流を図り、
節⽬の年にふさわしい事業を実施する。

第５３回夏季⼤学 愛知
⼀般社団法⼈
全⽇本煎茶道

連盟
2018/8/25 2018/8/26 愛知県 ⽝⼭市

煎茶道の普及と煎茶道関係者の教養･研究･教授者育成を⽬的として、煎茶教養のほ
か⼀般教養などの講義を交えて毎年８⽉に各県を持ち回りで研修会を開催してい
る。また、研修会前⽇には煎茶席を地元流派が担当し、全国より参加する煎茶道関
係者、研究家などの歓迎及び研修の意味で開筵する。研修会及び煎茶席の参加者
は、連盟加盟流派からの案内及びホームページなどにより公募する。
会場となる名鉄⽝⼭ホテルは、⾝障者専⽤の駐⾞場、多⽬的トイレ、スロープ、外
国語表⽰の案内などを備えており、参加者に楽しんでいただけるように⼼掛けてお
ります。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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名古屋⼆期会2018年定期オペラ公演歌劇「ちゃ
んちき」

⼀般社団法⼈
名古屋⼆期会

2018/12/12 2018/12/13 愛知県 名古屋市

「ちゃんちき」はコンチキとも呼ばれる⼿打ちの鉦。狐の「おとっさま」が化けて
成功するときはちゃんちき囃⼦が鳴り響きます。
この作品は名古屋の⻄川鯉三郎が映画「浮雲」「ひめゆりの塔」などの台本で知ら
れる⽔⽊洋⼦、作曲家團伊玖磨に依頼して1962年に名古屋をどりで披露された
「はげやまちゃんちき」に由来します。改訂⾏い1975年歌劇「ちゃんちき」とし
て初演されました。台本は名古屋弁で書かれており、名古屋発のオペラです。
⼦供の⾃⽴、親⼦関係、厳しい⾃然の中懸命に知恵を絞って⽣きる姿、⼈と動物と
の関わりなど初演後40年以上経過した今も変わらぬ問題提起をしている作品です。
会場となる⽇本特殊陶業市⺠会館は、スロープ、⾞椅⼦スペース、多⽬的トイレを
備えており、障害のお持ちの⽅にも安⼼して楽しんでいただける体制を備えてい
る。

平成３０年度 愛知県陶磁美術館 復元古窯焼成 
織部を焼こう

愛知県（愛知
県陶磁美術

館）
2018/9/29 2018/11/12 愛知県 瀬⼾市

江⼾時代に瀬⼾で使われていた連房式登窯を復元した新窯による「織部」の焼成を
⾏います。粘⼟、釉薬などの材料は、この地⽅で産出される素材を⽤意し、陶磁美
術館が今まで積み上げてきた焼成データと技術、そして、地元陶芸家の加藤清之⽒
と学芸員の知識と経験を活かし、当館でなければ制作できない「織部」を⽬指しま
す。また、陶芸館での制作、施釉を⾃⾝で体験する参加者を１００名程度事前申込
により公募するとともに、焼成は⾃由に⾒学することができ、焼成中に随時⾏う古
窯焼成についての解説や陶芸家の加藤清之⽒の窯場トークに⾃由に参加していただ
いたりして、「織部」という美しいやきものを、⽬で、⼿で体感できる楽しいプロ
グラムであります。
会場となる陶磁美術館には、⾝障者専⽤の駐⾞場を備えており、また外国⼈に対し
復元古窯焼成をわかりやすく英語解説を準備する計画であります。

名古屋市⺠芸術祭２０１８主催事業 名古屋市⺠
美術展

公益財団法⼈
名古屋市⽂化
振興事業団

2018/11/20 2018/11/25 愛知県
名古屋市

中区

名古屋市⺠美術展は、名古屋市各区で開催する区⺠美術展の優秀作品を⼀度に集
め、広く市⺠にその成果を発表し、鑑賞できる美術展です。出展作品は、⽇本画、
洋画、書、彫刻、⼯芸、写真です。また、友好都市協定を締結している岩⼿県陸前
⾼⽥市の「陸前⾼⽥市⺠芸術祭」の作品を展⽰します。
会場はバリアフリー完備であり、障がいをお持ちの⽅でも気軽にご来場いただけま
す。
【出展数】約150点

第１２回 ふたり華 ふたり華 2018/9/23 2018/9/23 愛知県
名古屋市

中区

舞踊は世界共通語のようなものです。⼿、⾜、顔、⾝体全体で、平和を願う⼼を、
江⼾時代の庶⺠の働いている姿を、江⼾の祭りの⾵情を、名古屋の町の様⼦を、⺠
話の世界を、等々を表現します。外国の⽅はもちろん現代の⽇本⼈にも、もう忘れ
られつつある世界を知って頂きたいと思います。舞踊には⾔葉はいりません。どこ
の国の⽅にも⼜、お⼦様からお年寄りまで皆様に楽しんで頂きたいと思っておりま
す。
公演会場となっている⽇本特殊陶業市⺠会館ビレッジホールは、バリアフリー対応
となっており⾞椅⼦スペースも⽤意しております。

バレエスタジオクールダンジュ第８回バレエパ
フォーマンス

 バレエスタジ
オ Coeur 

d'Ange
2018/8/18 2018/8/19 愛知県

名古屋市
昭和区

・この事業の⽬的は、古典バレエから創作バレエまでを上演し、地域におけるバレ
エ⽂化の向上に貢献するために⾏うもので、主な上演演⽬は「MUSICTRIP」、コ
ンテンポラリー作品、「パキータ」、「海賊よりパドトロワ」となっております。
・名古屋市昭和⽂化⼩劇場は公共の施設であり、バリアフリー化しております。
よって障害者の⽅でも気軽に⾒に来ていただける取り組みになっております。

ムジカ・ヴィッツ サマ－コンサ－ト２０１８
 ムジカ・
ヴィッツ

2018/8/7 2018/8/10 愛知県
名古屋市
昭和区

演奏される機会の少ない室内楽の宝庫に眠る名曲を演奏すること、様々な組み合わ
せでメンバ－がステ－ジに登場するコンサ－ト、それが結成以来ずっと続けてきた
ムジカヴィッツのスタイルです。２０１８年のサマーコンサートでは、今までの楽
器だけによる演奏形態に、声楽曲を加えることで、無限に広がるアンサンブルの多
彩な⾳の世界をお楽しみできる企画となっております。開催場所は⾝障者、⾼齢者
に配慮したバリアフリー対応の環境が整備されており、多くの⽅々にコンサートを
楽しんでいただけるようになっております。

⽇本舞踊 内⽥流 創⽴65周年記念公演
⽇本舞踊 内
⽥流 内⽥会

2018/9/19 2018/9/20 愛知県
名古屋市

中区

⽇本舞踊内⽥流は、昭和29年に初代家元内⽥るり⼦が創設して、65年の⻑い歴史
のある流派です。
常に⽇本舞踊界の新しいジャンル開拓と後継者の育成に努めてきました。今回の公
演では、これまでの修練の成果を披露します。
会場となる⽇本特殊陶業市⺠会館のホールは、⾞椅⼦スペース、スロープが整備さ
れております。

⾼砂淳⼆写真展「Dear Earth」

四季の杜おし
の公園 岡⽥
紅陽写真美術
館・⼩池邦夫
絵⼿紙美術館

2018/7/14 2018/9/17 ⼭梨県 忍野村

⾃然写真家⾼砂淳⼆⽒は世界中の国々を訪れ、海の中から、虹、⽣き物、⾵景、夜
空まで地球全体をフィールドに撮影活動を⾏っています。⾼砂⽒が撮影した世界中
の美景・絶景の中から選りすぐりの作品を展⽰いたします。
当館はバリアフリーとなっているため⾞椅⼦をご利⽤のお客様にも安⼼してご⾒学
頂けます。
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⽣涯楽習講座 「寄席芸能の愉しみ」 ⼭梨県 2018/9/30 2018/9/30 ⼭梨県 甲府市

寄席は、江⼾初期に神社や寺院の境内の⼀部を借りて開かれたことが興りと⾔わ
れ、専⾨的な寄席が開かれたのは、寛政10年、初代・三笑亭可楽によるとされてい
る。明治に⼊ると三遊亭圓朝をはじめ、⾳曲、⼿妻（⼿品）、太神楽などの芸⼈た
ちによって新しい時代の⼤衆芸能が創られ、以降、昭和初期に活動写真が普及する
まで⼤衆娯楽の殿堂として多くの⼈々でにぎわった。現在東京には４軒の寄席が
残っているが、⻑い間の不振を乗り越え、若い世代を巻き込みながら⽂化発信の新
たな拠点となっている。本講座は、寄席芸能の魅⼒を実際の芸を楽しみながら学ぶ
機会とします。講師：琴⾳家⽢⿂（ことねやかんぎょ）、紫紺亭圓夢（しこんてい
えんむ）
開催⽇時：平成30年9⽉30⽇（⽇）14：00〜15：10会場：⼭梨県⽣涯学習推進セ
ンター交流室
※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
越しいただけます。

⽻ばたけ！若い⾳楽家 URAYASU ピュアクラ
シックコンサート with  幕張総合⾼等学校シ
ンフォニックオーケストラ部

公益財団法⼈ 
うらやす財団

2018/9/30 2018/9/30 千葉県 浦安市

URAYASUピュアクラシックコンサートメンバーがソリストを務め、⾼校⽣オーケ
ストラとして、全国トップクラスの幕張総合⾼等学校との共演により、若き⾳楽家
の交流と実⼒を⾼めあう。ソリストとしてオーケストラとの共演は得がたい経験で
ある。今回はピュア登録者の３⼈が幕張総合⾼等学校卒業⽣でもあることから共演
を提案、実現につながった。⾼校⽣にとっても先輩の姿は⽬標となり、またひろく
市内で⾳楽活動をしている⼩中学⽣にも観覧を促す。
また⾞イス席の⽤意もあるので、障害をお持ちの⽅にもオーケストラ鑑賞を提供す
る。

第５３回バトントワーリング関東⼤会
⽇本バトン協
会関東⽀部

2018/11/10 2018/11/11 千葉県 千葉市

バトンやポンポンを使った⾝体表現、⾳楽表現の集団演技を通し、美しさ・楽し
さ・正確さを育むとともに集団での活動を幅広く体験することで協調性と忍耐⼒を
養う⼤会を⽬標としている。バトンは、表現⼒や演技における芸術性等の要素が求
められる競技である。また、今年夏に⾏われる第３４回世界バトントワーリング選
⼿権⼤会の⽇本代表、関東⽀部メンバーによる演技披露も予定され、国際的なイベ
ントにも関わりを広げている。今⼤会は駐⽇⼤使館にも招待状を送付予定。⼤使が
来場した場合には専⾨のスタッフが対応することになっている。今後もバトンを通
じた国際交流ができるように繋げていく。また、当⽇は千葉県の⽂化を広げるため
に様々な掲⽰物を掲⽰することを予定している。千葉県名産のお菓⼦なども販売予
定。

ストゥーパ〜新卒塔婆⼩町〜
公益財団法⼈ 
埼⽟県産業⽂
化センター

2018/12/1 2018/12/1 埼⽟県
さいたま
市⼤宮区

能の名作「卒塔婆⼩町」を題材に⻄本が脚⾊した⾰新的オペラ「ストゥーパ」。従
僧の⼩町への悲恋は、⽼⼥⼩町をみるみる若返らせ、⼆⼈は永遠の時の狭間を彷徨
う。やがて若い僧も⼩町に激しい恋⼼を抱いてゆく…。⾍の声や和楽器の⾳も⻄洋
楽器で奏でる東洋と⻄洋の融合や、輪廻転⽣を表現すべく⼩町が時間を逆⾏してゆ
く様など、⻄本演出の幽⽞な世界はまさにイノベーションと⾔える。名優、佐久間
良⼦、そして若⼿歌舞伎俳優、尾上右近、村井國夫ら俳優陣の演劇と、⻄本智実指
揮による⾳楽（歌⼿、合唱、オーケストラ）の組み合わせで上演される新しい演出
のオペラが誕⽣する。会場はバリアフリー対応施設。

けんかつジャズフェスティバル
公益財団法⼈
いきいき埼⽟

2018/8/18 2018/8/18 埼⽟県 伊奈町

⽇本を代表するサックス奏者本多俊之が率いるバーニングウェイヴ・カルテットに
⽇本唯⼀のボーカリスト＆フリューゲルホーン奏者ＴＯＫＵを迎え、⽇本ジャズの
魅⼒を感じていただくとともに、県内で活躍するミュージシャンによるミニライブ
を開催する。会場はバリアフリー対応となっており、⾞いす観覧席を確保してい
る。

けんかつ夏まつり
公益財団法⼈
いきいき埼⽟

2018/8/18 2018/8/18 埼⽟県 伊奈町
地元伊奈町主催の伊奈まつりと同⽇に開催し、家族連れで楽しめる催しを中⼼に、
⽇本の伝統的な⽂化である浴⾐の着付け体験や縁⽇などを実施する。会場はバリア
フリー対応施設である。

けんかつブルワリーフェスタ
公益財団法⼈
いきいき埼⽟

2018/8/18 2018/8/18 埼⽟県 伊奈町
県内産クラフトビールをジャズとともに楽しむ。同⽇開催される地元伊奈町主催の
伊奈まつりのメインイベントである打上げ花⽕を併せて楽しむ。会場はバリアフ
リー対応施設である。

ジョイフルコンサート 新垣隆展2018
公益財団法⼈
川越市施設管

理公社
2018/12/8 2018/12/8 埼⽟県 川越市

本公演は、TVやCM、作曲家等多⽅⾯で活躍されている作曲家兼ピアニストの新垣
隆のコンサートで、多くの市⺠の⽅々に喜んでいただけるよう実施します。川越南
⽂化会館では、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。
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武蔵野美術⼤学卒業⽣会東京埼⽟⽀部本展
武蔵野美術⼤
学卒業⽣会東
京埼⽟⽀部

2018/7/10 2018/7/15 埼⽟県
さいたま
市浦和区

県内に在住および主として教育機関に勤務するところの武蔵野美術⼤学卒業⽣の⽇
頃の研鑽を積んだ作品発表と、⼆期学⻑をつとめられた甲⽥洋⼆⽒の師匠である⾚
津侃（元朝⽇新聞記者、国際美術評論家連盟会員）と⼤学関係者によるフォーラム
を通じて、来館者⼀同との交流をはかる。なお、本学⼤学院（修⼠・博⼠）には⼀
定の数の外国⼈留学⽣を受け⼊れる制度があり、留学⽣らとのギャラリートークの
予定。また、賛助出品者の今井信吾元多摩美術⼤学教授と聾和学校に通う難聴の令
嬢うららさん（多摩美術⼤学博⼠課程）との体験をえがいた著作の紹介。当⽇ギャ
ラリートークにて会話と同時に、⼿話でも解説いたします。

オペラ「炭焼姫」
”オペラ”を楽し
む実⾏委員会

2018/7/29 2018/7/29 埼⽟県 春⽇部市

本県在住４８年、当初からオペラ歌⼿・合唱指導者として国際的に活躍の傍ら、地
域に根差した⾳楽活動で常に埼⽟県の芸術⽂化振興に寄与してきた⼤岩篤郎⽒と共
に、プロオペラグループ「東京室内歌劇場」の協⼒を得て、年少者や⾼齢者、どな
たにでも解り易いオペラ公演と誘（いざな）いのコンサートを企画、開催します。
「⾝近でオペラを楽しみたい」「家族でオペラを楽しみたい」との声を受けて、第
１部はエレクトーンの華やかな伴奏によるテノールとソプラノの歌をダンス付で演
奏し、広い世代に⽬と⽿で楽しんで頂けるファミリーコンサートに。第２部のオペ
ラ公演では⼩編成ながらアンサンブル伴奏を背景に、⽇本⺠話に題材を得た「炭焼
姫」の舞台で、⼈の温もりを感じる「ちょっといい話」にひととき⼼をゆだね、
「ちがい」や「異⽂化」にも寄り添って頂きたいと願うもの。⼼⾝に障害をお持ち
の⽅も御相談ください。（電話090-4398-9803)。⼼⾝に障害を持つ⽅に対する配
慮につきましては、⾞イススペースなどは無論のこと、付添いの⽅への⼊場無料
化、ご本⼈への御招待チケット贈呈、事前レクチャーなど。

第5回5市美術展 ５市美術会 2018/9/12 2018/9/18 埼⽟県 所沢市

埼⽟県⻄部地区（⼊間市、狭⼭市、所沢市、飯能市、⽇⾼市）の５市美術会が協⼒
して年⼀回⾏う事業として５市美術展を開催する。現在は埼⽟県⻄部地区における
美術運動はそれぞれの市が独⾃に⾏う「市展」が中⼼であり、⻄部地区の５市が共
同で⾏う美術展を開催することにより、⼀層の芸術⽂化の発信⼒を⾼め、埼⽟県⺠
全体への芸術⽂化の波及効果に繋げていく。会場は全館バリアフリー対応で⾞椅⼦
の⽤意もある。

第5回和幸ウインドコンテスト 株式会社和幸 2019/2/2 2019/2/3 埼⽟県
さいたま
市中央区

吹奏楽で使⽤する⽊管楽器、⾦管楽器のソロ演奏の審査と講評。審査は公開です。
誰でも無料でお聴きになれます。会場はバリアフリー対応で⾞椅⼦対応席６名分も
確保しております。

鳩⼭町コミュニティ・マルシェ 1DAYカフェバー
イベント「カフェ＆バル・マルシェ」

株式会社アー
ル・エフ・

エー
2018/7/21 2018/7/21 埼⽟県 鳩⼭町

鳩⼭町コミュニティ・マルシェにおいて、5⽉26⽇に開催し好評だった「カフェ＆
バル・マルシェ」の第2弾を開催します。バル（BAL；スペイン語）とは、⾷堂と
バー（英語ではBar）が⼀緒になったお酒も飲める軽⾷飲⾷店のことです。コー
ヒーやお酒を飲みながら、地域のコミュニケーションの場所としても使⽤されると
ころです。鳩⼭町コミュニティ・マルシェでは、このバルをイメージしたイベント
を開催します。地元の⾷材の販売や、地元⼯芸作家の作品販売、地元飲⾷店の出
店、地元ミュージシャンのミニコンサートなど、地元の魅⼒満載のイベントです。
会場はバリアフリー対応で、⾞イスの⽅も御参加いただけます。皆様のご来場を⼼
よりお待ちしております。

いけばな展 初秋への移ろい
花芸安達流埼
⽟県東部⽀部

2018/8/25 2018/8/26 埼⽟県
さいたま
市浦和区

初代主宰、安達瞳⼦の13回忌を迎えた今年、＜いけばな展＞を開催します。⼆代主
宰と共に亡き初代を偲び、安達流＜⾃然の⼼を⽣ける＞というモットーをもとに花
芸作品を創作します。晩夏から初秋への移ろいを表現して参ります。イスも何客か
⽤意、年配の⽅でも休みながら鑑賞できるようにいたします。会場はバリアフリー
対応で⾞いすでの移動の可能です。

群⾺県戦略的⽂化芸術創造事業「世界遺産劇場」 群⾺県 2018/9/8 2018/9/9 群⾺県 富岡市

近代⽇本の産業を牽引した世界遺産｢富岡製⽷場」の東置繭所を会場とし世界遺産
劇場を開催。世界の宝である世界遺産を舞台に、トップアーティストによるコン
サートと群⾺交響楽団の共演を⾏います。（平成30年度⽂化庁⽂化芸術創造拠点形
成事業）○９⽉８⽇（⼟）スターダスト☆レビュー【1stステージ１５：３０〜、
2ndステージ18:30〜】○９⽉９⽇（⽇）⽊住野佳⼦withウィリアムス浩⼦【1stス
テージ１４：００〜、2ndステージ18:00〜】●共通チケット料⾦：５，０００円
（全席指定）

FORUM in 国際⾳楽の⽇2018茨城

FORUM in 国
際⾳楽の⽇

2018茨城実⾏
委員会

2018/10/6 2018/10/7 茨城県 取⼿市

国際⾳楽の⽇の普及推進及び⾳楽愛好家等の交流を図ることを⽬的として，全国⽣
涯学習⾳楽指導員協議会の活動内容の紹介や，劇場運営に関する講演会，作曲家に
よるレクチャーや合唱指導を⾏う。
なお，本事業はバリアフリー対応の会場で実施する。
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第７２回企画展「⽕⼭列島・⽇本－⼤地との語ら
い－」

ミュージアム
パーク茨城県
⾃然博物館

2018/7/7 2018/9/17 茨城県 坂東市

⽇本列島は１１１の活⽕⼭がある，世界有数の⽕⼭活動が活発な地域です。⽕⼭は
⾵光明媚な景勝地をつくり，温泉をもたらし，登⼭の対象にもなる⾝近な存在で
す。⼀⽅，ひとたび⽕⼭噴⽕が起こると，私たちは⼤⾃然に畏怖を感じ，⽣きてい
る地球を実感します。この企画展では，⾃然現象としての⽕⼭活動を科学的な視点
から紹介するとともに，温泉や⽕⼭がもたらした資源など，⽕⼭列島・⽇本におい
て私たちの⽣活と深く結びついている⽕⼭からの恩恵などについても触れていきま
す。
会場であるミュージアムパーク茨城県⾃然博物館は，エレベーターやスロープが設
置され，⾞椅⼦の⽅も展⽰室をご覧いただけるバリアフリー施設です。

第７3回企画展「くだもの展－ギュッと濃縮！果
物の魅⼒－」

ミュージアム
パーク茨城県
⾃然博物館

2018/10/6 2019/1/27 茨城県 坂東市

私たちの⾷卓に潤いを与えてくれる果物。春はイチゴ，夏はモモやスイカ，秋はナ
シやカキ，冬はミカンのように，果物の「旬」から四季の移り変わりを感じること
ができるのも果物が持つ魅⼒です。現在，⽇本各地でその⾵⼟に合う果物が栽培さ
れ，茨城県でも特産のフクレミカンをはじめ，多くの果物が作られています。この
企画展では，果物の形や⾊，⾹り，花のつくりの違いなどに⾒られる果物の多様性
などついて紹介するとともに，⾷⽂化や果物のデザインなど，私たちの⽣活と果物
との関わりなどについても触れていきます。
会場であるミュージアムパーク茨城県⾃然博物館は，エレベーターやスロープが設
置され，⾞椅⼦の⽅も展⽰室をご覧いただけるバリアフリー施設です。

キエフ・クラシック・バレエ 眠れる森の美⼥
公益財団法⼈
いばらき⽂化

振興財団
2018/7/16 2018/7/16 茨城県 ⽔⼾市

2017年、⽇本全国120公演以上に亘るツアーを敢⾏し、その親しみやすいパフォー
マンスで講評を博したキエフ・クラシック・バレエが再来⽇！パリ・ロンドン・
ローマなどで⼤絶賛のバレエ公演が、この夏⽇本にもやってきます。
2018年は⻑靴をはいた猫や⻘い⿃でおなじみ「眠れる森の美⼥」の全幕をお届
け。善と悪の対⽐、そして衝突をチャイコフスキー永遠のバレエ作品でお楽しみく
ださい。
ウクライナきってのバレエ・カンパニーが演じる愛らしいオーロラ姫と美しいリラ
の妖精、そして場⾯を彩るキャラクテールたちの物語は、バレエを知らない⽅も、
バレエ・ファンの⽅も多くの皆様に楽しんでいただける内容です。
なお，本公演はバリアフリー対応の会場で実施します。

松⽵⼤歌舞伎
公益財団法⼈
いばらき⽂化

振興財団
2018/7/28 2018/7/28 茨城県 ⽔⼾市

平成30年度松⽵⼤歌舞伎東コースは、映画やドラマでも活躍の幅を広げている尾上
菊之助が努める3演⽬。しなやかな演技で⼥形から⼆枚⽬までを演じます。当⽇は
午前中に歌舞伎の魅⼒について解説する講座、そして公演中はイヤホンガイドの
サービスもあります。
笑いあり、驚きあり、そして時に切なくなる歌舞伎の世界をお楽しみください。
なお，本公演はバリアフリー対応の会場で実施します。

エンジン０１in釧路
エンジン０１
ｉｎ釧路実⾏

委員会
2018/11/2 2018/11/4 北海道 釧路市

芸術・⽂化・スポーツなど各分野の第⼀線で活躍する⽅々が参集したボランティア
集団「エンジン01⽂化戦略会議」の会員が年に１度集結し、地域の⽅々と”知の交
流”を⾏うイベント。北海道命名１５０年の⼤きな節⽬を記念し、道内では初め
て、釧路市において開催する。
会場となる釧路市⺠⽂化会館及び釧路公⽴⼤学はバリアフリーの施設となってお
り、⾞いすの⽅も参加できるような体制を整えている。

めざせスキルアップ！〜持込みまんが添削会〜 北海道 2018/7/22 2018/7/22 北海道 札幌市

「第3回北のまんが⼤賞」募集期間中にまんが⼤賞のPR・周知を⾏うとともに、時
代を担う漫画家の発掘・育成を⾏うため、漫画家志望者等が持ち込んだ漫画原稿
（完成原稿、制作途中原稿、プロット、ネーム問わず）を、現役の漫画家が直接ア
ドバイスする。
会場では、⾞いすなど障がいのある⽅が来場されても参加できるよう、スタッフを
配置するなどの体制を整えている。

台湾友好演奏会ｉｎのだ
岩⼿県 野⽥

村
2018/7/21 2018/7/21 岩⼿県 野⽥村

「復興『ありがとう』ホストタウン」に登録された野⽥村で、相⼿国・台湾彰化市
の楽団による演奏会が開催される。演奏会場である体育館は、スロープ、障害者⽤
トイレの整備がされており、客席にも⾞いす⽤の席を設置し、障害者や⾼齢者から
も演奏を⾒てもらえるよう取り組んでいる。この演奏会では、震災後台湾ロータ
リークラブから和太⿎５基を寄附された野⽥中学校がオープニング演奏し、フィ
ナーレでは、⼩中学校の吹奏楽団員が台湾楽団と合同演奏を⾏う。
また、約70⼈の台湾訪問団に対し、震災復興の道のりを説明し、演奏会後には、野
⽥村の郷⼟料理やホタテなどの有名産品でおもてなしをする。

⽇本舞踊 こども教室 わらべ
花柳流 ⽇本
舞踊教室 奈

美扇会
2018/1/27 2018/1/27 埼⽟県 志⽊市

志⽊市、新座市で伝統⽂化芸能の⽇本舞踊を指導し15年。⽇本舞踊を通じ様々なこ
とを学び、発表をしてきました。今回は⽇ごろの練習の成果を発表。ひとりひとり
の舞台のほか、⼦供たち全員で「花は咲く」を披露。成⼈の部はこれぞ古典。。を
お⾒せします。演⽬によっては本⾐裳でご覧になれます。会場内はバリアフリーを
確保いたします。
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⼀般図書特集「GO FOR 2020 」

江⼾川区⽴⼩
岩図書館 指
定管理者 株
式会社ヴィ
アックス

2018/7/24 2018/9/24 東京都 江⼾川区

図書の展⽰、ブックリスト配付、オリンピック機運醸成を図った装飾を⾏う。会場
は障害者に配慮してバリアフリー、ピクトグラムを整える。外国⼈に⽇本⽂化を紹
介する為、英語紹介⽂、対訳資料、ピクトグラムを⽤意して⽇本語が解らなくても
楽しめる環境を整える。
（1）図書の展⽰と貸出／東京オリンピック・パラリンピックをきっかけに図書を
通じた東京の都市⽂化と魅⼒を発信する。
前回の東京オリンピックから東京の変化を⽐較する図書、今も昔も変わらず東京を
象徴する建築を紹介する図書、⽇本のしきたりや暦・和服を紹介する図書、東京の
魅⼒を外国⼈に発信出来るよう外国語習得やボランティアに関連した図書、対訳や
写真が豊富な資料などを「和」「環境都市」「東京の建築」「東⽇本⼤震災からの
復興」のテーマに分け展⽰する。
（2）ブックリストの作成・配布／展⽰資料のブックリストを作成・配布し、終了
後も資料が利⽤される環境を整える。
（3）オリンピック・パラリンピックを連想させる装飾／「和」を基調として装飾
し、2020年の開催⽇までの⽇めくりカレンダーでカウントダウンする。

サマーコンファレンス２０１８「スポーツのチカ
ラフォーラムⅡ」

公益社団法⼈
⽇本⻘年会議

所
2018/7/21 2018/7/21 神奈川県 横浜市

村岡桃佳⽒（平昌パラリンピック⾦メダリスト）、中村考昭⽒（ゼビオホールディ
ングス株式会社副社⻑執⾏役員）、是永瞳⽒（第１回ミス美しい２０代コンテスト
グランプリ、ＴＯＫＹＯ２０２０オリンピック空⼿スペシャルアンバサダー）をお
招きし、スポーツを通じた地域活性化と共⽣社会が推進に向けたフォーラムを開催
します。フォーラム後には、東京オリンピック新種⽬3⼈制バスケットボール3×３
（スリーバイスリー）のエキシビジョンマッチ、共⽣社会を推進する「あすチャ
レ！Ａｃａｄｅｍｙ」を開催します。３×３は地域特有の⽂化・資源を活かした発
信することができ、今回は横浜の港を活かした野外コート、秋には川崎のお寺での
開催します。あすチャレ！Ａｃａｄｅｍｙは、障がい者講師から障がい者のリアル
を学び、⼼のバリアフリーを推進致します。会場のパシフィコ横浜は、バリアフ
リー完備された施設のため、選定させていただいております。
http://www.pacifico.co.jp/visitor/shop_service/barrierfree/tabid/220/Defaul
t.aspx

新宿クリエイターズ・フェスタ2018

新宿クリエイ
ターズ・フェ
スタ実⾏委員
会・新宿区

2018/8/1 2018/10/8 東京都 新宿区

新宿クリエイターズ・フェスタは、多様な⽂化・芸術を育む新宿の遺伝⼦を活かし
た、夏の⼀⼤アートイベントです。今回8回⽬となる今年のフェスタは、8⽉1⽇か
ら10⽉8⽇までの約2か⽉間にわたって開催いたします。新宿のまちを訪れる多く
の来街者に気軽にアートを体験していただき、⾔語を超えたアート作品を通じて
「国際観光都市・新宿」の魅⼒を発信いたします。また、英語版のパンフレット配
布やホームページでの多⾔語翻訳対応により、外国⼈の⽅々にも参加できるように
情報発信を実施いたします。

Summer Arts Japan 2018
国⽴⼤学法⼈
東京藝術⼤学

2018/8/5 2018/8/5 東京都 台東区

SummerArtsJapan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ています。今年度の
SummerArtsJapan2018は、⽇本で開催された3つのオリンピックの際に作曲され
たオリンピックマーチの演奏や全盲のソプラノ歌⼿による歌を披露するほか、⾦澤
翔⼦⽒による揮毫や池坊専好⽒による⽣け花と⾳楽の競演など、⽬と⽿で楽しめる
ステージを創出します。特に今年度は、⽇本の伝統⽂化を織り交ぜることにより、
⽇本の⽂化を世界に発信する新たな感動に満ちた多様なプログラムを開催致しま
す。
東京藝術⼤学奏楽堂は、スロープや⾞椅⼦⽤席、多⽬的トイレ等障がいをお持ちの
⽅もお楽しみいただけるような設備を整えております。

歴史⽂化遺産フォーラム

⽂化庁地域⽂
化創⽣本部、
関⻄広域連

合、歴史街道
推進協議会

2018/9/1 2018/9/1 兵庫県 神⼾市

国内でも有数の世界⽂化遺産の集積地である関⻄から、世界遺産をはじめ無形⽂化
遺産や世界の記憶（記憶遺産）、ジオパーク、さらには世界遺産暫定リスト登録遺
産、⽇本遺産等を含めて⼀体的に情報発信を⾏い、関⻄として歴史⽂化遺産を⼤切
にする気運を盛り上げようという取り組みを継続的に⾏っているところであるが、
平成30年度は、明治150年かつ、来年５⽉に改元が予定されている節⽬の年である
ことから、関⻄がこれまで培ってきた⽂化について振り返るフォーラムを開催す
る。障害の有無に関わらず多くの⽅に参加いただけるようフォーラム会場をバリア
フリー対応の施設としている。

舎⼈ふるさとかるた⼤会
舎⼈地域学習

センター
2019/1/20 2019/1/20 東京都 ⾜⽴区

⼩学⽣を対象に舎⼈地域の神社・仏閣や歴史、建物を詠んだ「ふるさとかるた」の
⼤会を⾏います。通常の⼿のひらサイズのかるたではなく横20センチ、縦30セン
チほどの⼤型かるたを⽤い、⾼齢の⽅でも⾒やすい作りになっています。地域の写
真に地域の⽅が読んだ句を掲載し、舎⼈という⼟地に愛着を持っていただきます。
バリアフリー対応の会場と、ポスターやチラシ、SNS等広報に外国語表記を加える
ことで、多くの⽅々にお楽しみいただけます。

バイトショウ-BEST盤- 神奈川県 2018/8/18 2018/8/19 神奈川県 横浜市

神奈川県が舞台芸術の⼈材を育成するために開講し、実践的な声楽、ダンス、演技
等のレッスンを⾏っている「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー」にお
いて、舞台芸術の次世代を担う若者達の発表の機会を設け、モチベーションの向上
や、将来舞台での活躍を⽬指す⽅々をはじめ、より多くの⽅々に舞台芸術について
アピールすることを⽬的に、公演「バイトショウ-BEST盤-」を実施する。会場と
なる県⽴⻘少年センターホールでは、⾞いすでの使⽤が可能なトイレを設置した
り、観覧が可能な席を設けたりするなど、バリアフリーに対応した取組みを⾏って
いる。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

Host Town Lineups 2
ホストタウン
アピール実⾏

委員会
2018/7/21 2018/7/22 東京都 墨⽥区

内閣官房東京オリンピック競技⼤会・東京パラリンピック競技⼤会推進本部事務局
が実施している「ホストタウン登録制度」をフルに活⽤し、事前合宿の誘致のみな
らず、対象国とのエンゲージメントを⾼め、⼈的・経済的・⽂化的な相互交流を図
ることで地域の活性化に寄与する。
東京2020⼤会まであと２年前となるこの機会に、ホストタウンの取り組みを観光
交流につなげていくことを⽬的とし、それぞれのホストタウンの持つ多様で地域性
豊かな⽂化資源（⾷や⼯芸品等）を、英併記で来場者に紹介する。

第42回⾦沢市市⺠⼤学講座
⾦沢市・⾦沢
市教育委員会

2018/9/1 2018/11/20 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。

⼦どもたちの成⻑を祝う 本間美術館のひな祭り

公益財団法⼈
本間美術館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、

⼭形県

2019/2/23 2019/4/8 ⼭形県 酒⽥市

⼦供たちの健やかな成⻑を願い、昭和23年より続く本間美術館のひな祭り。⽩巽⽂
庫コレクションを中⼼に⽩崎家など当館が所蔵する旧家の雛⼈形を系統的に展⽰す
るほか、庄内押絵など地域的な特⾊も展観する。北前船の交易によりもたらされた
雛⼈形、そのやさしい微笑と、御所⼈形や⾐装⼈形などの古典⼈形が雅な世界へと
誘う。
当該展覧会については、多⾔語対応されたＨＰにより情報発信を⾏い、外国⼈が参
加しやすいものとする。

ぬくもりと懐かしさにふれる ⼤滝博⼦ 創作⼈
形展

公益財団法⼈
本間美術館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、

⼭形県

2018/9/28 2018/11/6 ⼭形県 酒⽥市

家族のなにげない⽇常をテーマに、粘⼟と古布やちりめんを使って作る⼤滝博⼦⽒
の創作⼈形展。⽒の作る⼈形は、どこかぬくもりや懐かしさを感じさせる。⾒る⼈
に語りかけてくるような表情豊かな⼈形と、作品に添えられた作家⾃らが綴る書を
展⽰し、⽇本の⽣活や家族の素晴らしさを発信する。
当該展覧会については、多⾔語対応されたＨＰにより情報発信を⾏い、外国⼈が参
加しやすいものとする。

⽣命の息吹 ⼤野廣⼦の世界

公益財団法⼈
本間美術館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、

⼭形県

2019/1/12 2019/2/18 ⼭形県 酒⽥市

⽇本画家・⼤野廣⼦⽒の作品の展覧会。⽒はニューヨークにスタジオを構え、アメ
リカ、モンゴル、オーストラリアなど世界各地を旅し、そこで感じた世界観や⽣命
⼒などを表現した作品を⼿掛けている。この展覧会では、本間美術館に近年寄贈さ
れた作品を中⼼に⼤野⽒の画業を紹介することで、県⺠に世界で活躍する画家の作
品に触れる機会を提供するとともに、⽇本画の素晴らしさを発信する。
当該展覧会については、多⾔語対応されたＨＰにより情報発信を⾏い、外国⼈が参
加しやすいものとする。

⽇本画の新時代ー⾰新と伝統ー

公益財団法⼈
本間美術館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、

⼭形県

2018/11/2 2018/12/21 ⼭形県 酒⽥市

明治時代初期、急激な欧化政策によって、⽇本の美術、とりわけ⽇本画が⼀時衰退
する中、新しい⽇本画の創造に尽⼒した狩野芳崖をはじめ、横⼭⼤観、菱⽥春草、
⽵内栖鳳らの作品を中⼼に展⽰。近代における⽇本画の⾰新と伝統、その素晴らし
さを発信する。
当該展覧会については、多⾔語対応されたＨＰにより情報発信を⾏い、外国⼈が参
加しやすいものとする。

平成30年 現代⼑職展 今に伝わるいにしえの
技

公益財団法⼈致道
博物館、公益財団
法⼈⽇本美術⼑剣
保存協会、公益財
団法⼈⼭形県⽣涯
学習⽂化財団、鶴
岡市教育委員会、

⼭形県

2018/10/24 2018/11/15 ⼭形県 鶴岡市

東京の⼑剣博物館で開催する同展の巡回展で、⼑剣関係の最も権威ある全国展覧
会。現代の⼑⼯と⼑職による⼑剣と⼑装具の⼊賞作30振余、鐔・拵・柄前・⽩銀
20点余を展⽰、全国の現代⼑⼯・⼑職たちが時代的特⾊や流派の特徴などを取り⼊
れながら作⼑・制作した作品の⼯芸美を鑑賞するとともに、⻑い歴史に培われた⽇
本⼈の美意識と今に息づく伝統の技を紹介する。銘切などの実演も実施。
会場の致道博物館は、多⽬的トイレが整備されており、障害者も参加しやすい取組
みである。

旧庄内藩主酒井家美術資料展

公益財団法⼈
致道博物館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、
鶴岡市教育委
員会、⼭形県

2019/3/15 2019/4/15 ⼭形県 鶴岡市

徳川四天王の⼀⼈・酒井忠次を祖とする酒井家は、江⼾初期の元和８年（１６２
２）に藩主として⼊部。以来２５０年近く地域の領国経営をしてきた。⼤名酒井家
に伝来してきた様々な美術⼯芸品、歴史資料等を展⽰紹介、展⽰することが少ない
⽂化財や資料を鑑賞する機会を提供するとともに、郷⼟学習の⼀助とする。
会場の致道博物館は、多⽬的トイレが整備されており、障害者も参加しやすい取組
みである。
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新収蔵品展 〜三⽮宮松コレクションを中⼼に〜

公益財団法⼈
致道博物館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、
鶴岡市教育委
員会、⼭形県

2018/11/17 2018/12/25 ⼭形県 鶴岡市

故三⽮宮松家から寄贈された書画などの美術品を中⼼に出品する展覧会。三⽮宮松
⽒は⼭形県鶴岡市出⾝で、戦前は帝室林野局⻑官などを務め、⼑剣や書画に対する
造詣も深く、戦後は根津美術館館⻑として幅広く活躍した。この展覧会では、渡辺
崋⼭の花⿃画や藤本鉄⽯の⽔墨画、近年寄贈された近代の書家・⽇下部鳴鶴の書幅
や⽯井弥⼀郎の油絵などを出品し、⽇本美術の素晴らしさを国内外に発信する。
会場の致道博物館は、多⽬的トイレが整備されており、障害者も参加しやすい取組
みである。

鶴岡雛物語

公益財団法⼈
致道博物館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、
鶴岡市教育委
員会、⼭形県

2019/3/1 2019/4/3 ⼭形県 鶴岡市

城下町鶴岡に伝わる古典雛を広く紹介し、昔ながらの⽇本伝統⾏事や⽂化を再認識
するため、旧庄内藩主酒井家や市内旧家で所蔵している江⼾時代中期から明治時代
にかけての雛⼈形や⼤名家にお輿⼊れに持参した雛道具を拝借し展⽰、併せて市内
菓⼦店の協⼒により地域独特の雛菓⼦も⼀堂に展⽰。地域⾊豊かな⽇本の伝統⾏事
について広く紹介する。期間中には、雛菓⼦づくりのイベントも実施。
会場の致道博物館は、多⽬的トイレが整備されており、障害者も参加しやすい取組
みである。

歴史の扉 〜江⼾時代の訴訟〜

公益財団法⼈
致道博物館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、
鶴岡市教育委
員会、⼭形県

2019/1/18 2019/3/13 ⼭形県 鶴岡市

江⼾時代に⼭形県庄内地域で勃発した訴訟について、旧庄内藩主酒井家に伝わった
古⽂書や絵図を中⼼に読み解く歴史展覧会。⿃海⼭⼭頂をめぐる争論、⽻⿊⼭の⼊
会地をめぐる庄内藩と⽻⿊⼭との争論、湯殿⼭の祭祀権をめぐって巻き起こった⽻
⿊⼭と真⾔４ケ寺との争論など、様々な形で現れる訴訟に焦点をあて、地域の歴史
を広く発信する。ギャラリートークも開催。
会場の致道博物館は、多⽬的トイレが整備されており、障害者も参加しやすい取組
みである。

モバイルモスクプロジェクト
モバイルモス
クプロジェク
ト実⾏員会

2018/7/9 2019/3/31 愛知県 豊⽥市

今後益々増えます訪⽇外国⼈に向けたの⽇本のおもてなしの⼼として、イスラム教
徒の⽅々が⽇本各地で安⼼してスムーズな礼拝を⾏える移動式のモスク「モバイル
モスク」の製造・活⽤を⾏い、⽇本⽂化が世界に発信できるような体制を整えて参
ります。モバイルモスクが出動するイベント等においては、よさこい祭りや⾳楽コ
ンサートを⾏い、⽇本⽂化の発信と掛け合わされた活動を進めております。ムスリ
ムの⽅々をはじめ、多くの外国⼈が訪れることから、多⾔語での対応を実施し、多
様性に配慮をしていきます。

主催団体が企画実施する障がい者・要介護⾼齢者
を対象にした募集型企画旅⾏商品の販売活動

クラブツーリ
ズム株式会社 
テーマ旅⾏部 
カルチャー旅
⾏センター
（バリアフ

リーチーム）

2018/8/1 2019/7/31 北海道 札幌市

要介護⾼齢者を中⼼に、肢体不⾃由者・視覚障がい者・聴覚障がい者・内部障がい
者の皆様を対象にした募集型企画旅⾏の企画・販売を⾏っております。いつまでも
旅を楽しんでいただける旅⾏環境の創造を⽬指し、「旅をあきらめない、夢をあき
らめない」を合⾔葉に、20年間もの間、お客様に寄り添ってまいりました。主⼒商
品である「杖・⾞いすで楽しむ旅」では、（１）移動⾞両をリフト付観光バスでご
案内したり、（２）旅⾏中に介助が必要な⽅には、トラベルサポーターをご紹介し
たり、（３）⼊浴時のシャワーチェアー貸し出しを実施するなど、様々なオリジナ
ルサービスをご提供しております。バリアフリーツアーを通じて、⽇本の歴史、伝
統芸術、各地に伝わる祭りや郷⼟芸能、おもてなしの精神等といった魅⼒ある⽇本
⽂化を、障がいの有無に関係なく、すべての⼈に伝えてえてまいります。

東京丸の内盆踊り2018

⼤⼿町・丸の
内・有楽町夏
祭り2018実⾏

委員会

2018/7/27 2018/7/27 東京都 千代⽥区

今年で6回⽬の開催となる「東京丸の内盆踊り2018」は⾏幸通りを会場に、打ち⽔
や盆踊り、縁⽇屋台などを出店し、来街者の皆様へ⽇本の⽂化と夏ならではの
「涼」を感じられるイベントとして開催いたします。当⽇はイベントに参加される
来街者の皆様や障がい者・外国⼈の⽅々にも安⼼してイベントを楽しんでいただけ
るよう、会場内の座席には障がい者優先エリアを設置し、案内看板などの英語併記
などを実施いたします。また、イベント来場者のサポートを⾏う専属スタッフであ
る「丸の内アンバサダー」を会場内に配置し、お困りの際にサポートする体制を組
んでおります。

春⽇⼤社創建1250年記念公演
奈良 春⽇⼤社の舞楽 〜神様が通った伝説の道で
〜

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

2018/12/2 2018/12/2 東京都 江⼾川区

江⼾川区⿅⾻（ししぼね）に伝わる春⽇⼤社とのご縁を軸に、⽇本⼈の⽂化として
深く浸透している“神様との暮らし”について、春⽇⼤社を例にとり学ぶ。また、春
⽇⼤社専属の雅楽集団である「南都楽所」（なんとがくそ）の演奏により、悠久の
ときに思いをはせ、伝統⽂化の魅⼒を再発⾒する。春⽇⼤社は今年、創建1,250年
の節⽬を迎えることから、これを契機として、あらためて⽇本⽂化に⽬を向ける。
【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
詳しくはHPhttp://edogawa-bunkacenter.jp/barrierfree/をご覧ください

佐渡裕芸術監督 プロデュースオペラ２０１８
「魔弾の射⼿」

兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/7/20 2018/7/29 兵庫県 ⻄宮市

佐渡裕芸術監督企画によるプロデュースオペラは、芸術監督の経験と専属楽団を活
かすなど、当センターのソフトとハードを最⼤限発揮した質・量ともに世界⽔準の
総合舞台芸術を提供する。
ドイツ語上演・⽇本語字幕の多⾔語対応や世界トップレベルの海外キャストの招聘
により、訪⽇外国⼈の増加を図る。（全3幕／新制作）
また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペースを設けているほか、ホールにエレ
ベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等へのバリアフリーにも対応してい
る。
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兵庫芸術⽂化センター管弦楽団 第１０５〜１０
７回 定期演奏会

兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/4/1 2018/8/31 兵庫県 ⻄宮市

兵庫芸術⽂化センター管弦楽団は、国内外からオーディションで結集した若⼿演奏
家による、プロオーケストラとしては例のないアカデミー機能を有する「フレッ
シュでインターナショナル」な楽団として、兵庫からの芸術⽂化の発信を担ってい
る。定期演奏会では、佐渡裕芸術監督をはじめ、世界⼀流の客演指揮者、ソリスト
を招聘し、魅⼒あるレパートリーを様々な編成で演奏し、⾳楽ファン層の拡⼤と地
域の芸術⽂化⼒の向上を図っている。また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペー
スを設けているほか、ホールにエレベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等
へのバリアフリーにも対応している。
【公演】第105回4/20〜22(3公演)第106回5/25〜27(3公演)第107回6/22〜
24(3公演)

兵庫芸術⽂化センター管弦楽団 第１０８〜１１
６回 定期演奏会

兵庫県⽴芸術
⽂化センター

2018/9/1 2019/8/31 兵庫県 ⻄宮市

兵庫芸術⽂化センター管弦楽団は、国内外からオーディションで結集した若⼿演奏
家による、プロオーケストラとしては例のないアカデミー機能を有する「フレッ
シュでインターナショナル」な楽団として、兵庫からの芸術⽂化の発信を担ってい
る。定期演奏会では、佐渡裕芸術監督をはじめ、世界⼀流の客演指揮者、ソリスト
を招聘し、魅⼒あるレパートリーを様々な編成で演奏し、⾳楽ファン層の拡⼤と地
域の芸術⽂化⼒の向上を図っている。また、ホール内に⾞椅⼦で鑑賞できるスペー
スを設けているほか、ホールにエレベーター、多⽬的トイレを設置して、障害者等
へのバリアフリーにも対応している。
【公演】第108回9/14〜16(3公演)第109回10/19〜21(3公演)第110回11/9〜
11(3公演)
第111回1/18〜20(3公演)第112回2/15〜17(3公演)第113回3/15〜17(3公演)
第114回4/19〜21(3公演)第115回5/24〜26(3公演)第116回6/21〜23(3公演)

⼭形市⺠スポーツフェスタ

⼭形市、⼭形
市教育委員

会、公益財団
法⼈⼭形市体

育協会

2018/10/14 2018/10/14 ⼭形県 ⼭形市

⼭形市のシンボルスポーツイベントとして、⼭形市⺠スポーツフェスタを開催をし
ています。会場は、⼭形市バリアフリーガイドマップに掲載されているバリアフ
リー対応の⼭形市総合スポーツセンターにて⾏います。
イベントの⼀環として、2020年東京オリンピックパラリンピックのホストタウン
構想の登録に伴う交流事業から、ホストタウン相⼿国の台湾・タイ・サモアの紹介
を⾏っております。
この交流に際し、⼭形市の⾥芋などの農作物やお餅といった⽇本独⾃⾷⽂化の発
信、忍者体験や武道を通じた⽇本⽂化を体験できる取り組みを⾏っています。
また、障がい者スポーツを体験できるプログラムを組み、障がい者スポーツの難し
さを体感・理解し、健常者と障がい者の様々なバリアを取り除けるような取り組み
になっています。

“Kodo One Earth Tour 2019: Evolution” 
North America Tour

Portland'5 
Centers for 
the Artsほか

2019/1/31 2019/3/25 海外 アメリカ

本事業は、太⿎芸能集団⿎童による舞台「⿎童ワン・アース・ツアー：
Evolution」の、北⽶全27都市における33回の公演ツアーである。本作は⿎童の結
成35年の記念作品として、歌舞伎俳優・坂東⽟三郎の演出により2016年に国内初
演されたもので、⻑きに渡り⿎童が打ち継いできた代表的な演⽬に、近年の新曲を
織り交ぜた、未来へと受け継がれていく⽇本の伝統や⽂化を北⽶の⽅々に感じてい
ただける作品である。⾔語を介さない太⿎⾳楽だけに、国籍、⼈種や世代を問わず
広く楽しめるものである。公演の告知については⿎童の⾃社メディア（ウェブサイ
トなど）では⽇英バイリンガルで発信し、北⽶各地の主催者からはPRやプログラム
などや当⽇の劇場での対応などをすべて英語で⾏っている。また北⽶各地の劇場は
障害者のための物的かつ⼈的インフラが整っており、バリアフリーな環境で公演を
鑑賞することができる。

ふじさん書き初め2019

認定ＮＰＯ法
⼈ 富⼠⼭世
界遺産国⺠会
議 ／ 毎⽇

新聞社

2018/8/1 2019/3/31 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。

第56回江差追分全国⼤会・第22回江差追分熟年
全国⼤会・第22回江差追分少年全国⼤会

江差追分会・
江差町

2018/9/21 2018/9/23 北海道 江差町

江差追分⼤会は、北海道江差町の⻑い歴史と⾵⼟の中で幾多の変遷を経ながらこの
地に根付き、育まれてきた⺠謡「江差追分」の⼤会で、昭和38年に第1回が開催さ
れて以来、今年56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150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います。秋の3⽇間、会場の唄声は街頭放送でも流され、町
全体が舞台となり、江差追分⼀⾊に染まります。会場内は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。

UENO JAZZ INN'18
公益財団法⼈ 
台東区芸術⽂

化財団
2018/8/4 2018/9/4 東京都 台東区

今年で32回⽬を迎える「UENOJAZZINN」は「うえの夏まつり」の⼀環として⾏わ
れる都内で数少ない屋外ジャズイベントのひとつ。今年は、⽇本を代表する世界的
ジャズトランペッターの⽇野皓正⽒をはじめとした、実⼒派のミュージシャン達が

 上野の夏を熱く盛り上げる。
第⼀線級のジャズミュージシャンを迎えてジャズ⾳楽の振興と地域の活性化を⽀援
するため「うえの夏まつり」の会場を借りて提供の機会を設けている。また前年度
の浅草ジャズコンテストグランプリ受賞者に発表の機会を設け、新しい⾳楽家の育
成を図っている。
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（県）
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（市区町村）
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Awagami Artist In Residence Program 2018
⼀般財団法⼈ 
阿波和紙伝統

産業会館
2018/9/20 2018/11/10 徳島県

吉野川市
⼭川町

AwagamiArtistInResidenceでは海外のAIR団体や組織と積極的に連携を取り、
アーティストへ創作の場と発表の場を提供します。また、近隣の神⼭AIRとの交流
をより深め、展覧会の同時開催など徳島県のアートエリアとしての機能を強化しま
す。期間中にはアウトリーチ活動を通じて住⺠との交流を図ることで、地域の⽂化
的な向上を⽬指すと共にグローバルな⽂化の相互理解と国際性に富む⼈材の育成を
⽬指します。

全国⽂化プログラムプレスセンター・プロジェク
ト

⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/6/7 2019/3/29 東京都 港区

地域⽂化をテーマにした企画・イベント、⽂化財等を対象に、地元の中学⽣・⾼校
⽣が１０代視線で取材することを通じて掘り起こす。特に全国各地の⽇本遺産とそ
れにまつわる伝統的な郷⼟芸能を取り上げることで、地域⽂化の歴史と⾵⼟のス
トーリーを再発⾒する。障害者アートも主体対象にする。取材の成果として⼿作り
新聞・ルポなどにまとめてウェブサイトなどで発信し、広く地元⽂化の魅⼒を国内
外に伝える。記事は⽇本⽂のほか、⼀部英⽂とする。

ウイマム⽂化芸術プロジェクト
⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/5/29 2019/3/29 北海道

⽩⽼郡⽩
⽼町

2020年に開催地である北海道⽩⽼町で建設中の国⽴アイヌ⺠族博物館の開館へ向
け、当実⾏委員会では先住⺠族アイヌの⽂化理解推進を軸とした取り組み（プロ
ジェクト等）を、同町の複数個所にて複数種を企画。また様々なアートプロジェク
トや芸術表現を5カ年計画として事業展開を⽬指す事により、地域における⽂化度
の向上、体験型観光メニューの開発への寄与、経済波及効果への期待等、地域貢献
も積極的に意識。

ないじぇる芸術共創ラボ
⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/4/2 2019/3/29 東京都 ⽴川市

本事業は、⽇本⽂化への関⼼が⾼まるこの機会を活かし、我が国の⽂化資源、とり
わけ古典を中⼼とする⽇本⽂学の資源を掘り起こし、⽇本⼈⾃⾝が⽇本⽂化を再発
⾒、再認識するとともに、国内外の優れた才能が集い、その資源を発掘し、磨き上
げることにより、新たな創造活動を促進し、また、⽇本⽂化の国際的な発信⼒を強
化することを⽬標とするものである。具体的には、⽇本⽂学の専⾨知識を有し、か
つ語学⼒・交渉⼒など海外とのコミュニケーション⼒の⾼い専⾨家を中⼼に、国内
の作家による新たな創作活動の推進や、海外の著名な翻訳家による⽇本⽂学の選定
や翻訳作品による国際的な発信などを推進する。

和太⿎で "こころの世界遺産" をつくる「エクサ
ドン（EXADON)」プロジェクト

公益財団法⼈
⿎童⽂化財団 2018/9/1 2019/3/31 新潟県 佐渡市

⽇本では、認知症を患う⼈の数が2025年には推計700万⼈を越え、65歳以上の5⼈
に1⼈が認知症になるといわれている。⼀⽅、過重な仕事が原因で発症した脳・⼼
臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害（うつ病、適応
障害、⾃律神経失調症など）の労災補償請求件数は、2014年度に過去最⼤となる
1456件に上り、⼼⾝不調による休職、離職者も増え続けている。（厚⽣労働省資

 料）
そのような中、公益財団法⼈⿎童⽂化財団では、2014年度より佐渡市の認知症サ
ポート医、精神保健指定医である、森本芳典（汐彩クリニック院⻑）と共に、佐渡
市の事業として、太⿎を使った健康増進、介護予防フィットネス・プログラム「エ
クサドン（EXADON）」の開発を進めると共に、メンタルヘルスへの応⽤を試⾏し

 ており、国内外から強い関⼼を寄せられている。
この度、応募する取組は、エクサドンの社会への訴求⼒を⾼めるために実証的な効

 果測定を⾏うものである。
そして、エクサドンの普及に向けた、⼊⾨講座の開催及び実践を⾏うファシリテー
ターの養成、海外への普及に向けた、英語の紹介ツール作成を⾏う。

コレクション展
国⽴国際美術

館
2018/7/21 2019/5/6 ⼤阪府 ⼤阪市

パブロ・ピカソ、ヴァシリー・カンディンスキー、マックス・エルンストなど、当
館のコレクションを代表する20世紀初頭の絵画をはじめとして、戦後の欧⽶諸国、
⽇本、アジア等の現代美術を紹介します。なお、当館では、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環境を整備
しており、さらに本展では展⽰解説等の多⾔語化（⽇本語・英語・中国語・韓国
語）を⾏う予定です。

 KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『出⼝なし』
公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2019/1/25 2019/2/3 神奈川県

横浜市中
区⼭下町

国内外に⽇本の成熟した劇場⽂化を発信している、KAAT神奈川芸術劇場の芸術監
督である⽩井晃が、演劇とダンスという異なるジャンルを演劇的⼿法で融合させる
試みをし、ダンサーと役者が⾝体と⾔葉を超えた表現で今までにないKAATオリジ

 ナルの「出⼝なし」を上演する。
本作では、国際交流⽂化の⼀環として、多⾔語に対応したチラシ・パンフレットの

 作成や台詞の英語翻訳、字幕を提供し外国⼈の鑑賞者・作品への理解を促す。
また、公演会場には⾞椅⼦エリアが確保され、劇場にはエレベーターも完備されて
いるため、建物⼊⼝から⾞椅⼦席までストレスなくたどり着くことができる。

第４１回よこぜまつり 横瀬町 2018/10/28 2018/10/28 埼⽟県
秩⽗郡横

瀬町
 横瀬町の伝統芸能である⼈形芝居、獅⼦舞、神楽の公演を⾏う。

エレベーターやスロープがある。⾞椅⼦で参加できる。
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共⽣共創事業（平成29年度）

公益財団法⼈
神奈川芸術⽂
化財団 神奈
川県⽴⾳楽堂

2018/7/1 2019/3/31 神奈川県 横浜市

・「神奈川からの共⽣社会の実現」をテーマに、⾼齢者・障がい者等の舞台芸術活
動を紹介する他、ワールドミュージックの演奏会やキッズプログラム等を上演し、

 ⽇本の現代実演芸術を、全ての⼈々に開かれたものとしていく事業を実施する。
・上記上演機会を活⽤し、⾼齢者・障がい者等の舞台芸術活動をサポートする専⾨
スタッフの育成を⽬的とした、講座、研修会、ワークショップ等を開催し、⽂化芸
術の幅広い基盤を整えることも⽬的とする。

第2回国際忍者学会
特定⾮営利活
動法⼈九州忍
者保存協会

2018/9/8 2018/9/9 佐賀県 嬉野市

研究者、忍者関連事業者・⾃治体、および忍者に関⼼のある市⺠など、広く忍者に
興味関⼼を抱く⼈々が集い、忍者に関する国際的・学際的研究を推進し、情報提

 供・会員相互の交流・親睦をはかることを⽬的として結成された学会です。
今回は第2回国際忍者学会として、学会員による研究発表会となります。

せたがや⽂化プログラム 世⽥⾕区 2018/7/1 2019/3/31 東京都 世⽥⾕区

オリンピック・パラリンピック競技⼤会は、スポーツの祭典であるとともに、⽂化
 の祭典でもあります。

世⽥⾕区内では、多くの⽅が⼤会に様々な形で携わり、レガシーを創出していくた
めの取り組みとして、区⺠やNPO等の団体、商店街、⺠間事業者等による世⽥⾕区
内開催の⽂化性を伴う事業を「せたがや⽂化プログラム」として認証し、区内の⽂
化・芸術に関る様々な取組みをPRし、世⽥⾕や⽇本の⽂化・芸術の魅⼒を国内外へ

 発信します。
⼦どもや⾼齢者、外国⼈、障害のある⽅々が、気軽に⽂化・芸術に触れることので
きる機会の充実や、⽂化・芸術によるまちの魅⼒や活気の向上を⽬指して、オール
世⽥⾕で⽂化のおもてなしを推進していきます。

プラザノースdeクリスマス
プラザノース
マネジメント

株式会社
2018/12/16 2018/12/16 埼⽟県

さいたま
市北区

0歳児から楽しめるキッズコンサートと、3歳から楽しめるファミリーコンサートの
1⽇2回開催で「プラザノースdeクリスマス」を開催します。⽂化芸術を気軽に楽
しんで頂くため、落語や狂⾔、クラシックといったホール公演、またギャラリーで
は若⼿アーティストによる展覧会を開催。造形・ＣＧ・絵画・陶芸などの各種アト
リエや和室では茶道・茶会、着付け、⽣け花、和裁など各種サークル活動も盛ん
で、年間を通し芸術および⽇本⽂化の魅⼒を伝える事業に取り組んでいます。施設
全体がユニバーサルデザインによって設計され、年齢や障害の有無にかかわらずさ
まざまな⼈にとって利⽤しやすい施設となっています。介護ベッド、オストメイト
対応のトイレも完備。ホール内に⾞いす席があり、⾞いすの⽅も安⼼して公演を楽
しめます。

ロビーコンサート2018 in ママケア5周年記念シ
ンポジウム

三芳町教育委
員会

2018/7/22 2018/7/22 埼⽟県 三芳町

医療的ケアを必要とする⼦どものママたちによって結成されたグループ
「mamacare」が結成5周年を記念したシンポジウムを中央公⺠館で開催するにあ
たり、シンポジウムに参加の⽅はもちろん、どなたでもお楽しみいただけるロビー
コンサートを同時開催します。
ロビーコンサートは広く町⺠のみなさんに本物の⾳楽を⾝近に感じていただくため
の取り組みとして、トップレベルのアーティストを招聘し、町の様々な開放スペー
スで実施する⼊場無料のミニコンサートです。今回は新国⽴劇場はじめ国内外のオ

 ペラハウスで活躍する晴雅彦さんによるオペラ名曲集をお届けします。演奏中に聞
こえてくる医療器の⾳や⼦どもたちの喜ぶ声は、ここだけしか聞けない幸せな⾳楽

 の⼀部としてお楽しみください。
会場の中央公⺠館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無しに作られています。点字付きの⼿すりやオストメイト付
き多⽬的トイレの設置など多様な⼈々にとって利⽤しやすいホールです。

みんなでツクル・ライブ
公益財団法⼈
千葉市⽂化振

興財団
2018/8/4 2018/8/4 千葉県 千葉市

AKB48グループを中⼼に⾐装制作やスタリング・ヘアメイクを⼿掛けている「オサ
レカンパニー」と全国にセレクトショップを展開している「アーバンリサーチ」の
協⼒により、世界の若者から注⽬されている『カワイイ』をキーワードに⾐装とヘ
アメイクに関する「中学・⾼校⽣のための舞台スタッフ体験講座」を開催し、受講

 ⽣達が「みんなでツクル・ライブ」のスタッフを勤めます。
⽇本の若者達が注⽬しているアーティストであるChu-Z、神⽥莉緒⾹、
SpecialFavoriteMusic、mitsumeの4組が出演し、舞台公演の素晴らしさや可能性
の豊かさを体感できるプログラムを提供します。会場の千葉市⽂化センターアート
ホールは⾞イス⽤席が設置しています。

没後50年 藤⽥嗣治展
京都国⽴近代

美術館
2018/10/19 2018/12/16 京都府 京都市

明治半ばの⽇本で⽣まれ、80年を超える⼈⽣の約半分をフランスで暮らし、晩年に
はフランス国籍を取得して欧州の⼟となった画家・藤⽥嗣治（レオナール・フジ
タ、1886–1968）。2018年は、エコール・ド・パリの寵児のひとりであり、太平
洋戦争期の作戦記録画でも知られる藤⽥が世を去って50年⽬にあたります。この節
⽬に、⽇本はもとよりフランスを中⼼とした欧⽶の主要な美術館の協⼒を得て、画

 業の全貌を展覧する⼤回顧展を開催します。
本展覧会は、「⾵景画」「肖像画」「裸婦」「宗教画」などのテーマを設けて、最
新の研究成果も盛り込みながら、藤⽥芸術をとらえ直そうとする試みです。藤⽥の
代名詞ともいえる「乳⽩⾊の裸婦」の代表作が⼀堂に会するだけでなく、初来⽇と
なる作品やこれまで紹介されることが少なかった作品も展⽰されるなど、⾒どころ
が満載の展覧会です。
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場所

（県）
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（市区町村）
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現代サーカスによる「芸能のまちルネサンス」事
業

⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/9/15 2018/9/16 ⾹川県 琴平町

⽇本最古の⽊造芝居⼩屋「⾦丸座」や、⾦⼑⽐羅宮で有名な琴平町はかつて芸能の
まちとして栄え、いまもその⾯影を残しているが、町の中⼼部は空洞化し、地元発
信の芸能は今は少ない。現代サーカスという新しいアートと伝統芸能を繋げながら
「芸能ルネサンス」を起こしたい。そのためには、この地に⼈材が育ち、地元の
⼈々が中⼼となって関わる拠点をつくる必要がある。2012年から地元と深くかか
わりながら、特徴ある場所からインスピレーションを受け作品作りを続けてきた瀬
⼾内サーカスファクトリーだからこそできる、現代サーカスを使った⽂化財活⽤、
伝統×現代芸術、⼈材育成を⾏い、観光客誘致にもつなげる。

京都国⽴近代美術館オープンデー「美術のみか
た、みせかた、さわりかた」

京都国⽴近代
美術館

2018/8/10 2018/8/11 京都府 京都市

研究員と会話をしながら、会場をさわり、そして作品をさわる。きょうは⼿で、美
術鑑賞してみませんか？活弁・⽣演奏つきで楽しむ昔の映画や、アニメーション映
画の上映会も同時開催。おとなもこどもも、障害のある⽅もない⽅も、京近美で、
いつもとちがった美術鑑賞をご⼀緒に。

第７回城陽市国⺠⽂化祭記念事業 京都和太⿎
フェスティバルin城陽

城陽市国⺠⽂
化祭記念事業 
和太⿎実⾏委

員会

2018/12/9 2018/12/9 京都府 城陽市

○和太⿎の⽣演奏やホール⼊⼝において、市の特産等の販売コーナー（実⾏委員会
の収⼊に関係無し）を⾏う予定。例年どおり受付案内、観覧場所において障がい者
に配慮する。
○実⾏委員会について、市⺠団体である城陽市⽂化協会、城陽市和太⿎連盟が参画
しており団体から選出された委員を主として企画・運営が⾏われている

100回講座！〜京都学・歴彩館主催 １００連発
の年間講座〜

京都学・歴彩
館

2018/4/1 2019/3/31 京都府 京都市 平成３０年度、京都学・歴彩館では年間約１００回の各種講座、開講を⽬指してい
ます。

折形〜世界会議へ〜

⽇本⽂化プロ
グラム~Salon 
de Society~

等観院

2018/5/17 2018/5/20 京都府 京都市

「第７回・ＩＷＧ世界⼥性スポーツ会議」
2018ＩＷＧ世界⼥性スポーツ会議は、５⽉１７⽇から２０⽇、アフリカ・ボツワ
ナの⾸都ハボローネにて政府機関バックアップの元、滞りなく開催されました。
事務局より国際会議の関係者を通して、この国際会議に⽇本⽂化の１つとして折形
をお⼟産として持参頂きました。
聖⽕をイメージしたオリジナルモニュメントが国際会議共同議⻑に贈呈されまし
た。
上記とは別途、１００部⽤意した鶴畳包は、国際会議参加者の⽅々、またＩＷＧの
メンバーにお渡し頂きました。
英⽂解説書を添えた鶴畳包に、才峰御住職様直筆メッセージカード「輝・２年後に
東京でお逢いしましょう！」を包みました。

KYOTO CMEX ２０１８ 10周年記念事業
KYOTO CMEX 

実⾏委員会
2018/9/14 2018/9/14 京都府 京都市

コ・フェスタ（JAPAN国際コンテンツフェスティバル）のオフィシャルイベントと
して、地⽅では初めて京都で開催されたKYOTOCMEX事業は、今年度第10回の開
催を迎えます。
これを記念し、コ・フェスタ実⾏委員会と連携した事業を実施し、東京・京都との
コンテンツ産業の連携を促進させ、コンテンツ産業の可能性と未来像を探るととも
に、⼈材育成・交流の場を創出します。
記念講演・対談／⽇時：９⽉１４⽇（⾦）１５：３０〜１７：００／場所：ホテル
グランヴィア京都（５F）古今の間／講師：⾓川歴彦⽒（株式会社KADOKAWA取締
役会⻑、カドカワ株式会社取締役会⻑）、荒俣宏⽒（作家、博物学者）／内容：①
記念講演（⾓川歴彦⽒）１５：３０〜１６：１０／テーマ「コンテンツ産業の可能
性と未来」(仮)／②対談（⾓川歴彦⽒×荒俣宏⽒）１６：１０〜１７：００／テー
マ「「海外から⾒た⽇本のコンテンツの魅⼒」(仮)

歌舞伎義太夫三味線奏者 野澤松也「創作浄瑠璃
弾き語り 第28回築地チャリティライブ」

三味似粋⼈
JAPAN

2018/7/29 2018/7/29 東京都 中央区

⽇本の伝統芸能である義太夫の魅⼒を、⼦どもたちや、これまで歌舞伎や⽂楽に関
⼼のなかった⼈たちにも知ってもらうため、現役の歌舞伎義太夫三味線奏者（⽵本
連中）の野澤松也（重要無形⽂化財総合指定保持者）が、⼟地に伝わる⺠話や童話
を題材にした、誰にでもわかりやすい“創作浄瑠璃”の演奏を、⾃ら弾き語りで⾏
う。
また、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取り組みとして、ボランティアによる
わかりやすい解説（⽇・英）を⾏う。後半に三味線体験も有り。⼦供、外国⼈の参
加⼤歓迎。

第19回こども⽂学館えほんのひろば たかどの
ほうこの世界

公益財団法⼈
仙台市市⺠⽂

化事業団
2018/7/14 2018/8/26 宮城県 仙台市

仙台⽂学館では、「こども⽂学館えほんのひろば」を毎年夏に開催しています。今
年は、児童⽂学作家のたかどのほうこさんの作品展⽰「たかどのほうこの世界」を
開催します。会期中は、読み聞かせ・⼈形劇・影絵などの「お話会」を開催すると
ともに、絵本や児童書が⾃由に読める「絵本の部屋」を設置し、⼦どもたちが⾔葉
や⽂学に触れる場を提供します。1階エントランスロビーでは「⼿作りコーナー」
を設け、また今年で10回⽬となる「仙台⽂学館まつり」も会期中に開催します。
会場となる仙台⽂学館は、エレベーター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が
整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧・ご参加いただけます。
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2018年度仙台市⽂化プログラム SHIRO Atelier
＆Studio ―ともにつくる芸術劇場―

公益財団法⼈
仙台市市⺠⽂
化事業団、特
定⾮営利活動
法⼈エイブ

ル・アート・
ジャパン、仙

台市

2018/9/1 2019/3/31 宮城県 仙台市

美術・演劇・舞踊・⾳楽・メディア芸術など多様な表現を介し、障害のある⼈たち
の⾃由で規範にとらわれない表現を導きだすワークショップを仙台市内の⽂化施設
や公共施設で定期的に開催し、障害のある⼈が主体的に関わることができる表現の
場として「SHIROAtelier＆Studio」をつくります。
会場は公共交通からのアクセスが良く、施設内にはエレベーターや多⽬的トイレや
休憩室などが確保され、バリアフリー設備が整っています。また、⼀般市⺠にも開
放された施設で関⼼のある⼈が⾒たり参加したり、ボランティアで関わることがで
きるような多様な⼈が関われる場づくりを⽬指します。

平成30年度第2回 メモリアルコンサート 仙台市 2018/7/11 2018/7/11 宮城県 仙台市

本事業は、東⽇本⼤震災の⽉命⽇にあたる11⽇にメモリアルコンサートを開催し、
震災後の⾳楽による⽀援活動や⾳楽が果たしてきた役割を多くの⽅々に知っていた
だき、震災を契機にその意義が再認識された⾳楽の⼒を震災の記憶や教訓とともに
後世に伝え、また、⾳楽の新たな魅⼒を多くの⽅々に感じていただくことで、楽都
仙台のすそ野拡⼤につなげることを⽬的としたもの。会場はエレベーターや多機能
トイレ等を備えた地下鉄駅構内の交流スペースであり、座席も固定でないため、障
害の有無を問わず気軽に参加しやすいことが特⻑である。平成30年度第2回となる
今回は、⼩野綾⼦⽒（ソプラノ）と渋川美⾹⾥⽒（バロックハープ）が出演する。

平成30年度第3回 メモリアルコンサート 仙台市 2018/9/11 2018/9/11 宮城県 仙台市

本事業は、東⽇本⼤震災の⽉命⽇にあたる11⽇にメモリアルコンサートを開催し、
震災後の⾳楽による⽀援活動や⾳楽が果たしてきた役割を多くの⽅々に知っていた
だき、震災を契機にその意義が再認識された⾳楽の⼒を震災の記憶や教訓とともに
後世に伝え、また、⾳楽の新たな魅⼒を多くの⽅々に感じていただくことで、楽都
仙台のすそ野拡⼤につなげることを⽬的としたもの。会場はエレベーターや多機能
トイレ等を備えた地下鉄駅構内の交流スペースであり、座席も固定でないため、障
害の有無を問わず気軽に参加しやすいことが特⻑である。平成30年度第3回となる
今回は、髙橋あけみ⽒（ファゴット）、⼤泉⽔季⽒（フルート）、⼤野⽊はるか⽒
（ピアノ）が出演する。

イナダ組×EverZOne「キャラメル・マキアー
ト」公演

網⾛市 2018/9/8 2018/9/8 北海道 網⾛市

当市では、市⺠の企画提案を受けながら様々な芸術⽂化公演の鑑賞機会を提供する
「オホーツク・⽂化交流センター芸術⽂化事業」を毎年実施しています。
今回は、市⺠企画提案によりイナダ組×EverZOneによる演劇「キャラメル・マキ
アート」を開催します。
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
センターで開催し、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
た対応を⾏います。

オホーツク地域・住⺠ギャラリー 北海道 2018/4/1 2019/3/31 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いる。
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おり、１階のロビーは⼗分なスペースを確保でき
る広さがあり、⾞いすの⽅でも観覧できるような体制を整えている。

まちなかお昼のおんがくかい
公益財団法⼈
札幌市芸術⽂

化財団
2018/11/2 2019/3/15 北海道 札幌市

お昼休みの時間帯に合わせて、無料で気軽に参加できる⾳楽を中⼼とした演奏会を
実施する。
ピアノやヴァイオリンなどの演奏や⽊管五重奏とアナウンサーによる読み聞かせの
他、ピアノと書道のコラボレーションなど、多彩な内容を提供する。
あわせて、東京⽂化会館と連携し、未就学児童を対象とした⾳楽に触れるヴァイオ
リンとピアノのワークショップを⾏う。
会場には案内係を配置し、⾞いすの⽅など、どなたでもアクセスのしやすい環境を
整えます。

堀尾幸男舞台美術展
公益財団法⼈
札幌市芸術⽂

化財団
2018/10/7 2018/10/28 北海道 札幌市

札幌⽂化芸術劇場のこけら落とし公演（歌劇「アイーダ」）に関連し、舞台芸術の
実演に必要不可⽋な舞台美術を取り上げた展覧会を開催。
出展作家は、TEAMNACS、中島みゆき、野⽥秀樹などの舞台の舞台美術を担当
し、数々の賞を受賞するなど、⽇本を代表する舞台美術家の堀尾幸男⽒。
堀尾幸男⽒がこれまで⼿掛けてきた６００を超える舞台芸術作品の中から、オペラ
や演劇、歌舞伎、落語などの多彩なジャンルから選定した舞台美術模型及びスケッ
チ、⼩道具などを展⽰する。
会場には案内係を配置し、⾞いすの⽅など、どなたでもアクセスのしやすい環境を
整えます。
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２０１８ふくおか県障がい児者美術展
ふくおか県⺠
⽂化祭福岡県
実⾏委員会

2018/10/15 2018/11/16 福岡県 太宰府市

障がいのある⽅の制作意欲の向上を促進し、県⺠に対して、障がいのある⽅が持っ
ている多様な能⼒・才能に触れる機会を提供することを⽬的に開催します。応募さ
れた作品の中から⼊賞及び佳作作品を決定し、⼊賞作品については表彰いたしま
す。美術展では、⼀部の会場を除き、応募された全ての作品を展⽰する予定です。
［表彰式］プラム・カルコア太宰府10⽉21⽇（⽇）
※⼿話通訳・要約筆記の配置、会場はバリアフリーとなっています。
［作品展⽰］福岡県庁10/15〜10/26、プラム・カルコア太宰府10/20〜10/21
（⼊賞及び佳作作品のみ展⽰）、北九州市⽴美術館⿊崎市⺠ギャラリー10/30〜
11/4、⽥川市美術館11/6〜11/11、九州芸⽂館11/13〜11/16

ＣＨＩＫＵＧＯ ＤＡＮＣＥ ＰＲＯＧＲＵＭ ２０
１８

九州芸⽂館芸
術⽂化交流拠
点性発揮実⾏

委員会

2018/9/17 2018/9/24 福岡県 筑後市

６⽉に韓国のダンサーが筑後市の⼩・中学校に出向き、住⺠とダンスをとおした交
流を⾏いました。８⽉には、韓国のダンサーと福岡県在住のダンサーを含めた住⺠
参加型（⼀般募集中）の「交流」をテーマにした誰もが踊れる作品の創作・公演に
向けた練習を実施します。練習の成果を発表する機会として、デジタルアートとコ
ラボしたコンテンポラリーダンスを披露します。会場には⾞いす専⽤席を⽤意しま
す。ふるってご参加ください。
【⽇程・会場】
2018年9⽉17⽇（⽉・祝）九州芸⽂館（筑後市⼤字津島1131）
2018年9⽉24⽇（⽉・祝）サザンクス筑後（筑後市若菜1104）

第65回⼩⼭市⺠⽂化祭
⼩⼭市、⼩⼭
市⽂化協会

2018/11/1 2018/12/2 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ます。今年は⼩⼭市⽴⽂化セ
ンター、⼩⼭市中央公⺠館、道の駅思川にて１１⽉1⽇（⽊）〜１２⽉２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います。１１⽉４⽇（⽇）には⼩⼭市⽂化センター⼤
ホールにて⼩⼭市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、記念公演として落語や太神楽曲芸などの
舞台を披露していただきます。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します。

今村幸治郎の世界 ⾊えんぴつが奏でる物語と⾳
楽

芳賀町教育委
員会

2018/7/14 2018/8/26 栃⽊県
芳賀郡芳

賀町

栃⽊県在住の画家・絵本作家であり、講演会やワークショップで芸術の普及教育活
動に⼒を注いでいた故今村幸治郎⽒の作品を展⽰する。⽒は、⾊えんぴつを画材と
した作品で国内ばかりでなく「フランスに於ける⽇本年」の際に⽇本を代表して出
展するなど海外でも活躍した画家である。８０年代、⽇本のポップカルチャーが世
界的に注⽬される前に、先駆けてアートに⽇本的なキャラクターを取り⼊れた。⽒
の展⽰を⾏うことで、来館者に⽇本のポップアートに触れる機会を提供し、⽂化の
向上を図る。展⽰会場となる町総合情報館内にはバリアフリー設備が完備されてい
る。

旅と鉄道とLRT
芳賀町教育委

員会
2018/9/8 2018/10/21 栃⽊県

芳賀郡芳
賀町

総合情報館開館１０周年期間企画展として、栃⽊県内の鉄道・公共交通の歴史、芳
賀町の公共交通、LRTの紹介を⾏う。明治期以降の公共交通関係資料を展⽰するこ
とで、来館者⼈々の⽣活を豊かにしようと計画された交通の歴史や⽂化に触れる機
会を提供することができる。展⽰会場となる町総合情報館内にはバリアフリー設備
が完備されている。

帰郷 ⻘⽊繁《幸彦像》明治と⼥性画家 アート
リンクとちぎ2018 創られた⼥／創る⼥

芳賀町教育委
員会

2018/11/17 2018/12/24 栃⽊県
芳賀郡芳

賀町

明治期の画家、⻘⽊繁、五百城⽂哉、⼩杉放庵らの作品と関連する芳賀町出⾝の⼥
性画家、福⽥たねの作品を紹介する。福⽥たねは明治18年に栃⽊県芳賀郡東⾼橋
（現在の芳賀町）に⽣まれ、当時本格的に洋画を学んだ数少ない⼥性の⼀⼈であ
る。⻘⽊繁作品のモデルとして、また⾃らも作品を製作した福⽥たねの作品は、⻘
⽊繁が優れた作品を⽣み出した原動⼒となったと評価されている。本展により、来
館者に明治期以降の美術また⽇本⽂化に触れる機会を提供する。展⽰会場となる町
総合情報館内にはバリアフリー設備が完備されている。

第14回徳島県こども美術展
徳島県美術家

協会
2018/10/12 2018/11/25 徳島県 徳島県

こども県展は、県内の⼩・中学⽣を対象に、豊かな⽂化の創造を育んでもらうため
に平成17年度から毎年開催しています。
応募作品から各学年ごとに特選（絵画2点、書写2点）を選考し、その18点の中か
ら特別賞として徳島県知事賞、徳島県議会議⻑賞、徳島県教育委員会教育⻑賞、徳
島県市町村教育委員会連合会会⻑賞、徳島県美術家協会⻑賞、徳島新聞社⻑賞を授
与します。さらに各学年から準特選、優秀賞、⼊選を選考。絵画部⾨で計約700
点、書写部⾨で約1,000点を展⽰します。県南と県⻄で⾏う巡回展では、準特選以
上の全作品と該当地域の⼊選以上の作品を展⽰します。
会場受付において「筆談マーク」を設け、⽿の不⾃由な⽅でも観覧できるよう会場
案内に努めます。また、特別⽀援学校の児童、⽣徒からも多くの作品応募をいただ
いており、表彰式（あわぎんホール）において⼿話通訳者を派遣していただきま
す。

第６８回県華道展
徳島県華道連

盟
2018/11/1 2018/11/4 徳島県 徳島県

徳島県華道連盟に所属の17流派324名（予定）が、前期：11⽉1・2⽇、後期：11
⽉3・4⽇に分かれて秋の草花を多彩に⽣けます。⽇本の伝統⽂化に触れていただく
と共に、「⽣け花」の魅⼒を発信します。
また、受付において「筆談マーク」を設け、⽿の不⾃由な⽅でも観覧できるよう会
場案内に努めます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

池⽥Jazz横丁2018 徳島県 2018/6/2 2018/6/2 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ります。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しています。

呼応する⽊々
徳島県⽴⼆⼗

⼀世紀館
2018/4/29 2019/4/28 徳島県 徳島市

「呼応する⽊々」は、光と⾳とデジタルテクノロジーからなるデジタルアートであ
り、鑑賞者がライトアップされた園内のケヤキ並⽊の近くを通ると、⾊特有の⾳⾊
とともに光の⾊が変化し、その光の⾊が次々と他の⽊々に伝播していく作品となっ
ています。
作品には英語による案内表⽰を⾏い、また展⽰会場の近くには障がい者⽤駐⾞場が
あり、外国⼈の⽅や⾝体に障がいがある⽅にも、最先端のデジタル技術によって⽣
み出されるアート空間を気軽に楽しんでいただけます。

書道特別展 ⼩坂奇⽯の折帖
徳島県⽴⽂学

書道館
2018/6/22 2018/8/5 徳島県 徳島市

徳島県海部郡美波町に⽣まれた昭和を代表する書家・⼩坂奇⽯(こさかきせき)（１
９０１〜９１年）。今回は、古典を学ぶ臨書の⼿本として奇⽯が⾨⼈に書き与えた
折帖を展観します。折帖は、作品とは⽬的が異なりますが、奇⽯の書の背景を知る
上で貴重な資料であり、作品とは違った魅⼒に富んでいます。本展では、奇⽯が書
の根幹とした王羲之(おうぎし)や顔真卿(がんしんけい)、⽶芾(べいふつ)、王鐸(お
うたく)など、４８歳から８６歳までの２７種類・３５点の折帖を紹介します。関
連事業として「トーク・作品解説」を開催し、図録を発⾏するなど事業を通じて⽇
本⽂化の魅⼒を発信します。なお、開催場所はバリアフリー対応しており、希望者
には座席昇降機能付き⾞椅⼦を貸し出しし、作品やケース内の展⽰物が鑑賞しやす
いよう配慮します。また、聴覚障がい者に対しては、筆談による対応ができるよう
にします。

⽥中富雄⽣誕100年記念「⽥中富雄とその時代の
作家たち」

徳島ペンクラ
ブ

2018/10/27 2018/10/28 徳島県 徳島市

徳島ペンクラブでは、従来から本県出⾝または縁故のある作家・⽂⼈を取り上げ紹
介してきた。本年は、奇しくも県出⾝の作家である⽥中富雄の⽣誕100周年を迎え
ることから、⽥中と同時代に⽣きた本県の作家たちを紹介し、県内外に周知するこ
とととした。会場は県⽴⽂学書道館1階で、すべてバリアフリーになっています。

合同茶会
徳島県茶道協

会
2018/11/3 2018/11/3 徳島県 徳島県

表千家同⾨会徳島県⽀部と裏千家淡交会徳島⽀部が合同で開く県内最⼤のお茶会で
す。
両派の優雅なお点前でわび、さびの⼼を堪能していただけます。
また、会場受付において「筆談マーク」を設け、⽿の不⾃由な⽅でも観覧できるよ
う会場案内に努めます。

第73回徳島県美術展
徳島県美術家

協会
2018/10/5 2018/10/24 徳島県 徳島市

広く県⺠から個性と創造性豊かな美術作品を公募し、審査員による公開審査により
優秀な作品を選ぶ。すぐれた作品は、展⽰・表彰することで県内美術愛好家の制作
意欲の活性化を図ると同時に、県⺠に郷⼟の優れた美術鑑賞の機会を提供すること
で本県の芸術⽂化の発達振興に寄与することを⽬的とした。会場はバリアフリー。

第52回⽇本舞踊の会
公益社団法⼈
⽇本舞踊協会
徳島県⽀部

2018/12/2 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⽬的とし
て始めた定期的な会です。⼀般のかたにもわかりやすく、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。受付はいつも混雑しますが、⾞
いすでのご来場の⽅の⾃席へのご案内、また筆談による問い合わせ対応をいたしま
す。

平成３０年度創⽴30周年記念全国現代クラフト
展

徳島現代クラ
フト協会

2018/9/15 2018/9/17 徳島県 徳島市 ⼿⼯芸⽂化の向上と発展を⽬的に、⽷⼯芸・布⼯芸・紙⼯芸など各部⾨の⼿作り作
品を全国公募して展⽰する。受付に筆談対応マークを置きます。

書道特別展 荒井天鶴－孤⾼の書とその美学
徳島県⽴⽂学

書道館
2018/10/5 2018/11/18 徳島県 徳島市

戦後，徳島の書壇をリードした書家・荒井天鶴(1914〜2007年）。1948年(昭和
23)，県内初の書道結社・徳島書道院」(のち徳島書芸院)を創設し，同年には書道
⽉刊誌「彫琢」を創刊，書道⼈育成に尽⼒した。とりわけ，全国に先駆け近代詩⽂
書を提唱し，徳島に根付かせた功績は⼤きい。また⽂才豊かな天鶴は，⽂学と書の
⼀体化を唱え，⾃作の歌や⾔葉を揮毫，作品とした。書の理論的裏付けとなる書論
も数多く残している。稀有な書家であり理論家でもあった天鶴。没後10年を経た
今，その書と書論を展観し，⾼邁な理想を掲げた孤⾼の書家・荒井天鶴を回顧す
る。開催場所はホール内に⾞いす席を備えるなどバリアフリー対応しており、多く
の⽅に楽しんで頂ける会場となっている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

徳島演劇ネットワーク合同公演
徳島演劇ネッ

トワーク
2019/3/30 2019/3/31 徳島県 徳島市

徳島演劇ネットワークは、県内の6劇団が加盟しており、毎年、県⺠⽂化祭にあわ
せて、合同公演を制作・上演しています。そのことで、劇団同⼠の繋がりが深くな
り、互いに成⻑する機会になっています。当団体では聴覚障害者のために字幕を舞
台上に投影して聴覚障害者の⽅にも演劇の世界に触れ合っていただいてます。

MEGASTAR（スーパープラネタリウム）

⼤分県芸術⽂
化スポーツ振
興財団特別企
画実⾏委員会

2018/10/2 2018/11/25 ⼤分県 ⼤分市

平成30年秋の「第33回国⺠⽂化祭・おおいた2018」「第18回全国障害者芸術・⽂
化祭おおいた⼤会」会期中に開催する、「海と宙（そら）の未来」展の期間中に、
スーパープラネタリウム”ＭＥＧＡＳＴＡＲ-Ⅱ”による極限まで微細化された星空を
展⽰室内に再現し、幻想的かつ迫⼒に満ちた宇宙空間を疑似体験する機会を提供す
ることで、これからの宇宙開発やアストロバイオロジーの進展へのさらなる興味喚
起を図る。
⼤分県⽴美術館での開催では、歩⾏が困難な⽅への⾞椅⼦の⼿配や、上層階までは
エレベーターが利⽤できるとともに、⾝障者の⽅のお⼿洗い等の設備もあり、多く
の⽅にお越しいただけるようになっております。

海と宙（そら）の未来展

⼤分県芸術⽂
化スポーツ振
興財団特別企
画実⾏委員会

2018/10/2 2018/11/25 ⼤分県 ⼤分市

平成30年秋の「第33回国⺠⽂化祭・おおいた2018」「第18回全国障害者芸術・⽂
化祭おおいた⼤会」会期中に、ＪＡＸＡ宇宙航空研究開発機構、ＪＡＭＳＴＥＣ海
洋研究開発機構の協⼒を仰ぎながら、わが国の海洋開発や宇宙探査の輝かしい成果
を、海洋探査機器やロケットの模型、海底で採集した鉱物、詳細な天体図など、貴
重な資料類や写真、解説パネル等でわかりやすく紹介するとともに、宇宙⾶⾏⼠な
どの講演会も開催し、⾃然科学の観点から地球環境に⾝近にふれあうことのできる
機会を提供する。
⼤分県⽴美術館での開催では、歩⾏が困難な⽅への⾞椅⼦の⼿配や、上層階までは
エレベーターが利⽤できるとともに、⾝障者の⽅のお⼿洗い等の設備もあり、多く
の⽅にお越しいただけるようになっております。

国宝、⽇本の美をめぐる

⼤分県芸術⽂
化スポーツ振
興財団特別企
画実⾏委員会

2018/11/2 2018/11/25 ⼤分県 ⼤分市

平成30年秋の「第33回国⺠⽂化祭・おおいた2018」「第18回全国障害者芸術・⽂
化祭おおいた⼤会」会期中に、東京国⽴博物館が所蔵する国宝、重要⽂化財などの
指定品を公開し、⽇本の⽂化・芸術にみえる特質、美意識を広く紹介し、国⺠の宝
についての理解を深め、⽂化の継承、発展を促す。
⼤分県⽴美術館での開催では、歩⾏が困難な⽅への⾞椅⼦の⼿配や、上層階までは
エレベーターが利⽤できるとともに、⾝障者の⽅のお⼿洗い等の設備もあり、多く
の⽅にお越しいただけるようになっております。

⽇本モダンの精華

⼤分県芸術⽂
化スポーツ振
興財団特別企
画実⾏委員会

2018/9/28 2018/10/21 ⼤分県 ⼤分市

平成30年秋の「第33回国⺠⽂化祭・おおいた2018」「第18回全国障害者芸術・⽂
化祭おおいた⼤会」会期中に、京都国⽴近代美術館のコレクションより、京都ゆか
りの作家の作品を中⼼に、⽇本画、洋画、⼯芸の選りすぐりの名品を紹介するとと
もに、⾸藤定旧蔵の福⽥平⼋郎作品42点を紹介する。
⼤分県⽴美術館での開催では、歩⾏が困難な⽅への⾞椅⼦の⼿配や、上層階までは
エレベーターが利⽤できるとともに、⾝障者の⽅のお⼿洗い等の設備もあり、多く
の⽅にお越しいただけるようになっております。

第１３回あさひのまつり 旭市 2018/10/14 2018/10/14 千葉県 旭市

伝統⽂化の伝承を図るとともに、⼈々の豊かな⼼の育成を⽬的とし、地域に伝わる
お囃⼦や神楽などの発表や団体同⼠の相互交流の場を提供する。参加者は地元のお
囃⼦や神楽の団体で、各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、⾃らが主体となり公演を作り上
げている。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。また、障害者・⾞椅⼦⽤のスペースを確保し、障害者施設か
らグループでの来場にも対応している。

第２３回飯⾼檀林コンサート
飯⾼檀林コン
サート実⾏委

員会
2018/10/7 2018/10/7 千葉県 匝瑳市

飯⾼寺境内（飯⾼檀林跡）で芸術⽂化の振興及び⽂化財保護の啓発を⽬的として、
ドイツ在住の⽇本⼈ソプラノ歌⼿・ピアニストとマンドリニストによるコンサート
を開催する。国の重要⽂化財である飯⾼寺講堂を舞台にコンサートを開催すること
で、飯⾼檀林跡の魅⼒に触れていただく。また、⾞椅⼦対応のバリアフリー仮設ト
イレや観客席を設置しており、市ホームページ掲載予定のコンサート開催案内は多
⾔語による翻訳可能である。パンフレットも英語等対応のものを⽤意する。



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回落語国際⼤会IN千葉
公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/11/17 2018/11/18 千葉県 千葉市

全国各地、海外のアマチュア落語家による落語国際⼤会を開催する。参加者は事前
審査を通過後、予選、決勝⼤会に進む。回を重ねるごとに参加者が増え続けてお
り、決勝⼤会は満席になるほど⼈気がある公演である。初⼼者から経験豊かな⽅ま
で⽼若男⼥を問わず参加し、プロの噺家の前で⾃慢の落語を披露することで、その
資質及び技術の向上を図る。
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る。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⾞椅⼦等の来場者の⽅をご案内する。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いる。

假屋崎省吾〜花から始まるライフスタイル・花は
⼼のビタミンです！〜

公益財団法⼈
市原市⽂化振

興財団
2018/10/8 2018/10/8 千葉県 市原市

⽇本発祥の芸術であり、美しい伝統⽂化である華道の第⼀⼈者で、テレビでもお馴
染みの假屋崎省吾さんによる、フラワーデモンストレーション＆トークショーを開
催する。会場となる市原市市⺠会館は、⾞椅⼦⽤座席、障害者⽤トイレ、障害者⽤
駐⾞場を設置しており、会場内はバリアフリーである他、⾞椅⼦の貸出も⾏ってい
る。

第２７回ふるさと芸能発表会
ふるさと芸能
発表会実⾏委

員会
2018/10/14 2018/10/14 千葉県 睦沢町

芸能⽂化活動の⼀環として公⺠館を活⽤している団体や睦沢町の歴史がわかる伝統
芸能を広く町⺠に知ってもらう機会を提供することにより、町の伝統芸能⽂化の振
興、地域の伝統芸能の保存発展を図る。また、障害のある⽅でも観覧できる座席ス
ペースを確保し、会場までバリアフリーとなっている睦沢町ゆうあい館を会場に開
催する。

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

2018/11/25 2018/11/25 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（ウオーキング
４キロ）までを含め各クラスに分けて７００ｍから１００００ｍのマラソンコース
を設定し、ロードレース⼤会を開催する。コース周辺には史跡天然記念物を⾒なが
ら⾛れるコースもあり町内の⽂化を発信する。今年からウオーキングコースを変更
し、川沿いの遊歩道から県道の⼤きな歩道を歩くコースとなったため、⼩さいお⼦
様連れの家族でも参加できる。⼤会のゲストとしてオリンピックメダリストの⾼橋
尚⼦さんのトークショーも計画し、聴覚障害の⽅もトークショーが聞けるように⼿
話通訳者も⽤意する。また、⾝障者に配慮したスペースを配置し参加者との触れ合
う機会を設けている。

睦沢ふれあいコンサート
睦沢町教育委

員会
2019/2/2 2019/2/2 千葉県 睦沢町

プロの歌⼿によるコンサートを開催し、歌から⼒をもらいこれからの活⼒にする。
また、⽼若男⼥が集えるような歌⼿を呼び親⼦３世代が⼀緒に参加できるコンサー
トとする。なお、会場は⾞イスでも観覧できるよう座席スペースを確保し、バリア
フリーの施設である睦沢ゆうあい館で開催する。

創作美術展２０１８
睦沢町教育委

員会
2018/11/2 2018/11/4 千葉県 睦沢町

公⺠館での⽣涯学習教室及び⾃主サークル活動の会員、また⼀般の⽅々が⽇頃の学
習の取組みの積み重ねにより⾝に着けた技術や成果を⼀般住⺠の⽅々に披露するこ
とで、さらなる学習意欲の⾼揚と⽣涯学習の啓発を図る。施設には障がい者も⾒学
できるよう座席スペースの確保をしたバリアフリーの施設である睦沢ゆうあい館で
開催する。

第38回 ⻘葉能
⻘葉の森公園
芸術⽂化ホー

ル
2019/2/17 2019/2/17 千葉県 千葉市

⽇本の伝統芸能である、「能」を本格的組み⽴て式能舞台にてお楽しみいただける
公演である。ホワイエには障害者⽤トイレあり、ホール客席には⾞椅⼦スペース4
台分およびその隣に介助者席を確保、障害者専⽤駐⾞場がホール敷地内にあり、
ホール正⾯⽞関から座席までスロープで移動が可能である。

第38回市美術展 浦安市 2018/11/12 2018/11/18 千葉県 浦安市

広く市⺠から美術作品の公募を⾏い、優れた作品を審査、選考し、市⺠に紹介する
ことで、市の⽂化芸術の振興と普及を図ることを⽬的として、市美術展覧会を開催
する。
なお、障害のある⽅への配慮として、展⽰室内のバリアフリー化に努めるととも
に、座席スペースを確保している。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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東京国⽴近代美術館⼯芸館名品展等
実施事業

⽯川県（「東
京国⽴近代美
術館⼯芸館名
品展」等実⾏

委員会）

2018/7/21 2018/12/24 ⽯川県 県内

お茶とお花の体験等を通じ、普段お茶やお花に接することのない⼩学⽣とその保護
者に、⽯川の地に根付く⽂化への理解を深めてもらう。
今年度は、より⼦供と⼤⼈が⼀緒になって楽しんでいただけるよう体験内容を⼯夫
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。

特別展 「イクメン！？―平安貴族の⼦育てパパ
宣⾔！！―」

斎宮歴史博物
館

2018/10/6 2018/11/11 三重県
多気郡明

和町

近年、育児に積極的に参加する男性、いわゆる「イクメン」が増えつつあります
が、それでも男性が育児に関わるということが⼀般的とは⾔えないのが現状ではな
いでしょうか。では、現在よりも⽗親が⼦どもを養育するという意識が弱かったと
される平安時代に、貴族男性はどのように⼦育てに関わっていたのでしょうか。今
回の展覧会では、当時の貴族が書き記した⽇記や物語などの史料から、平安時代の
⽗親が⼦どもとどのように関わっていたのか、その姿を紹介していきます。

芳年 激動の時代を⽣きた⻤才浮世絵師
⾼知県⽂化財

団
2018/10/28 2019/1/6 ⾼知県 ⾼知市 幕末維新期に活躍した最後の浮世絵師⽉岡芳年のコレクション展。（バリアフリー

施設での開催であり、多⾔語パンフレットを配布）

ニュー・ペインティングの時代
⾼知県⽂化財

団
2019/1/19 2019/3/24 ⾼知県 ⾼知市

県⽴美術館の「ニュー・ペインティング」コレクションから、キーファーやバスキ
ア、キース・ヘリングなどの作品を展⽰。（バリアフリー施設での開催であり、多
⾔語パンフレットを配布）

デビュー35周年記念 宮⻄達也Newワンダーラ
ンド展〜ヘンテコリンな絵本の仲間たち〜

⾼知県⽂化財
団

2018/7/14 2018/9/2 ⾼知県 ⾼知市 絵本作家・宮⻄達也の展覧会（バリアフリー施設での開催であり、多⾔語パンフ
レットを配布）

寅彦先⽣に学ぶ天災展 天災は忘れられたる頃来
る

⾼知県⽂化財
団

2018/9/15 2018/11/4 ⾼知県 ⾼知市 物理学者・随筆家の寺⽥寅彦⽣誕140年を記念した展覧会（バリアフリー施設での
開催であり、多⾔語パンフレットを配布）

江⼾川乱歩の華麗なる本棚〜⽂豪ストレイドッグ
ス×⾼知県⽴⽂学館〜

⾼知県⽂化財
団

2018/11/7 2019/1/14 ⾼知県 ⾼知市
アクションマンガ「⽂豪ストレイドッグス」を通じた、ひと味違った⽂学の魅⼒や
楽しさを伝える展覧会（バリアフリー施設での開催であり、多⾔語パンフレットを
配布）

安岡章太郎展 ＜私＞から＜歴史＞へ
⾼知県⽂化財

団
2019/1/26 2019/3/24 ⾼知県 ⾼知市 安岡章太郎の⽣涯と⽂学の軌跡を紹介する展覧会（バリアフリー施設での開催であ

り、多⾔語パンフレットを配布）

絵⾦を継ぐものたち-当館所蔵初公開作品を中⼼
に-

⾼知県⽂化財
団

2018/7/14 2018/9/17 ⾼知県 南国市 絵⾦の流れをくむ絵師たちの作品の展覧会（バリアフリー施設での開催であり、多
⾔語パンフレットを配布）

維新が変えた庶⺠の暮らし-絵⾺や⺠具から読み
解く⾼知の近代-

⾼知県⽂化財
団

2018/10/6 2018/12/9 ⾼知県 南国市 明治・⼤正・昭和にかけて、⼟佐の者会や⺠衆の⽣活がどのように変化したのかを
紹介する企画展（バリアフリー施設での開催であり、多⾔語パンフレットを配布）

郷⼟玩具にみる明治のおもかげ
⾼知県⽂化財

団
2019/1/2 2019/3/24 ⾼知県 南国市 郷⼟玩具作家・⼭﨑茂のコレクション展覧会（バリアフリー施設での開催であり、

多⾔語パンフレットを配布）
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四国地区埋蔵⽂化財センター発掘へんろ展 四国
の彩り

⾼知県⽂化財
団

2018/7/16 2018/9/21 ⾼知県 南国市 四国４県で発掘された出⼟品を集め、巡回して開催する展⽰会。

特別展 ⼟佐 焼物のなりわい
⾼知県⽂化財

団
2018/10/14 2019/3/29 ⾼知県 南国市 ⼟佐に伝わる焼物の歴史や⼟佐の地に根付いた⽣活雑器に迫る展⽰会。（バリアフ

リー施設での開催であり、多⾔語パンフレットを配布）

移動展 安芸市の遺跡展
⾼知県⽂化財

団
2019/2/2 2019/3/3 ⾼知県 安芸市 安芸市で発掘された遺物を展⽰し、安芸市の歴史や特⾊に迫る展覧会。（バリアフ

リー施設での開催であり、多⾔語パンフレットを配布）

⾼松交響楽団 第120回定期演奏会 ⾼松交響楽団 2018/11/18 2018/11/18 ⾹川県 ⾼松市

・オーケストラはその地域の、⽂化のバロメータであり、⾵格・⽂化アイデンティ
ティのひとつといわれる。
・⾼松交響楽団は創⽴以来、70年近く、地域⽂化貢献及び、次世代⻘少年の育成の
役割を果たしている。団員数150名を擁し、歴史・規模ともに全国屈指の団であ
る。
・今回の定期では、⾼松で4年に⼀度開催される「⾼松国際ピアノコンクール」の
第4回（2018年）2位⼊賞者カンテ・キム⽒（韓国）を独奏者として招聘する。
・障がいのある⽅も鑑賞できるよう、⾞椅⼦席利⽤・盲導⽝同伴可とし、会場整理
スタッフの体制表整備強化等を⾏う。なお、会場となる「⾹川県県⺠ホール」は
「バリアフリー」構造となっている。

第５７回企画展「化⽯動物園〜哺乳類３億年の歴
史〜」

群⾺県 2018/7/14 2018/9/2 群⾺県 富岡市

企画展「化⽯動物園」では、2018年１⽉に報告された新種のクジラ化⽯（群⾺県
⽴⾃然史博物館収蔵標本）、昭和36年8⽉に東京都昭島市で発⾒された「アキシマ
クジラ」の全⾝が初めて展⽰される。
世界的にも希な、ほぼ全⾝が保存された鯨類化⽯であり、当館での研究により
2018年1⽉にコクジラ科の新種とする論⽂が発表されたもので、群⾺県における研
究成果を知ってもらう貴重な機会である。

第4回tomoniプロジェクト展 〜ともに、つく
る、つたえる、かなえる〜

（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/9/16 2018/11/4 岐⾩県 岐⾩市

「障がい者の⽂化芸術活動の拠点」である、ぎふ清流⽂化プラザにおいて、障がい
がありながらも制作を続けている制作者と県内のアーティストがペアになり、コン
セプトから制作までを⾏ってきた「ともに、つくる、つたえる、かなえる展」。
4回⽬を迎え、新たな展開として、県内のアーティストが施設に⼊り、施設利⽤者
と交流しながら、制作、展⽰までを⾏い、施設同⼠の交流も図ります。なお、会場
である⽂化芸術県⺠ギャラリーは、バリアフリーとなっており、⾞椅⼦の⽅でも気
軽にご覧いただけます。

明治150年記念企画 清流の国ぎふ 舞 秋物語
（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/10/14 2018/10/14 岐⾩県 岐⾩市

本事業は、地域に根付いた⽂化である⽇本舞踊・洋舞の公演を多くの県⺠に鑑賞い
ただくことで、その魅⼒を再確認し、次世代に継承し発展させることを⽬的とし開
催するものである。
本年は明治改元150年にあたり、明治期に活躍し、現代へと続く近代舞踊の基礎と
なった坪内逍遥へのオマージュとして、⽇本舞踊・バレエ・モダンダンス合同の公
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。

明治150年記念企画 清流の国ぎふ 舞 秋物語
（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/10/14 2018/10/14 岐⾩県 岐⾩市

本事業は、地域に根付いた⽂化である⽇本舞踊・洋舞の公演を多くの県⺠に鑑賞い
ただくことで、その魅⼒を再確認し、次世代に継承し発展させることを⽬的とし開
催するものである。
本年は明治改元150年にあたり、明治期に活躍し、現代へと続く近代舞踊の基礎と
なった坪内逍遥へのオマージュとして、⽇本舞踊・バレエ・モダンダンス合同の公
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。

岐⾩清流⽂化プラザ開館３周年記念 岐⾩県障が
い者芸術⽂化⽀援センター開所記念 障がい者応
援企画
tomoni 県⺠ミュージカル ⼼の翼 with ⼤前
光市

（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/9/23 2018/9/23 岐⾩県 岐⾩市

障がいのあるなしに関わらず、ともに新たな想像活動を⾏う「tomoniプロジェク
ト」の⼀環として、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俳優と
岐⾩県⺠、障害者などの共演で開催する。
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。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

tomoniプロジェクトに参加しよう ⽷紡ぎ講座 
受講⽣募集

（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/9/5 2018/9/5 岐⾩県 ⽻島市

「ぎふ清流⽂化プラザでは、「ともに、つくる、つたえる、かなえる」をキャッチ
フレーズに、⾳楽や演劇、絵画、造形、⽂学など、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」を展開しています。その⼀つとして、和綿を育て、⽷にし、布にして
いく過程の中でアート、デザイン、ビジネス、福祉、農業の分野をつなぎ、新たな
出会いと仕事が⽣まれる場作りを⽬指している、「ｔｏｍｏｎｉつながる和綿プロ
ジェクト」を実施してます。今回、tomoniつながる和綿プロジェクトでの講師とし
て活躍していただける⼈材の育成を⽬的とした⽷つむぎ講座を開催します。

空宙博（そら博）フォトコンテスト2018
岐⾩かがみが
はら航空宇宙

博物館
2018/7/18 2018/9/5 岐⾩県 各務原市

岐⾩県では、本年３⽉２４⽇にリニューアルオープンした「空宙博（そら博）」の
魅⼒を伝える、「空宙博（そら博）」の写真作品を広く募集する写真コンテストを
開催する。
応募資格は、プロ・アマとわず、また国内外から広く募集するものであり、外国⼈
からの応募も制限していない。
また、障がいのある・なしに関わらず、幅広く⽂化芸術活動（写真）に取組むこと
が出来る事業である。また、受賞作品については、県内⽂化施設等での巡回展や、
(公財)岐⾩県教育⽂化財団HPなどで広く発信することとしており、⾔葉の壁を超
え、写真で航空宇宙博物館の魅⼒を国内外に伝えていく。

⻑原 啓展 luxury2.0
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/7/24 2018/7/29 岡⼭県

岡⼭市北
区

⻑原啓は倉敷市在住の現代美術家です。1枚1枚が特別な物語の始まりを予感させる
ような⻑原の写真は、ファッション広告や映画の撮影⼿法をヒントに制作されま
す。会場では、メイン作品となる写真とともに、モチーフとなった⼥性像やオブ
ジェなど約15点を展⽰。優雅で軽やかなイメージの中に潜む⼈間の欲望や闇、そし
て⽣と死という普遍的なテーマに迫ります。

⼭下真未展 動・遊・楽 アニメ？
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/8/15 2018/8/19 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭市在住のアニメーション作家・⼭下真未がクリエイターのナカガワヒロカズと
共同制作したオリジナルキャラクターによるアニメが⼈の動きや⾳に反応して動き
だすインタラクティブアニメーション作品約10点を展⽰します。キャラクターたち
と⼀緒に動いて遊んでみませんか？

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 河野直
博＆カスティージョコンサート

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/2 2018/9/2 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回は、備後の有名パーカッショ
ニスト河野直博と、エルサルバドル出⾝のピアニスト、アルバル・カスティージョ
のデュオでお楽しみいただきます。

まちかどコンサート 上之町プロジェクト
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/9 2018/9/9 岡⼭県

岡⼭市北
区

街を歩くと⾳楽に触れあうことができる「おかやま」を演出するとともに、地域⽂
化の向上と商店街の活性化に貢献するもので、柾⽊和敬と若きアーティストたちに
よる歌唱と演奏をお贈りします。

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 ⽵内恵
理＆⻘⽊タイセイコンサート

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/16 2018/9/16 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回は、ピアニストの⽵内恵理と
トロンボーン奏者の⻘⽊タイセイのデュオライブをお楽しみいただきます。

⽮掛まちあるき⽂化祭〜⾳楽の散歩道〜 TAG
オールスターズコンサート

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/23 2018/9/23 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⽮掛町の旧⼭陽道を舞台に「⾳楽の散歩道」として⾳楽イベントを開催し、町内外
の⽅に⽂化のかおる町をお楽しみいただきます。今回は、フォークグループ「かぐ
や姫」「⾵」の曲や、後世に残したい名曲などで⽟島・倉敷を中⼼にライブ活動を
⾏っているTAGオールスターズの演奏をお楽しみいただきます。

マチノブンカサイ
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/24 2018/9/24 岡⼭県

岡⼭市北
区

廃校を舞台とした市⺠が主役の⽂化祭です。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のほか、屋台の出店もあります。地域交流を図りながら、
⼦どもから⼤⼈まで、⼀⽇を通してお楽しみいただけます。

MIZUSHIMA将棋ストリート事業
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/8 2018/10/8 岡⼭県 倉敷市 ⼿作り縁台を使った将棋⼤会、プロ棋⼠による将棋道場を開催し、地域の交流と将

棋⽂化を発信します。

国吉祭2018 CARAVAN
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/20 2018/10/21 岡⼭県 ⽟野市

岡⼭県出⾝でアメリカで活躍した画家・国吉康雄をコンテンツとした体験型アート
イベントです。実⼨⼤模写作品の展⽰、体験型アートワークショップ、講演会など
⼦どもから⼤⼈まで楽しめる企画でお楽しみいただきます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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浅⼝市総合⽂化祭⾦光会場
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/20 2018/10/21 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。

浅⼝市総合⽂化祭鴨⽅会場
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/20 2018/10/21 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。

浅⼝市総合⽂化祭寄島会場
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/27 2018/10/28 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。

⾳活始発駅
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県

岡⼭市北
区

県内外で活躍している県出⾝ミュージシャンたち13組（予定）による⾳楽パフォー
マンスです。国内外から来岡する観光客などに「岡⼭の⾳楽」をアピールします。

まちのすきまカフェ2018〜ガムラン⾳楽と影絵
の世界をあそぶ〜

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/10 2018/11/10 岡⼭県

岡⼭市北
区

まちの「すきま」にスポットを当て、潜在化している機能や視点、記憶などを掘り
起こし再定義する「まちのすきまカフェ」。今回は、アーティストとワークショッ
プ参加者が創作するオリジナル影絵とガムラン⾳楽の世界で、岡⼭市中⼼部のお寺
周辺の記憶と機能を呼び覚まします。

ニューオリンズ・ビートがやってくる 表町商店
街会場

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/10 2018/11/10 岡⼭県

岡⼭市北
区

街を歩くと⾳楽に触れあうことができる「おかやま」を演出するとともに、地域⽂
化の向上と商店街の活性化に貢献するもので、⽇本の⽂化を担う多くの地域住⺠の
みなさまに多様な⽂化に触れていただくことで、⽂化⼒向上の⼀助となるよう実施
します。

ニューオリンズ・ビートがやってくる
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/10 2018/11/10 岡⼭県

岡⼭市北
区

地域⽂化の向上に貢献する企画で、⽇本の⽂化を担う多くの県⺠のみなさまに多様
な⽂化に触れていただくことで、⽂化⼒向上の⼀助となるよう実施します。

⾼梁川マルシェ〜流域時間の過ごし⽅〜
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/20 2018/10/21 岡⼭県 倉敷市

地域の⾷⽂化やモノづくり⽂化を発信するマルシェ、国指定重要⽂化財⼤橋家住宅
とアートのコラボレーションをテーマとした演出、阿知のまちを紹介するワーク
ショップなどで、⾼梁川流域の豊かな⾃然と暮らしを実感していただきます。

湧き上がる 名場⾯ 〜ときめきコンサート〜 
ワークショップ

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/24 2018/11/24 岡⼭県

岡⼭市中
区

地域⽂化の向上に貢献する企画で、⽇本の⽂化を担う多くの県⺠のみなさまに多様
な⽂化に触れていただくことで、⽂化⼒向上の⼀助となるよう実施します。今回
は、映画やテレビ、オリンピックで使⽤された⾳楽にスポットを当て、⾳楽を聴く
と脳裏に場⾯がよみがえってくるような選曲でワークショップを⾏ないます。

湧き上がる 名場⾯ 〜ときめきコンサート〜
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/25 2018/11/25 岡⼭県

岡⼭市中
区

地域⽂化の向上に貢献する企画で、⽇本の⽂化を担う多くの県⺠のみなさまに多様
な⽂化に触れていただくことで、⽂化⼒向上の⼀助となるよう実施します。今回
は、映画やテレビ、オリンピックで使⽤された⾳楽にスポットを当て、⾳楽を聴く
と脳裏に場⾯がよみがえってくるような選曲でのコンサートをお楽しみいただきま
す。

出⽯灯 ステンドグラス展 後楽園会場
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/23 2018/11/25 岡⼭県

岡⼭市北
区

ステンドグラス作品を展⽰することで、もっと⾝近に感じていただくとともに、皆
様の知らないステンドグラスの世界を知っていただきたく開催します。なお後楽園
の⼊園料が必要です。

村芝居「熊⽥恰」
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/25 2018/11/25 岡⼭県 倉敷市

公募演者による村芝居「熊⽥恰」による熊⽥恰の顕彰を通して、備中松⼭圏域とし
ての⾼梁と⽟島の歴史的なつながりを知り、⾼梁川流域との交流や連帯を図りま
す。芝居上演に加え、⾼梁仕組踊り、地元の園児から市⺠団体による郷⼟の歴史⽂
化に関連する歌や踊りを披露します。

出⽯灯 ステンドグラス展 出⽯町・⽯関町会場
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/11/27 2018/12/25 岡⼭県

岡⼭市北
区

ステンドグラス作品を展⽰することで、もっと⾝近に感じていただくとともに、皆
様の知らないステンドグラスの世界を知っていただきたく開催します。出⽯町・⽯
関町の店舗の道路に⾯した場所に展⽰し、カルチャーゾーンを散策する多くの⽅々
にお楽しみいただきます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

伊東ゆかりセンチメンタルJAZZジャーニー
NPO法⼈バン
クオブアーツ

岡⼭
2018/10/12 2018/10/12 岡⼭県

岡⼭市北
区

往年のJ－POPのイメージが強い伊東ゆかり⽒ですが、若いころからJAZZシンガー
でもあり、最近では、スタンダードポップをJAZZテイストにアレンジした、アル
バムのリリースなどもしている。当時のポップスをJAZZアレンジした曲を中⼼に
演奏して頂く。⼩さなホールで楽しむ親近感と共に、歌の原点にお客様とタイム・
トラベルしたいというご本⼈の意向もあるため、ルネスホールが最適と考えます。

吉備国際⼤学Charme岡⼭⾼梁公式戦「ステージ
アップ応援デー」

岡⼭県 2018/7/8 2018/7/8 岡⼭県 ⾼梁市

岡⼭県内を拠点に活躍し、県⺠に夢や勇気、感動を与えてくれるトップクラブチー
ムのホームゲームで実施する応援イベントの第2弾として、7⽉8⽇（⽇）の吉備国
際⼤学Charme岡⼭⾼梁公式戦において「ステージアップ応援デー」を実施しま
す。選⼿が出演するメッセージ動画の放映、クラブのエンブレムと瀬⼾⼤橋開通30
周年をデザインしたフォトスポットの設置、シャルム選⼿のサインラリーなど様々
な企画を⽤意しています。

ファジアーノ岡⼭公式戦「県⺠応援デー」 岡⼭県 2018/8/5 2018/8/5 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭県内を拠点に活躍し、県⺠に夢や勇気、感動を与えてくれるトップクラブチー
ムのホームゲームで実施する応援イベントの第3弾として、8⽉5⽇（⽇）のファジ
アーノ岡⼭⾼梁公式戦において「県⺠応援デー」を実施します。選⼿が出演する
メッセージ動画の放映、クラブのエンブレムと瀬⼾⼤橋開通30周年をデザインした
フォトスポットの設置、県⽴岡⼭⼀宮⾼等学校ダンス部の応援ダンスやインスタを
使った写真コンテストなど様々な企画を⽤意しています。

紅葉と和⽂化を楽しむ会
⽝養⽊堂記念

館
2018/11/23 2018/11/23 岡⼭県

岡⼭市北
区

古くから伝わる遊びの「投壺」や「投扇興」の体験や、⽝養毅（号：⽊堂）が愛し
てやまなかった「囲碁」の体験や初⼼者が参加できる「囲碁教室」などを⽝養⽊堂
記念館（国指定重要⽂化財「旧⽝養家住宅」と⽊堂塾）を会場にして実施する。

瀬⼾内海海ごみフォーラムINおかやま（仮称）
岡⼭県環境⽂
化部循環型社

会推進課
2018/11/23 2018/11/23 岡⼭県

岡⼭市北
区

海ごみ対策の先進事例の発表・海ごみ対策に係る基調講演・海ごみ対策啓発のパネ
ル展⽰等他

第8回おかやま⽂化フォーラム 近世の実像を求
めて 明治維新とは何であったか

公益財団法⼈ 
岡⼭県郷⼟⽂

化財団
2018/10/27 2018/10/27 岡⼭県

岡⼭市北
区

⽂化は歴史の中で成り⽴っており、郷⼟の歴史を知ることは郷⼟の⽂化を理解する
基盤づくりとなる。郷⼟の歴史⽂化は郷⼟愛を育むとともに、岡⼭県⼈として⾃意
識や誇りを持つために⾮常に重要なファクターである。今年は1868年に「明治維
新」が起きて150年になる。260年あまり続いた徳川幕府が倒れ、新しい国家の建
設が始まった。この変⾰を担った⼈びとはどのように⽣まれ、何を⽬指していたの
か。それは岡⼭地域の⼈びとに何をもたらし、⼈びとはそのなかでどのように⽣き
ようとしたのか。何が変わり、何が失われたのか。その時点に⽴って、過去と現在
を考えてみたい。

第12回岡⼭県川柳⼤会
岡⼭県川柳協

会
2018/11/3 2018/11/3 岡⼭県

岡⼭市東
区

県川柳協会が毎年開催している県下最⼤規模の川柳⼤会です。県内会員を中⼼に広
く県外へも参加を呼び掛けて川柳⽂化の発展交流に資する⼤会となっています。参
加者全員の投句から優秀句を選考発表します。今年度からジュニア部⾨を新設しま
した。

朗読ミュージカル「オランダおイネ あじさい物
語 in ルネス」

ルネス・アカ
デミー“アル

テ・シェニカ”
ミュージカル

部⾨

2018/9/24 2018/9/24 岡⼭県
岡⼭市北

区

⽇本初の⼥医になったシーボルトの娘おイネが岡⼭城下の⽯井宗謙のもとで医術を
学び、時代の荒波に翻弄されながらも「⼥医の道」を究めていくおイネの姿と医療
への献⾝、そして愛をテーマに、朗読・ダンス・歌・⾳楽をミュージカルスタイル
でお届けします。国内外で活躍する岡⼭ゆかりの俳優と市⺠で創るミュージカルで
ある。

第13回連盟秋の囲碁まつり
岡⼭県アマ

チュア囲碁連
盟

2018/10/21 2018/10/21 岡⼭県
岡⼭市北

区
A・B・C・Dの4クラスに分かれて囲碁⼤会を⾏い、連盟会員の親睦をはかる。⼜、
今年より少年少⼥囲碁⼤会を同時に開催する。

10代の若い歌い⼿によるジョイントリサイタル
Piacevole 

Italia
2018/9/30 2018/9/30 茨城県 つくば市

声楽オペラ教室が開催するリサイタル。茨城県内の優秀な⾼校⽣や⼤学⽣に演奏の
機会を提供することを⽬的に実施する。
なお，リサイタルはバリアフリー対応の会場で実施する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第２回そらの⾳楽祭
そらの⾳楽祭
実⾏委員会

2018/7/22 2018/7/22 茨城県 ⼩美⽟市

⼩美⽟市⺠による⼤規模⾳楽祭をすることとし，『「オト・ヒト・モノ」を通して
カタチを創る』を基に，未来を担う若者が中⼼に，HIPHOP，R&B，REGGAE，
SOUL，FUNK，JAZZ，DISCO，ROCK等の全てのGOODMUSICと，地域に密着し
ているみのり太⿎等の伝統ある⾳楽と，⼩美⽟市が誇る産業でもある農業・酪農と
を連携させ，⾳楽の輪を通して，⼦どもから⼤⼈まですべての⼈と⽂化の交流，特
産品や農産物のアピールを⾏い，地域の活性化を図る。
なお，本⾳楽祭はバリアフリー対応の会場で実施する。

⽗と暮せば
株式会社 ⼈
形劇団むすび

座
2018/7/28 2018/7/28 愛知県

名古屋市
中区

⼈形劇公演。演⽬「⽗と暮せば」。作／井上ひさし演出／⽊村繁。
＜あらすじ＞原爆投下から３年後の広島。原爆で⽗を亡くした美津江は、幸せにな
ることを⾃分に禁じて⽣きていた。そんな彼⼥の前に、⽗が現れ…。
井上ひさしのユーモアと反戦の強い思いの詰まった名作戯曲を⼈形劇にしました。
⼈形劇だからこそ可能な演出で、笑いと涙をちりばめながら、戦争の悲惨さと⽗娘
の深い愛情を描きます。
会場はバリアフリーで⾝障者⽤トイレもあり、⾞いすやストレッチャーのままでの
観劇も可能。ストレスなく観劇していただけます。また、英語の丁寧なあらすじを
⽤意しますので、英語圏の来場者にも⽇本の現代⼈形劇を楽しんでいただけます。

モーツァルト200合唱団第27回演奏会モーツァル
ト「ドミニクスミサ」   刈⾕国際⾳楽コンクール
受賞者記念演奏会

モーツァルト
200合唱団

2018/9/16 2018/9/16 愛知県 刈⾕市

愛知県で演奏活動をしているモーツァルト200合唱団が、刈⾕国際⾳楽コンクール
実⾏委員会と共催で⾏う演奏会です。モーツァルト200合唱団は⽇本の合唱団とし
て、モーツァルトの時代に⾏われたミサの中で演奏されたモーツァルト作曲のミサ
曲を、忠実に原語（ラテン語）で演奏をしています。プログラムには原語と⽇本語
の対訳を記載しています。また、刈⾕国際⾳楽コンクール受賞者の記念演奏会に於
いては、これから⾳楽界で活躍を期待されている若き⾳楽家の記念すべき演奏会と
の位置づけです。また、演奏会場はバリヤフリーとなっており、皆様に安⼼して聴
いていただける施設となっています。

消えていくなら朝
公益財団法⼈
豊橋⽂化振興

財団
2018/8/8 2018/8/8 愛知県 豊橋市

新国⽴劇場の演劇芸術監督を8年間務めてきた宮⽥慶⼦の最後の演出作品は、ます
ます磨きのかかってきた蓬莱⻯太の脚本になります。とある家族を通して、仕事や
⽇常⽣活というそれぞれの⼈⽣と、家族として断ち切れない絆の中で、⽣きていく
幸せを問う渾⾝の作品で、国内外から集客を図り、⽇本演劇の素晴らしさをPRしま
す。
会場となる穂の国とよはし芸術劇場PLAT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す。

琴伝流⼤正琴 弦洲会 第３４回 中央⼤会
琴伝流⼤正琴 

弦洲会
2018/9/30 2018/9/30 愛知県

名古屋市
中区

愛知県名古屋で発祥した⼤正琴の普及・伝承と共に⼤正琴という伝統⽂化の振興に
も貢献するため、『⼤正琴「平成」を唄う』をテーマとした演奏会を、⼤正琴を通
じて結ばれ、活動している仲間達と、より⼀層絆を深めるために開催します。
開催会場は、バリアフリー対応で、多⽬的トイレや⾞椅⼦の⽅の鑑賞スペースも完
備しておりおります。また、演奏会プログラムには⼤正琴の魅⼒を英語でわかりや
すく紹介します。

第１３回福島産直市
東京地下鉄株

式会社
2018/8/3 2018/8/4 東京都 中央区

この取組みは、福島県の⼀⽇も早い復旧・復興を願い、東京都が展開している「ふ
くしま⇔東京キャンペーン」の趣旨に賛同し、福島県を応援するために実施してい
るもので、今回で1３回⽬を迎える。当⽇は、福島県産品の販売と観光ＰＲを通じ
て、福島県の魅⼒を発信する。
なお、当⽇は福島県の英語パンフレットや商品の英語ポップなどを⽤意し、海外か
らのお客様にもお楽しみいただけるように取り組む。

⾚坂芸能祭2018    「⾚坂オペラ」復活公演

⾚坂地区活性
化協議会 ⾚
坂芸能祭委員

会

2018/10/26 2018/10/26 東京都 港区

⼤正5年⾚坂⾒附にイタリア⼈ローシーが⽇本初のオペラ劇場「ローヤル館」を
オープンし、⽥⾕⼒三をデビューさせたことに由来する。「⾚坂オペラ」を復活さ
せ、⾚坂地区の歴史と伝統に根ざす⽂化を掘り起こして今に活かし未来へ伝えるこ
とにより新たな⾚坂の魅⼒を広く発信することを⽬的とする。⽇本⼈に親しまれて
いるオペラ「蝶々夫⼈」を初めて⽇本で上演したのはローシーであった。帝劇を退
いたローシーが私財を投じて⾚坂に「ローヤル館」を設⽴し、⽇本発のテーナー⽥
⾕⼒三をデビューさせた。このことはあまり知られていない。「⾚坂オペラ」の名
称は、⽇本のオペラの源流は⾚坂からスタートしたという史実である。知られてい
なかった⾚坂に魅⼒を知る機会を住⺠参加・体験にて伝えることが狙いである。外
国⼈対応としては、外国語表記のパンフレットやチラシを作成を作成予定のほか、
会場に外国語対応スタッフを配置する予定。



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
2018/6/1 2019/5/30 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。2018年
は、「SOMPOパラリンアートカップ2018」を開催します。3回⽬を迎える今回
は、テーマを全てのスポーツに広げ、開催いたします。サッカー、バスケットボー
ルに続いて2019年にワールドカップ⽇本開催を控えるラグビー選⼿会も全⾯協⼒
いただきます。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、2018年8⽉
には世界中(42カ国)の障がい者からアートを集め、表彰するパラリンアートワール
ドカップ2018を開催。2020年まで3年連続でさまざまなテーマで開催いたしま
す。世界中の⼤使館にも後援いただいており、HPでは⾔語の選択ができるよう、対
応しております。9⽉には100円ショップダイソーにてパラリンアートカレンダー
販売します。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します。

市川海⽼蔵 古典への誘い 成⽥市 2018/9/22 2018/9/22 千葉県 成⽥市

⽇本の空の表⽞関である成⽥国際空港を擁する⽴地を活かし、⽇本各地で受け継が
れてきた伝統芸能の魅⼒を、多⾔語に対応したHPを活⽤することで国内外に向け積
極的に発信し、⽂化芸術を活⽤した地域経済の活性化及び国際理解・交流推進を図
るため、江⼾元禄以来、成⽥⼭新勝寺と不動尊信仰の絆で結ばれ、成⽥⼭開基
1080年祭記念⾏事や結婚奉告で本市を訪れるなど、市⺠にもなじみの深い歌舞伎
俳優の⼗⼀代⽬市川海⽼蔵さんの歌舞伎公演を開催する。

成⽥祇園祭展 成⽥市 2018/6/23 2018/7/8 千葉県 成⽥市

300年の歴史を持ち、毎年約45万⼈の⾒物客が訪れる成⽥の⼀⼤イベント「成⽥祇
園祭」の開催に合わせ、地域に受け継がれてきた成⽥祇園祭の魅⼒を、多⾔語に対
応したHPを活⽤することで国内外に向け積極的に発信するとともに、成⽥祇園祭の
歴史を学びことで地域への愛着や誇りを醸成することを⽬的として、成⽥祇園祭展
を開催する。

成⽥市御案内⼈ 市川海⽼蔵監修 成⽥市歌舞伎
講座

成⽥市 2018/6/24 2018/9/16 千葉県 成⽥市

⽇本の空の表⽞関である成⽥国際空港を擁する⽴地を活かし、⽇本各地で受け継が
れてきた伝統芸能の魅⼒を、多⾔語に対応したHPを活⽤することで国内外に向け積
極的に発信するとともに、伝統芸能を学びことで地域への愛着や誇りを醸成するこ
とを⽬的として、成⽥市御案内⼈市川海⽼蔵さんをはじめとする歌舞伎関係者を講
師に迎えた歌舞伎講座を全4回開催する。
1回⽬6⽉24⽇（⽇）、2回⽬8⽉19⽇（⽇）、3回⽬9⽉1⽇（⼟）、4回⽬9⽉16
⽇（⽇）

成⽥伝統芸能まつり
成⽥伝統芸能
まつり実⾏委

員会
2018/9/15 2018/9/16 千葉県 成⽥市

⽇本の空の表⽞関である成⽥国際空港を擁する⽴地を活かし、⽇本各地で受け継が
れてきた伝統芸能の魅⼒を、多⾔語に対応したHPを活⽤することで国内外に向け積
極的に発信し、⽂化芸術を活⽤した地域経済の活性化及び国際理解・交流推進を図
るため、県内はもとより成⽥国際空港からのLCC就航先都市や友好・姉妹都市など
の祭りや伝統芸能が⼀堂に会する「成⽥伝統芸能まつり」を開催する。

藤原道⼭ 尺⼋アンサンブル・コンサート 「⾵
雅⽵韻」

成⽥市 2018/7/1 2019/3/31 千葉県 成⽥市

⽇本の空の表⽞関である成⽥国際空港を擁する⽴地を活かし、⽇本各地で受け継が
れてきた伝統芸能の魅⼒を、多⾔語に対応したHPを活⽤することで国内外に向け積
極的に発信するとともに、伝統芸能を学ぶことで地域への愛着や誇りを醸成するこ
とを⽬的として、尺⼋の新たな魅⼒を拓く若き第⼀⼈者として邦楽のみならず幅広
いジャンルで活躍中の藤原道⼭による尺⼋アンサンブルコンサートを開催する。

平成30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

2018/7/16 2018/7/16 神奈川県 ⼤和市

この事業は、「スポーツと⽂化の祭典」という近代オリンピックの趣旨に基づき、
市内スポーツイベントと連携して⽇本⽂化に触れられる機会を提供し、⽂化プログ
ラムの認知度の向上及び市内における同プログラムの開催の推進を図ることを⽬的
としています。
スポーツイベントで賑わうスポーツ施設内に特設ブースを設け、ベテラン茶道家に
よるお⼿前と呈茶を⾏います。そして、普段は茶道に接する機会の少ない⽅々に、
お気軽に茶道を体験していただきます。また、⽇本語・英語で表記したパンフレッ
ト『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きます。なお、会
場となる１階ロビーはバリアフリーで、⾞椅⼦の⽅にもご参加いただけるようにし
ています。

特集展⽰ 京都・仁和寺観⾳堂 千⼿観⾳像とそ
の仲間たち

九州国⽴博物
館

2018/7/3 2018/9/2 福岡県 太宰府市

京都・仁和寺の重要⽂化財観⾳堂は、近年建物の傷みが進んでいたことから、平成
24年より半解体修理が実施された。これに先⽴ち、堂内の諸像も当館まで運ばれ、
館内の保存修復施設で彩⾊の剥落⽌めなどの修理が⾏われ、平成30年度に保存修理
事業が完了する予定である。これを記念し、普段は⼀般に公開されていない、観⾳
堂本尊の千⼿観⾳菩薩⽴像をはじめ⼆⼗⼋部衆⽴像など全33体を⼀堂に公開し、⽂
化財を未来へ受け渡すことの⼤切さを広く伝える機会とする。なお、本展のキャプ
ションは、⽇本語のほか、英語、中国語、韓国語の計４ヶ国語で作成し、外国⼈来
館者の理解促進を促す。また、当館は各種バリアフリー設備を備え、障がい者が利
⽤しやすい環境を整えている。
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（市区町村）
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第４４回 けやき祭

城⻄川越中学
校 城⻄⼤学
付属川越⾼等

学校

2018/9/8 2018/9/9 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４4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。

第12回江東シネマフェスティバル 映画のある
まち ―⼩津安⼆郎の⽣まれたところ―

公益財団法⼈
江東区⽂化コ
ミュニティ財

団

2018/11/10 2018/12/16 東京都 江東区

⽇本映画の⾄宝と云われ、世界的な名匠として名⾼い⼩津安⼆郎監督の⽣誕地・江
東区深川から⽇本映画の素晴らしさを発信する。映画上映には⼩津安⼆郎監督作品
のほか、優れた⽇本映画を上映し、東京都⺠の⽂化充実のために鑑賞の機会を提供
する。また、視覚障害者・聴覚障害者のための⾳声ガイド・⼿話弁⼠付きバリアフ
リー上映や会場の⾞椅⼦スペースの確保、外国⼈のための英語字幕付き上映を実施
するほか、親⼦で楽しめるアニメーション映画の上映や映像のしくみがわかるワー
クショップ（体験）などを通して、豊かな情操と⾼い芸術性を育み、未来の映画⼈
を育てていく。
さらに地域商店街などと連携し、関連イベント「地元物産展⽰販売会」を開催して
地域活性化の⼀躍を担うプログラムとする。

Noh Discovering Tradition vol.4 「能〜伝統の
発⾒〜」

公益財団法⼈
⼗四世六平太

記念財団
2018/10/8 2018/10/8 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4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。さらに今回も特別に
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「⿊塚」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。

障がい者アート展 ⼭形市 2018/7/17 2018/7/20 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1階のエントランスホールに展⽰する。
障がいのある⽅々の感性あふれる作品を⽬にすることで、障がいに対する誤解や偏
⾒を取り除き、障がいのある⽅への理解と関⼼を⾼める。
障がい者アート展はH29年度からbeyond2020の認証を受け開催。今年度は新たな
福祉サービス事業所に呼びかけ絵画や書道などの作品展⽰を予定している。昨年出
展いただいた作品は⼲⽀のカレンダーや⽇本の⾵景を描いた作品や絵に詩を付けた
作品など、⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組で好評を得たところです。
今年度もアート展を開催し、障がいのある⽅々への理解と障がいについて考える
きっかけとしてもらい、また、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、達成感や障がい者のやりがいづくりへとつなげていく。

佐渡障がい福祉フォーラム２０１8

佐渡障がい福
祉フォーラム
２０１8実⾏委

員会

2018/7/14 2018/7/15 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、「みんなの未来-さぁどーする？！次の⼀歩-」です。障害福祉に
関わる様々な⽀援について、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、障害者に有益な内容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。

サクソフォンアンサンブルコンサート2018

サクソフォン
アンサンブル
コンサート実

⾏委員会

2018/10/8 2018/10/8 ⾹川県 ⾼松市

⽇本の吹奏楽⼈⼝は世界で最⼤級の広がりともいわれているほどで、⽇本の⾳楽⽂
化の発展を担っています。本演奏会は、その吹奏楽の花形楽器と⾔えるサックスだ
けで組織された演奏会です。サックスを愛する⾹川県内のアマチュアサクソフォン
プレイヤーを中⼼に組織されており、メンバーは、社会⼈のみならず、学⽣や外国
籍の⽅もいます。
どの年代の⽅も楽しめ、また、吹奏楽の魅⼒をサックスだけで伝えられような演奏
会を⽬指しており、ますますの⾳楽⽂化の発展に携わっていきたいと考えていま
す。
会場はバリアフリー対応となっているため、⾞いすやベビーカーでお越しの⽅でも
楽しんでいただけます。

「ファインアート  秋⽥２０１９   ー ク
リエイティブな⼈間の成⻑を育む絵画展 ー 」

ファインアー
ト  秋⽥  
実⾏委員会

2019/1/10 2019/1/14 秋⽥県 秋⽥市

年齢や性別、所属、障害等も超えて、純粋芸術作品（＝ファインアート）の制作活
動に⽣きがいを⾒出している作家たちによる展覧会を開催する。
グローバル化、多様化する今⽇の社会においては、もはや、「⼤きな美術館」の建
設や、地域経済を巻き込んだ「⼤々的なアートイベント」などを開催する時代では
ない。地⽅の作家たちが、抽象・具象といった枠にとらわれずに、新しい発想を常
に⼤切にしながら多彩な表現に挑戦する姿を、今こそ広く発信したい。
会期中は鑑賞者との交流する機会を⼤切にし、出品作家が⾃⾝の作品や制作姿勢に
ついて語るトークイベントの開催や、出品作家の技法を誰もが気軽に体験できる
ワークショップの開催なども予定している。なお、実⾏委員会のメンバーの中に
は、特別⽀援学校の教諭も⼊っており、鑑賞及びワークショップ等における障害者
への対応を考えている。会場がバリアフリーであることはもちろんであるが、鑑賞
時の付き添いやワークショップで使う道具等、障害の程度に合わせた物を準備した
いと考えている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽇中平和友好条約締結４０周年記念 張濱⼆胡⾳
楽会２０１８東京公演

特定⾮営利活
動法⼈チャ

ン・ビン⼆胡
演奏団

2018/9/16 2018/9/16 東京都 台東区

⽇中平和友好条約締結４０周年を記念する⼆胡⾳楽会。⼆胡演奏家張濱、張ヒナの
ほか、南京芸術家代表団を招くスペシャルコンサート。来⽇26年⽬の⼆胡演奏家張
濱は、これまで⽇中友好をテーマに、”⼆胡で⽇本の曲を演奏する”ことにこだわっ
て、⽇本⼈⼆胡愛好者への普及活動にも尽⼒しています。⽇本⽣まれの⼆胡演奏家
張ヒナとの親⼦合奏もあり、世代を越えた⾳楽交流を表現します。南京からの来⽇
演奏家や、チャン・ビン⼆胡演奏団（⽇本⼈⼆胡愛好者）と共に⽇本の楽曲を合奏
します。例：中国と⽇本のふるさとメドレーなど
出演者、来場者共に中国の⽅も多いため、チラシ等に中国語表記を⼊れるほか、コ
ンサートは⼀部で中国語を導⼊します。場内に中国語対応可能なスタッフを配置し
ます。

あるの？ないの？おばけのせかい＜おばけの世界
を楽しむ祭りを企画実施しよう＞（仮）

美⾳彩~Be On 
Sai~

2018/6/30 2019/3/20 東京都 港区

１ー⽉イチ持ち寄り晩ごはん会。同じ地域に暮らす⼈たちが⽉に⼀度程度、おかず
を持ちよって集まり、テーマに沿った話をしたり、時に⼿を動かしてのアート活動
を⾏いながら、⽇本の⽂化やその精神性に根ざした祭りを⾏う計画を⽴てていきま
す。⾃⾝の持つ彩に気づき、それを安⼼して発揮し、様々な⾊（創造性、個性）に
彩られた場を作っています。平成30年度は＜おばけのせかい＞をテーマに、あの世
とこの世、逝くこと⽣きること、あわいの世界が活動の軸です。
２ー⽉イチの集いの他、港区内のお寺や区の施設と共催してのお祭りも企画し、開
催します。祭りイベントの⽇程は現在（２０１８年６⽉）未定ですが、１０⽉〜１
２⽉を予定しています。⽉１晩ごはん会も、お祭りも、障がいのあるなし、国籍や
性別を問わず、誰しもが参加できる開かれた場で、英語が話せるスタッフが通訳を
します。祭りの後には活動を振り返る会をし、活動を冊⼦や映像作品としてまとめ
ていきます。

第7回 東京都⾼等学校吹奏楽の響演“響き渡る”

共⽴・ＮＴＴ
ファシリ

ティーズ共同
事業体

2019/2/10 2019/2/10 東京都 ⼋王⼦市

本年度で7回⽬の開催となる。⼋王⼦市内の⾼等学校吹奏楽部を中⼼に、他地区の
優秀な⾼等学校吹奏楽部を招待し演奏会を開催。⾼校⽣の若さあふれる元気いっぱ
いの演奏を楽しみに、様々な地域から幅広い世代にご来場いただき、好評を得てい
る。会場はバリアフリー対応で、⾞いすの貸出を⾏っている。また、ホールの案内
図にはピクトグラム、英語、韓国語、中国語を使⽤している。

第34回たけのこ⽂化祭

⽵の塚地域学
習センター登
録団体連合

会・⽵の塚地
域学習セン

ター

2018/10/27 2018/10/28 東京都 ⾜⽴区

⽇頃、⾜⽴区⽵の塚センターで活動するサークル団体が⼀年間の活動の成果を披露
するイベントを開催。サークル団体47団体中28団体が参加。絵画・彫刻・⼯芸・
写真・俳句・和裁・フラワーアレンジメントなどの展⽰、三味線・⼤正琴・⺠舞・
フラダンス・太極拳などの発表、⽇本⽂化を中⼼とした様々な⽂化を体感できるイ
ベント。障がい者の⽅も、外国⼈の⽅も、どなたでも楽しめる。このイベントの展
⽰・発表を⾏うのはプロではないため、敷居が低く、気軽に交流することができ
る。またやりたいことを新たな楽しみを⾒つける⼀助となる。外国の⽅向けの英語
対応パンフレット⽤意。

しげちゃん⼀座絵本ライブショー

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2018/11/18 2018/11/18 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ある。

Peter Barakan's LIVE MAGIC！ Extra in 
Yamagata2018

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2018/10/22 2018/10/22 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や国内の有名アー
ティストも出演し、⽇本と海外の⽂化交流を図る。また、ロビーにおいて地元企業
による出店も実施。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、⼭形県の⾳楽芸術及び産業の素晴らしさを広く発信す
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。

第４回全国⾼等学校⽇本⼤通りストリートダンス
バトル

第４回全国⾼
等学校⽇本⼤
通りストリー
トダンスバト
ル実⾏委員会

2018/11/4 2018/11/4 神奈川県 横浜市

歴史的建造物である神奈川県庁本庁舎を背景とし、⽇本⼤通りに特設ステージを設
置し、⾼校⽣のストリートダンスの全国⼤会を開催。⼤会当⽇は、出場者、プロダ
ンサー、観客が世代や国籍などの垣根を越えてみんなで踊りつながるコンテンツも
実施する。ダンスは世界中で親しまれており、⾔語が分からない外国⼈の⽅でも楽
しむことのできるイベントである。また、⼤会当⽇は⼿話通訳者にも登壇いただく
ことで、聴覚に障害のある⽅も⾼校⽣たちの迫⼒あるダンスを楽しむことができる
よう⼯夫をする。

国際交流のための伝統⽂化講座(年6回)

⽇本の伝統⽂
化でおもてな
しプロジェク

ト

2018/7/14 2019/6/30 神奈川県 藤沢市内

東京五輪セーリング競技会場となる藤沢市にて、原則隔⽉で⽇本の伝統⽂化に関す
るイベントを開催。これまで、茶道・華道・和菓⼦・和⾷・⽇本酒・⽇本の⾊など
をテーマにしたセミナーを⾏っています。インバウンドをはじめとしたエリアビジ
ネスに従事する事業者様には、和の⽂化の知識やマナーの習得により、海外観光客
へのホスピタリティスキル向上の⼀助としてご活⽤いただき、また、海外からのお
客様には、東京から約1時間で往復できるビーチリゾート地で、海の雰囲気を味わ
いながら⽇本⽂化を体験いただく場として、さまざまな機会をご提供しています。
サイトやイベントのチラシなどは、英語・韓国語・中国語に対応しています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

KK Youth Project studio24 2018/1/20 2018/12/9 東京都 港区

世界に⽇本のジュニア・ユースのダンサーの踊る作品の⽂化的価値の⾼さを伝える
取組みの⼀つとして、海外からの振付家と共に作品を創作し発表する。ダンスと⾔
う原語の壁を越えて⾏う共同作業でコミニケーションをはかることも⽬的とする。
また、地域住⺠に向けてダンス未経験のジュニアに海外の振付家のワークショップ
を体験する機会を提供し、区⺠への⽂化芸術にふれる機会を増やすため、無料招待
席を設けるなど地域住⺠への海外の振付家の作品を鑑賞する機会を設ける。
外国⼈に対して⾔語の壁を取り除くため下記のような取組みを⾏っている。
・WEBサイト、FBを⽇本語・英語で表記する
・パフォーマンス内の作品解説、リハーサルを⽇本語・英語の⼆カ国語で⾏う
・プログラムを⽇本語・英語で表記する

⾜⽴区発！狂⾔おもしろワークショップ その弐
⾜⽴区演劇連

盟
2018/8/10 2018/8/10 東京都 ⾜⽴区

⽇本の古典芸能である「狂⾔」を分かりやすく体験して頂きます。５⽉に開催した
ワークショップは⾐裳を着たりセリフを真似たり⼤好評頂きましたが、今回は更に

 深い狂⾔の探検を通して、⽇本語の原点に触れて頂きます。・⾐裳を着て狂⾔の
 キャラクターになってみる

・狂⾔の型を経験し、全⾝を使って古典の世界を味わう・⼤きな声を出して狂⾔の
 セリフを⾔ってみる・扇を使⽤した舞の体験・古典狂⾔の鑑賞。以上の取り組みを

通して、年齢や国籍を問わず、楽しんで⽇本⽂化に触れることができます。⽇本語
ボランティアの協⼒を得て、外国籍の⽅にも参加しやすいイベント運営を⼼がけま

 す。（チラシやパンフレットにおける簡単な英語での解説・平易な⽇本語を使う・
ふりがなをつけるなど）2018年８⽉10⽇（⾦）14：00〜16：00持ちもの：必ず
靴下（あれば⾜袋）をお持ち下さい。参加費：無料定員20名（先着順）

美浜町観光協会伝統保存事業
愛知県美浜町

観光協会
2018/5/18 2019/5/18 愛知県

知多郡美
浜町奥⽥

森越

 美浜町内の伝統⼯芸品の紹介や、祭り等のイベントを紹介していきます。
中国語のガイドマップを作成し、愛知県内の観光協会や観光施設に配付。多⾔語で
の案内を⽬指します。

上原彩⼦ピアノリサイタル
三芳町教育委

員会
2018/10/6 2018/10/6 埼⽟県 三芳町

第12回チャイコフスキー国際コンクールピアノ部⾨において、⼥性として、そして
⽇本⼈として史上初の第⼀位を獲得した上原彩⼦のリサイタル。ドビュッシー、

 シューマン、リストの名曲を奏でます。
 ロビーでは三芳町の名産ばかりを集めたコピスマルシェを開催。

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無しに作られています。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です。

⼩野リサ 30thアニバーサリーツアー 三芳町教育委
員会

2018/9/22 2018/9/22 埼⽟県 三芳町

実⼒派のボサノヴァ・シンガーとして国内外で活躍する⼩野リサさんのデビュー30
 周年ツアー。本公演では、⼩野リサさんとともに世界を回る三芳町出⾝のベーシス

 トの織原良次さんも参加。⼼地よいボサノヴァが郷愁の世界へ誘います。
 ロビーでは三芳町の名産ばかりを集めたコピスマルシェを開催。

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無しに作られています。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です。

コピス・サマー・フェスティバル2018
三芳町教育委

員会
2018/8/19 2018/8/19 埼⽟県 三芳町

 家族向けの⾳楽⼊⾨コンサート。
午前の部は０〜５歳を対象とし、親⼦で⾒つめ合って抱っこしあって微笑みあう

 “つながりあそび・うた”を開催。午後の部は３歳以上を対象とし、クラシック界の
異⾊のデュオ「スギテツ」による笑って学ぶクラシックコンサートをお届けしま

 す。また、終演後はオーケストラで使う本物の楽器を使った楽器体験も実施！
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無しに作られています。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です。

陸上⾃衛隊第1⾳楽隊三芳町演奏会
三芳町教育委

員会
2018/6/23 2018/6/23 埼⽟県 三芳町

 三芳町初の⾃衛隊⾳楽隊コンサート。
⾸都圏各地への巡回演奏など、年間100回に及ぶ圧巻のパフォーマンスを繰り広げ

 る陸上⾃衛隊第1⾳楽隊（練⾺駐屯地）がやってきます。
世代を超えて愛される吹奏楽の名曲から⽇本歌謡曲まで、幅広く楽しめることで

 しょう。
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無しに作られています。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です。
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平成30年度 世界精神保健デー 普及啓発事業 イ
タリア精神保健法（バザーリア法）制定40周年
記念プログラム

特定⾮営利活
動法⼈ 東京

ソテリア
2018/10/7 2018/10/14 東京都 千代⽥区

精神障害にたいする正しい知識の普及と理解を⽬的とし、以下３点を企画の柱とし
 ています。１）基調講演：イタリア精神保健に関する講演Fioritti精神保健福祉局⻑

 「イタリア精神保健の現在」
2）記念公演：イタリア精神障害者当事者による演劇演劇集団ArteeSalute（アル

 テ・エ・サルーテ）「マラー／サド（マルキ・ド・サドの演出のもとにシャラント
 ン精神病院患者によって演じられたジャン＝ポール・マラーの迫害と暗殺）」

 3）特別展⽰：バザーリア法の結実－⽇伊精神障害者共同就労⽀援プロジェクト－
イタリアと⽇本の精神障害者による芸術作品、福祉施設や社会的協同組合で製作さ

  れた授産品等の展⽰。⽇本における精神保健分野の芸術活動を展⽰発表します。
会場では主に精神障害を持つ⽅への必要な配慮を提供できる専⾨職員を配置予定で

 す。
２の公演についてはイタリア語でおこないますが、⽇本語の字幕を⽤意します。

⽇本フラワーデザイン⼤賞2019

公益社団法⼈ 
⽇本フラワー
デザイナー協

会

2019/2/23 2019/2/24 京都府 京都市

本会は2017年12⽉に創⽴50周年を迎えた⽂化団体。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

 ました。
⽣活様式の⻄洋化に伴い、⼈々は次第にフラワーデザインを求めるようになり、ア
レンジメントやブーケなどデザインされた作品が販売され、今では花のないブライ
ダルは考えられないものとなりました。またデパートやホテル、商業空間、テレビ
等にも花が必要とされ、誕⽣⽇や⺟の⽇などには、感謝の⼼を花に託し、花を贈る
など⽇本の⽣活⽂化としてフラワーデザインが浸透しています。本展は、そうした
花⽂化としてのフラワーデザインを⼀般社会へあますところなく表現する⼀⼤イベ

 ントです。
会場の京都市勧業館（みやこめっせ）はバリアフリー設計となっており、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ま
す。また場内サインは⽇本語だけでなく英語併記となっており海外からの来場者へ
の配慮を⾏っています。

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース「セールスマ
ンの死」

公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2018/11/3 2018/11/18 北海道

横浜市中
区

⽇本の演劇界をけん引する演出家・⻑塚圭史演出、４０年以上にわたり舞台・映像
の第⼀線で華のある実⼒派俳優として⾛り続ける⾵間杜夫、映像や舞台で活躍する
⽚平なぎさのほか、⼭内圭哉、菅原永⼆、⼤⾕亮介、村⽥雄浩ら、現在の⽇本演劇

 界を代表する実⼒派・個性派俳優による演劇公演を実施する。
劇場施設において、⾞いす席・付き添い席を設ける、難聴者⽀援システムも配備す

 るほか、
劇場案内の専⾨スタッフを配置し、障害者の⽅も訪れやすい環境を提供する。

全国に⽂化芸術プログラムを作り出すアーツ・プ
ロジェクトリーダー育成事業

⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/5/7 2019/3/29 東京都 千代⽥区

⽂化芸術の⽴場からまたは⽂化芸術のリテラシーを活⽤し、社会に必要なプロジェ
クトを展開する⼈材の育成を⽬指すスクールを運営する。地⽅における⽂化芸術の
コーディネーションを担う⼈々に対し、プロジェクトの企画推進能⼒を鍛え、それ
ぞれの現場へ還元し、さらに地域での持続可能性を⾼めることができるようにして
いく。プロジェクトスクールでは、外国籍のスクール⽣の受け⼊れが可能。英語で
のフォローアップスタッフ常駐。また、スクールではアールブリュットなどの障害
者と共存しうるプロジェクトにも積極的に取り組む。

⾳声ガイドを取り込んだダンスのワークインプロ
グレス

公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2018/5/27 2018/9/17 神奈川県

横浜市中
区⼭下町

あらゆる障害の中で、性質上、これまで舞台芸術への参加や鑑賞の機会⾃体が制限
されがちであった視覚障害を取り上げ、通常は視覚障害者が物事の状況を把握する
ために⽤いられる⾳声ガイドを⼿法として研究・開発し、最終的に⾳声ガイドつき

 のダンスを上演する。
2020年に向けて関⼼が⾼まりつつある障害分野に対して、障害を予め取込んだ新
しい芸術表現の⼿法の開拓を⾏うとともに、先鋭的な試みを通してダンスの新しい
鑑賞⽅法を⽣み出すだけでなく、、障害当事者とのコミュニケーションのとり⽅に

 ついてノウハウやネットワークを構築していく。
バリアフリー対応の枠組みの中で実施する⾳声ガイドの制作にあたっては、講座や
ワークショップを視覚障害を持つ当事者と健常者が⼀緒に受講、その後、研究会に
てダンサーによるパフォーマンスに合わせて、⾳声ガイドを開発する。⾳声ガイド
は視覚障害者により監修され、アプローチの異なった３種の⾳声ガイドで構成す
る。

『踊る。秋⽥』vol.4

⽯井漠・⼟⽅
巽記念 国際ダ
ンスフェス

ティバル実⾏
委員会

2018/9/8 2019/11/11 秋⽥県 秋⽥市

秋⽥が⽣んだ舞踊・舞踏界の天才、⽯井漠と⼟⽅巽の世界観を受け継ぐ舞踊家たち
が秋⽥に集結し、広く国内外に⽇本⽂化の魅⼒を発信します。今年の『踊る。秋
⽥』vol.4では、⽯井漠記念賞・⼟⽅巽記念賞の受賞者公演のほか、特別野外公演と
して舞踏カンパニー⼤駱駝艦による⾦粉ショー、毎年恒例となった⽯井漠⽣誕の地

 三種町で⾏われるアウトリーチ公演を開催します。
 【バリアフリー対応】⾞いす（付添⼈1名まで⼊場無料）

【外国⼈対応】公式ホームページ多⾔語表⽰、チラシ・ポスターの英語表記、会場
案内版などの英語表記

和のタイムトラベル・エンターテインメント「ジ
パング笑楽座」

⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/8/19 2018/11/20 福島県 郡⼭市

⽇本の⼤衆芸能である落語を軸に講談・和妻を盛り込み、尺⼋の奏でる⾳と視覚を
楽しませるコンサートライティングで、コンパクトながら凝縮された時間で⽇本⽂
化を味わうことができるよう構成されている。イラスト字幕システムを使った落語
は、⽇本語の話芸でありながら簡単な英語とイラストで噺家の仕草や表情を邪魔す
ることなく想像の⼿助けをしてくれるよう⼯夫している。外国⼈の⾔語の壁を取り
払うだけでなく、⼦供にも分かりやすい。また視覚・聴覚に障害があっても⽬で楽
しむこともでき、⾳や声も楽しめるという点でもあらゆるバリアフリーを⽬指して
いる。

ぼくたち、わたしたちのニッポンの祭り２０１８
〜全国の⼦どもたちが未来に繋ぐ、ふるさとの芸
能⼤集合〜

⽂化庁 ⽂化
プログラム推

進室
2018/8/20 2018/8/20 東京都 新宿区

○郷⼟芸能を伝承する⼦どもたちが東京に集い、上演を通して、重要性と⼒強さを
 国内外の広く⼀般の⽅々に周知する。○在⽇外国⼈と国内の⼦どもたちの芸能交流

を通して、国際⽂化交流と相互理解を促進する。○⽇・英の解説パンフレットを作
成して、外国⼈が分かりやすい表現やビジュアルを活⽤し、魅⼒を伝える。○SNS
やYoutubeを活⽤する。
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 ナイトライフエンターテイメント「ロボットレ
ストラン」の運⽤事業

ロボットレス
トラン

2012/7/18 2020/12/31 東京都 新宿区

⽇本でも有数の繁華街である歌舞伎町に常設施設を構えたロボットレストランは本
年で6周年を迎え、世界でもここでしか⾒ることのできないナイトライフエンター
テイメントとして、年間15万⼈の外国⼈のお客様を迎えるシアターへと成⻑致しま
した。世界から様々な国籍や性別、⽂化をもつお客様を迎える為に、英語や中国語
対応は勿論ロシアやフランス語などグローバルな⾔語に対応できるスタッフを有し

 て観光業務に携わる次世代のスタッフ育成に取り組んでいます。
ショーの内容も⽇本⽂化の象徴となるようなロボットや特撮、アイドル⽂化やアニ
メなどのポップカルチャーと和太⿎演奏を融合させたミュージカルパフォーマンス
や、近代テクノロジーと⼋百万の神々との対⽴を描いたバトルショーなど破天荒な
内容は⼤⼈から⼦供まで安⼼して楽しめるショー内容となっており、これぞ⽇本の
ポップカルチャーといわしめる極彩⾊のエンターテイメント空間を維持し続けてお
ります。

プーシキン美術館展─旅するフランス⾵景画
国⽴国際美術

館
2018/7/21 2018/10/14 ⼤阪府 ⼤阪市

⾵景画というジャンルが⽣まれて以来、画家たちはさまざまな場所を絵に描いてき
ました。本展は、17世紀から20世紀に描かれた、⾵景表現の数々で構成されま
す。モスクワのプーシキン美術館から、クロード・モネが印象派の誕⽣前夜に描い
た《草上の昼⾷》をはじめとした珠⽟のコレクション65点が来⽇します。なお、国
⽴国際美術館はバリアフリー化や⾞椅⼦の貸出し等を実施することでより多様なお
客様にお楽しみいただく環境を整備しております。また、本展においては展⽰解説
等を多⾔語化（⽇本語・英語・中国語・韓国語）します。

セラミックアートセンター管理運営事業
江別市教育委

員会
2018/4/1 2019/3/31 北海道 江別市

本市は縄⽂時代から「やきもの」と深い関わりがあり、明治期には「れんが」⽣産
の中⼼地として栄え、北海道の近代化に⼤きく寄与しました。また、昭和初期には
我が国の陶芸の近代化に⼤きく寄与した窯業研究家である⼩森忍が⼯房を構え、現
在の陶芸ブームの隆盛をもたらしました。このような歴史的かつ芸術的な事柄を背
景に、江別市セラミックアートセンターではやきもの⽂化の普及振興に努めていま
す。センターでは、常設展⽰室として「⼩森忍記念室」、北海道の現代陶芸作家の
作品を展⽰する「北のやきもの展⽰室」と北海道の窯業製品を展⽰する「れんが資
料展⽰室」を設け、陶芸とれんがについて幅広く学習できる環境を整備していま
す。
また、点字ブロック、スロープ、⾝障者⽤トイレ、⾞イスを備えるなどバリアフ
リー化に努めているとともに、センターに隣接する⽼⼈養護施設の⽅や季節保育所
の園児たちの憩いの場ともなっています。

セラミックアートセンター企画展開催事業
江別市教育委

員会
2018/4/21 2018/3/17 北海道 江別市

本市は縄⽂時代から「やきもの」と深い関わりがあり、明治期には「れんが」⽣産
の中⼼地として栄え、北海道の近代化に⼤きく寄与しました。また、昭和初期には
我が国の陶芸の近代化に⼤きく寄与した窯業研究家である⼩森忍が⼯房を構え、現
在の陶芸ブームの隆盛をもたらしました。このような歴史的かつ芸術的な事柄を背
景に、江別市セラミックアートセンターではやきもの⽂化の普及振興に努めていま
す。センターでは常設展⽰ほか、陶芸を中⼼とした「企画展」のほか、市内⾼等教
育機関との共同企画をはじめ年間5回程度開催しています。これらの事業では、江
別市や北海道、国内の芸術⽂化を紹介し、市⺠道⺠にふるさと意識の醸成を図って
います。主に会場となる２階企画展⽰室へは、⾞イス対応のスロープとエレベータ
をご利⽤いただいており、障がい者、健常者の隔てなく多くの⽅々のご来館をいた
だいております。

陶芸⽂化普及振興事業
江別市教育委

員会
2018/4/1 2019/3/31 北海道 江別市

本市は縄⽂時代から「やきもの」と深い関わりがあり、明治期には「れんが」⽣産
の中⼼地として栄え、北海道の近代化に⼤きく寄与しました。また、昭和初期には
我が国の陶芸の近代化に⼤きく寄与した窯業研究家である⼩森忍が⼯房を構え、現
在の陶芸ブームの隆盛をもたらしました。このような歴史的かつ芸術的な事柄を背
景に、江別市セラミックアートセンターではやきもの⽂化の普及振興に努めていま
す。センターでは展⽰事業のほか、陶芸に親しむ機会を提供するため、陶芸体験教
室、講座、研修会等も開催しています。毎年、市内の特別⽀援学級の児童や市内外
の⽼⼈養護施設の⽅たちもリハビリを兼ねて陶芸体験を楽しんでいます。こうした
体験事業の際には、当館陶芸指導員も介助⽀援にも関わるように努めており、障が
い者、健常者の隔てなく参加いただくようにしております。

博多祇園⼭笠展
株式会社 博

多座
2018/6/26 2018/7/22 福岡県 福岡市

伝統777年国重要無形⺠俗⽂化財を誇る福岡の三⼤祭りのひとつ，「博多祇園⼭
笠」。
ユネスコ無形⽂化遺産登録をされた博多祇園⼭笠の⻑い歴史の中で，町界町名変更
などにより今は使われなくなった旧町名となった古い法被や，今年度の１番から18
番⼭笠⼿拭を展⽰。今年の⼭笠期間には「博多町家」ふるさと館前に，七流のひと
つ⻄流の⼭⼩屋が建ち，⼭笠の舁き⼿たちで賑わう。

平成30年度博多区⽂化・芸術展
株式会社 博

多座
2019/1/31 2019/2/5 福岡県 福岡市

４部⾨（「絵画」「写真」「書」「グラフィックデザイン」）の出品枠を設け、区
⺠（⾼校⽣以上）に「創作活動の成果を発表する場」を提供することにより、⽂
化・芸術活動の促進や振興を図るために、福岡市アジア美術館の交流ギャラリー
（８階）にて、展⽰会を開催。出品者の⼒作が勢ぞろいで、毎回来場者から好評を
いただいている。

平成30年度考古学講座 第１回⼈間と動物の関
わり―動物考古学から⾒る世界―

福岡市 2018/5/19 2019/5/19 福岡県 福岡市

遺跡からは⼟器や⽯器だけでなく，動物の⾻も出⼟します。動物の⾻（獣⾻）を細
かく調べることにより，動物と私たち⼈間の過去の⽣活や関係性を解明していく学
問が動物考古学です。講座では，そんな動物考古学の世界から⾒た⼈間と動物の関
係性について通史的に解説します。（定員200名，⼊場無料，申し込み不要）
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（市区町村）
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平成30年度考古学講座 第２回⽂献史料から⾒
た舶来動物の古代・中世史

福岡市 2018/6/16 2018/6/16 福岡県 福岡市

⽇本の⾶⿃時代から平安時代を中⼼とした外交や対外交易においては「唐物」と呼
ばれる舶来品だけではなく動物も贈答品として⽇本に⼊ってきます。どのような動
物が贈答されたかだけではなく，その贈答が国家間や権⼒者，さらには贈り⼿（海
上商⼈なども含む）にとってどのような意味を持ったのか検証し説明します。（定
員200名，⼊場無料，申し込み不要）

平成30年度考古学講座 第３回⼈とニワトリの
関係史
          ―その起源と⽇本への渡来
を探る―

福岡市 2018/7/28 2018/7/28 福岡県 福岡市

ニワトリは現在世界中でもっとも多く飼育されている家畜です。しかし，ニワトリ
の飼育がいつ，どこで始まったのかはよく分かっていません。⼀⽅，⽇本列島には
弥⽣時代に導⼊されたと考えられていますが，その実態はよく分かっていません。
ニワトリについて最新の知⾒と議論について紹介します。（定員200名，⼊場無
料，申し込み不要）

平成30年度考古学講座 第４回福岡市の⾁⾷⽂
化
          ―福岡市内遺跡出⼟獣⾻を
中⼼に―

福岡市 2018/9/29 2018/9/29 福岡県 福岡市

現代を⽣きる私たちの⾷卓には，⽜や豚，鶏⾁などのお⾁料理がたくさん並びま
す。とてもおいしいお⾁料理ですが，かつてはどのような動物を，どのように解体
し，どのように調理したのでしょうか。中世都市博多遺跡群から出⼟した動物⾻を
もとに，中世の博多の⼈々の⾷⽣活について解説します。（定員200名，⼊場無
料，申し込み不要）

平成30年度考古学講座 第５回動物埴輪が伝え
る古代の儀礼

福岡市 2018/10/20 2018/10/20 福岡県 福岡市

古墳から⾒つかる埴輪には⿅形埴輪や猪形埴輪，⽝形埴輪など動物を模したものが
あります。これらは狩猟の場⾯を再現するために⽤意されたものと考えられていま
す。多くの形象埴輪の中でなぜ狩猟の場⾯が再現されるのか。またその狩りの主体
は誰であったのか。動物埴輪の出⼟状況と造形をもとに考察していきます。（定員
200名，⼊場無料，申し込み不要）

平成30年度考古学講座 第６回ウマと信仰⼼―
⼟⾺・絵⾺への願い―

福岡市 2018/11/17 2018/11/17 福岡県 福岡市

⾺は今でも「勝負運」や「出世運」等のシンボルとされていますが，古代でもさま
ざまな願いが込められる動物の⼀つでした。11⽉の講座では，⼟で作った⼟⾺から
神社に奉納される絵⾺までを取り上げ，⾺に込められた当時の祈りのかたちをみて
いきます。（定員200名，⼊場無料，申し込み不要）

平成30年度考古学講座 第７回妖怪になった動
物

福岡市 2018/12/15 2018/12/15 福岡県 福岡市

妖怪には⼈間にはコントロールできない「⾃然」の象徴であり，動物はまさに「⾃
然」の象徴として⼈間の前に現れたものでした。それゆえに動物は妖怪イメージの
源でした。それでは，どのような動物が妖怪としてイメージされてきたのでしょう
か。古代から近代まで，その変遷を開設します。（定員200名，⼊場無料，申し込
み不要）

平成30年度考古学講座 第８回⽝と⼈の歴史 福岡市 2019/1/26 2019/1/26 福岡県 福岡市

⽝は⼈間にとって，とても⾝近でとても親しみ深い動物の⼀つです。⼈間と⽝の関
わりも古く，縄⽂時代にまでさかのぼり，年数にして１万年以上の歴史を持ってい
ます。そんな⽝と⼈間のこれまでのあゆみを振り返ります。（定員200名，⼊場無
料，申し込み不要）

速報講座① 甦る出⼟遺物―平成29年度保存処
理成果から―

福岡市 2019/2/16 2019/2/16 福岡県 福岡市
福岡市埋蔵⽂化財センターでは，発掘調査で出⼟した⽊製品や⾦属製品の保存処
理・分析を⾏っています。平成29年度に保存処理を実施した資料を埋蔵⽂化財セン
ター職員がご紹介します。（定員200名，⼊場無料，申し込み不要）

速報講座② 発掘調査総まくり―平成30年度市
域調査から―

福岡市 2019/3/16 2019/3/16 福岡県 福岡市
福岡市域内では開発に伴う発掘調査が数多く実施されています。今回の速報講座で
は今年度（平成30年度）に実施した発掘調査の最新情報を埋蔵⽂化財課の職員が解
説します。（定員200名，⼊場無料，申し込み不要）
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今宿上町天満宮⻤すべ⾏事
今宿上町天満
宮⻤すべ⾏事

保存会
2019/1/7 2019/1/7 福岡県 福岡市

藁で作った⾓を頭に付けた⻤に扮した男性を中⼼に，⼤⼈や⼦どもが列を組み地域
の中を回ります。地域の中には⾏列をもてなすための接待所がいくつか設けられ，
接待所に近づくと「⻤じゃ⻤じゃ」という掛け声をかけながら，⾏列を組む男性４
〜５⼈が邪気退散のために⻤と押し合います。
新春に邪気退散を願う⾏事となっています。なお，福岡市のHPを通じて多⾔語での
発信を⾏っています。

⽞清法流盲僧琵琶施餓⻤供養会
⽞清法流盲僧
琵琶保存会

2018/8/6 2018/8/6 福岡県 福岡市

⽞清法流盲僧琵琶は，福岡市南区にある成就院を本拠地とする，盲僧琵琶の⼀派⽞
清法流の僧侶によって演奏される琵琶の事です。かつては，檀家を廻り，家や竈の
お祓いを⾏っていましたが，現在では毎⽉の法要のほか，8⽉6⽇の施餓⻤法要に
て，琵琶付きの読経が披露されています。昭和39（1964）年に福岡県の無形⽂化
財に指定されています。
現在，福岡市内の盲僧琵琶は晴眼の僧侶によって担われていますが，かつては盲⼈
の僧侶によって担われており，彼らは週休活動のみならず芸能活動にも携わり，筑
前琵琶や薩摩琵琶の元を築きました。本⾏寺は，そうした現在は芸能化した琵琶の
源流の魅⼒を感じられるものです。
尚，福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

宇⽥川原豊年獅⼦舞（丸隈⼭古墳慰霊祭奉納）
宇⽥川原豊年
獅⼦舞保存会

2018/8/17 2018/8/17 福岡県 福岡市

宇⽥川原豊年獅⼦舞は２⼈⽴ちの獅⼦１頭が囃⼦に合わせて演技するもので，いく
つかの演⽬が伝わっています。
由来は，享保年間（1716〜1736）に⼤飢饉が続いたため，時の庄屋が英彦⼭に籠
もって願を掛け，獅⼦頭を拝領して帰り，これを奉納したところ，翌年は⼤豊作に
恵まれ，それ以来舞い続けられていると⾔われています。戦時中に⼀時休⽌状態と
なりましたが，昭和21（1946）年に復興し現在に⾄ります，昭和49年に福岡市の
無形⺠俗⽂化財に指定されています。
⽇本において獅⼦頭は，古来より超⾃然的な世界と接触することができる仮⾯と考
えられ，祭礼の様々な場⾯に登場します。本⾏事はそうした⽇本⽂化の魅⼒を感じ
られるものです。

宇⽥川原豊年獅⼦舞（丸隈⼭古墳慰霊祭奉納）
宇⽥川原豊年
獅⼦舞保存会

2019/1/1 2019/1/1 福岡県 福岡市

宇⽥川原豊年獅⼦舞は２⼈⽴ちの獅⼦１頭が囃⼦に合わせて演技するもので，いく
つかの演⽬が伝わっています。
由来は，享保年間（1716〜1736）に⼤飢饉が続いたため，時の庄屋が英彦⼭に籠
もって願を掛け，獅⼦頭を拝領して帰り，これを奉納したところ，翌年は⼤豊作に
恵まれ，それ以来舞い続けられていると⾔われています。戦時中に⼀時休⽌状態と
なりましたが，昭和21（1946）年に復興し現在に⾄ります，昭和49年に福岡市の
無形⺠俗⽂化財に指定されています。
⽇本において獅⼦頭は，古来より超⾃然的な世界と接触することができる仮⾯と考
えられ，祭礼の様々な場⾯に登場します。本⾏事はそうした⽇本⽂化の魅⼒を感じ
られるものです。

元岡獅⼦舞・祇園ばやし（⼋坂神社祇園祭）
元岡獅⼦舞・
祇園ばやし保

存会
2018/7/14 2018/7/15 福岡県 福岡市

元岡祇園獅⼦舞・祇園ばやしは，明治初年頃，拝殿に⼿作りの⼈形や岩⽯花⽊など
の飾りつけをして上演したのがはじまりとされ，元岡地区の⽒神である⼋坂神社の
祇園祭にあわせて，三味線，笛，太⿎によるお囃⼦と獅⼦舞が演じられます。昭和
52年に，福岡市の無形⺠俗⽂化財として指定を受けました。
当⽇は，⼦供祇園ばやしという⼦供だけによるお囃⼦も披露されます。
尚，会場である⼋坂神社の近くには九州⼤学の⽷キャンパスがあり，祭礼を楽しむ
外国からの留学⽣の姿も⾒られます。

今宿⻘⽊獅⼦舞 ＪＡ今宿⽥んぼアート公演
今宿⻘⽊獅⼦

舞保存会
2018/9/16 2018/9/16 福岡県 福岡市

福岡市内に伝わる宇⽥川原豊年獅⼦舞（同⽇に開催）と共通する演⽬が伝わってお
り、かつての旧⽷島・早良郡下に広く分布していた獅⼦舞と考えられます。どのよ
うにして今宿に獅⼦舞が伝わったのかは明らかではありませんが、残されている⼩
太⿎に「⽂久三年（1863）⼗⼀⽉吉⽇」とあり、江⼾時代には既に存在していた
ことを裏付けています。戦時中に⼀時中断し、戦後に復活。昭和33（1958）年に
休⽌状態となりましたが、昭和50（1975）年に再び復活し、現在まで継承されて
います。毎年、⼋雲神社の境内は多くの観客で賑わいます。
なお、福岡市のＨＰを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

今宿⻘⽊獅⼦舞 ⻄区まるごと博物館公演
今宿⻘⽊獅⼦

舞保存会
2018/9/23 2018/9/23 福岡県 福岡市

福岡市内に伝わる宇⽥川原豊年獅⼦舞（同⽇に開催）と共通する演⽬が伝わってお
り、かつての旧⽷島・早良郡下に広く分布していた獅⼦舞と考えられます。どのよ
うにして今宿に獅⼦舞が伝わったのかは明らかではありませんが、残されている⼩
太⿎に「⽂久三年（1863）⼗⼀⽉吉⽇」とあり、江⼾時代には既に存在していた
ことを裏付けています。戦時中に⼀時中断し、戦後に復活。昭和33（1958）年に
休⽌状態となりましたが、昭和50（1975）年に再び復活し、現在まで継承されて
います。毎年、⼋雲神社の境内は多くの観客で賑わいます。
なお、福岡市のＨＰを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

今宿⻘⽊獅⼦舞 伊都⽂化会館まつり公演
今宿⻘⽊獅⼦

舞保存会
2018/10/7 2018/10/7 福岡県 福岡市

福岡市内に伝わる宇⽥川原豊年獅⼦舞（同⽇に開催）と共通する演⽬が伝わってお
り、かつての旧⽷島・早良郡下に広く分布していた獅⼦舞と考えられます。どのよ
うにして今宿に獅⼦舞が伝わったのかは明らかではありませんが、残されている⼩
太⿎に「⽂久三年（1863）⼗⼀⽉吉⽇」とあり、江⼾時代には既に存在していた
ことを裏付けています。戦時中に⼀時中断し、戦後に復活。昭和33（1958）年に
休⽌状態となりましたが、昭和50（1975）年に再び復活し、現在まで継承されて
います。毎年、⼋雲神社の境内は多くの観客で賑わいます。
なお、福岡市のＨＰを通じて多⾔語での発信を⾏っています。
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今宿⻘⽊獅⼦舞 ⽊の葉モール公演
今宿⻘⽊獅⼦

舞保存会
2018/1/1 2018/1/1 福岡県 福岡市

福岡市内に伝わる宇⽥川原豊年獅⼦舞（同⽇に開催）と共通する演⽬が伝わってお
り、かつての旧⽷島・早良郡下に広く分布していた獅⼦舞と考えられます。どのよ
うにして今宿に獅⼦舞が伝わったのかは明らかではありませんが、残されている⼩
太⿎に「⽂久三年（1863）⼗⼀⽉吉⽇」とあり、江⼾時代には既に存在していた
ことを裏付けています。戦時中に⼀時中断し、戦後に復活。昭和33（1958）年に
休⽌状態となりましたが、昭和50（1975）年に再び復活し、現在まで継承されて
います。毎年、⼋雲神社の境内は多くの観客で賑わいます。
なお、福岡市のＨＰを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

板付弥⽣のムラ「⽥植え祭り」 福岡市 2018/6/30 2018/6/30 福岡県 福岡市

⽥植え祭りは，弥⽣時代にはじまった⽔⽥稲作を知り，⽂化財についての理解を深
めていただくイベントで，今回で18回⽬を迎えます。この催しでは，⼀般公募で選
ばれた保護者と⼦ども約100名に，弥⽣時代にも⾏われた⼿作業での⽥植えを板付
弥⽣のムラの復元⽔⽥で実際に体験していただきます。参加者の皆さんには板付弥
⽣のムラの「ムラびと」になって，⽥植えを楽しみながら弥⽣⼈の⽣活の中⼼で
あった⽔⽥稲作について想いをはせていただける催しとなっています。
なお，現在，募集は⾏っておりませんが，⾒学は⾃由にできますので，ご興味おあ
りの⽅はぜひお越しください。（午前10時開会，正午ころに閉会の予定です。）

第39回 中央区市⺠⽂化祭（美術作品展・⾳楽
と演芸のつどい）

中央区市⺠の
祭り運営委員

会
2018/11/8 2018/11/17 福岡県 福岡市

⼦どもから⼤⼈まで幅広い世代による芸術・演劇等の発表、鑑賞をとおして、世代
を越えた交流と⻘少年の健全育成を⽬指し、開催している。
会場内は⾞いすの⽅に配慮し、通路等に⼗分なスペースを確保。
①美術作品展2018年11⽉8⽇(⽊）〜11⽉13⽇(⽕）
②⾳楽と演芸のつどい2018年11⽉17⽇(⼟）

城南区⼦ども⽂化祭 福岡市 2018/11/25 2018/11/25 福岡県 福岡市

⼦どもたちの豊かな⼼を育てることを⽬的に，毎年１１⽉の「福岡市⼦ども・若者
育成⽀援強調⽉間」にあわせて，⼦ども⽂化祭を開催しています。
城南区内１１校区の⼩学⽣を中⼼に，パワーあふれるダンス，⽇本⺠謡であるよさ
こい節やソーラン節を独特のアレンジをした踊り，ユーモアあふれる演劇やミュー
ジカル・合唱などを披露する⼦どもたちの晴れ舞台です。
※会場には⾞いす⽤のスロープを設置しています。

飯盛神社流鏑⾺⾏事
飯盛宮当流流
鏑⾺保存会

2018/10/9 2018/10/9 福岡県 福岡市

飯盛神社流鏑⾺⾏事は，飯盛神社で10⽉9⽇の秋季⼤祭において，五穀豊穣・武運
⻑久・無病息災を祈って⾏われてきた伝統⾏事です。
本⾏寺は飯盛神社伝来の元⻲4（1573）年の古⽂書にも⾒られ，近世地誌類にも記
されており，天保9（1838）年の伝書も残されています。射⼿については伝来⽒⼦
中の騎射を業とする家が勤めていましたが，現在も射⼿の中⼼となる家は数代にわ
たり流鏑⾺を継承しています。⽒⼦中から，かつての早良郡7ヶ村の惣社である飯
盛神社に奉納された形態が残された⾏事であると⾔えます。
尚，福岡市のＨＰを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

飯盛神社のかゆ占
飯盛神社のか
ゆ占保存会

2019/3/1 2019/3/1 福岡県 福岡市

飯盛神社はもと早良郡の惣社といわれ，近世⽇は⾏ってからも周辺七ヵ村の農耕守
護神として崇められて来ました。飯盛神社の粥占は，⼩正⽉の朝神前に粥を供え
て，半⽉後にそれを下ろし，表⾯に⽣えたかびの状態によって，その年の農作の吉
凶を占うもので，粥開きの朝はその結果を⾒ようと，近隣の農家からの参詣者が多
くみられます。
粥占の⽅法は全国で様々であり，福岡市内にも現在でも粥占を⾏っている神社が数
カ所あります。
なお，飯盛神社のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

志賀島の盆踊り
志賀島の盆踊

り保存会
2018/8/16 2018/8/17 福岡県 福岡市

志賀島の盆踊りは，伝承等から少なくとも江⼾時代の終わりごろには⾏われていた
ものと考えられています。20年ほど前までは志賀島所在の荘厳寺から踊り始め，そ
の後初盆の家を回るなどしていましたが，現在は島の⼊り⼝にある渡船場横の広場
で，16・17⽇に踊られています。踊る際に，両⼿に綾（あや）を持ち，これを打
ち鳴らして踊る点に特徴があります。平成15年に福岡市の無形⺠俗⽂化財に指定さ
れています。
盆踊りはお盆の時期に返ってきた祖先たちの霊を慰め，楽しませる⽬的で⾏われて
きました。現在でも各地で⾏われていますが，志賀島の盆踊りのように江⼾時代か
らの盆踊りの特徴を現在に伝えているものは多くはありません。
尚，福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

奈多の祇園祭
奈多⾃治会・

志式神社
2018/7/19 2018/7/20 福岡県 福岡市

奈多の祇園祭は，福岡市東区奈多にある志式神社の祭礼です。祇園祭当⽇の⼣⽅よ
り，神社そばの志式座という農村舞台を使って，数々の出し物が演じられます。志
式座は本市において唯⼀残る農村舞台であり，平成9年に福岡市の有形⺠俗⽂化財
として指定されました。
志式神社の祇園祭に合わせて，天明の頃に万年願の奉納芝居が始められました。舞
台冒頭に三番叟が演じられることが古来からの慣わしとされており，狂⾔師・野村
万禄⽒による奉納舞台が⾏われています。三番叟が終わると，地元の⽅々による⽇
本舞踊やカラオケ，⼦供たちのダンス，博多にわか（福岡市指定無形⺠俗⽂化財）
など数々の出し物が披露されます。現在は使⽤されない農村舞台も少なくない現
在，志式座は現在も活⽤され続けている貴重な舞台と⾔えます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⽯釜のトビトビ
⽯釜のトビト

ビ保存会
2019/1/12 2019/1/12 福岡県 福岡市

⼩正⽉に⾏われる来訪神⾏事です。⼣⽅に男⼥の⼦供たちが公⺠館に集まり，世話
役の⼤⼈とともに，各地区に別れて家々を廻ります。訪問する⼦供はトビ（藁束の
上部を結わえたもの）を被り，訪問した家の前で「トービ」と掛け声をかけます。
家⼈が出てくるとトビは輪注連を私，代わりに祝儀を受け取ります。また家⼈は⽤
意していた⽔をトビにかけます。
念頭に来訪神が家々をまわる⾏事は⽇本各地で⾏われていますが，現在福岡市内で
こうした⾏事を⾏っているのは，⽯釜と⾦隈の２箇所となっています。
尚，福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

⽥島神楽夏祭り公開奉納
⽥島神楽保存

会
2018/7/14 2018/7/14 福岡県 福岡市

⽥島神楽は近世には神職が，明治維新後は⽒⼦たちが神楽を受け継いで舞ってきた
ものです。平成10年には，福岡市の無形⺠俗⽂化財に指定されました。全体にゆっ
たりとして，曲芸的な要素が少ないことが特徴の神楽となっています。
神楽は，カミを⽣活空間に迎えてもてなすための芸能であると同時に，⼈々の楽し
みでもありました。⽥島神楽は，そうした⽇本の⽂化の魅⼒を体験いただける⾏事
です。
なお，福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

⼀朝軒伝法⽵献奏会
⼀朝軒伝法⽵

保存会
2018/10/21 2018/10/21 福岡県 福岡市

博多の博多の虚無僧寺，⼀朝軒に伝えられてきた尺⼋の⾳曲です。元来は，⼀朝軒
は普化宗（ふけしゅう）と呼ばれる前週の⼀派であり，尺⼋を吹くことは，座禅を
組むことと同等の意味をもつとされてきました。現在は30⼈ほどの⾨⼈がおり，年
に１回10⽉に献奏会が開かれています。
⾨⼈の中には外国⼈もおり，海外の⼈々からの関⼼も集めています。
尚，福岡市のHPを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

夏休みこども美術館2018 福岡市 2018/8/3 2018/8/4 福岡県 福岡市

夏休み期間に，地域の⼦どもに向けた活動として２つのワークショップを福岡市科
学館と協同で実施する。⼀つは，地域の⼟を使い，クレヨンを作ってもらうという
もの。もう⼀つは，⽇本の伝統的な⼯芸「螺鈿細⼯」がアワビなどの⾙で出来てい
ることを知り，それらの⾙を加⼯することで，螺鈿細⼯をより⾝近なものに感じて
もらおうというもの。福岡という地域を⾊材を使うことによって知り，また⽇本の
伝統的な⼯芸技術を科学を通して知ることができるないよう。事前応募の少⼈数の
ワークショップで，スタッフのサポートも厚く，⼩学校３年⽣から中学⽣であれば
だれでも参加が可能である。

夏休みこども企画「サイエンスの眼」 福岡市 2018/7/12 2018/10/2 福岡県 福岡市

福岡市科学館と連携し、アートとサイエンスをテーマに展⽰を⾏います。⼀⾒する
とまるで異なる⼆つの領域ですが、どちらも私たち⼈間に対する探求⼼や、⾃然や
宇宙の神秘への憧れなどを共有しています。本展では、近代科学の視点を交えなが
ら、いままで気づかなかったアートの魅⼒を発⾒します。

闇に刻む光 アジアの⽊版画運動 1930s－
2010s

アジアの⽊版
画運動展実⾏

委員会
2018/11/23 2019/1/20 福岡県 福岡市

福岡アジア美術館は、アジアとの交流への先進的な取り組みのひとつとして1999
年に誕⽣し、アジアの近現代の美術作品を系統的に収集し展⽰する世界に唯⼀の美
術館です。
本事業（展覧会）は、中国・⽇本・台湾・韓国・シンガポール・インドネシア・ベ
トナム・インドなどで、抑圧されてきた⺠衆の政治的なメッセージを伝えるため、
また⺠衆の⾃⼰表現のため活発に制作されてきた1930年代から2010年代までの
「⽊版画の歴史」を紹介します。本事業を通じて、アジアの⼈々が近代化のなかで
独⽴と⾃由を獲得していった歴史を浮かび上がらせ、アジア地域の⽊版画運動の
ネットワークを明らかにします。作品解説はすべて和英表記。展覧会図録も和英で
作成予定。

今宿⻘⽊獅⼦舞 元旦公開事業
今宿⻘⽊獅⼦

舞保存会
2018/1/1 2018/1/1 福岡県 福岡市

福岡市内に伝わる宇⽥川原豊年獅⼦舞（同⽇に開催）と共通する演⽬が伝わってお
り、かつての旧⽷島・早良郡下に広く分布していた獅⼦舞と考えられます。どのよ
うにして今宿に獅⼦舞が伝わったのかは明らかではありませんが、残されている⼩
太⿎に「⽂久三年（1863）⼗⼀⽉吉⽇」とあり、江⼾時代には既に存在していた
ことを裏付けています。戦時中に⼀時中断し、戦後に復活。昭和33（1958）年に
休⽌状態となりましたが、昭和50（1975）年に再び復活し、現在まで継承されて
います。毎年、⼋雲神社の境内は多くの観客で賑わいます。
なお、福岡市のＨＰを通じて多⾔語での発信を⾏っています。

筑前琵琶の世界〜漆の町家・箱嶋邸に響く⾳と語
り〜

唐津街道箱崎
宿お宝探索プ
ロジェクト

チーム

2018/7/28 2018/7/28 福岡県 福岡市

かつて唐津街道の箱崎〜博多〜姪浜の各宿場は九州の中⼼として賑わっていまし
た。明治維新１５０年の今、町も⼈の⼼も⼤いに変わり、先⼈が伝えてきた伝統⽂
化が消えようとしています。私たちは唐津街道に埋もれた⺠話や歴史、そのほか
様々な物語を「唐津街道⽂化遺産伝承シリーズ」として、博多発祥の伝統楽器・筑
前琵琶の⾳⾊に乗せて毎⽉お届けします。
7⽉は「夏の町家の怪談話」として「雪⼥」と「⽿なし芳⼀」の演奏等を⾏いま
す。
「ここに⾏けば、筑前琵琶が聴ける！」その場所が江⼾時代の⽣活空間を残し、漆
の町家でもある国登録有形⽂化財「箱嶋家住宅」です。146年を経た町家の格⼦窓
から柔らかくこぼれる光、⼟間をひんやりと渡る涼やかは⾵の道・・・そこに流れ
る筑前琵琶の⾳と語りをお楽しみください。
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筑前琵琶の世界〜漆の町家・箱嶋邸に響く⾳と語
り〜

唐津街道箱崎
宿お宝探索プ
ロジェクト

チーム

2018/9/22 2018/9/22 福岡県 福岡市

かつて唐津街道の箱崎〜博多〜姪浜の各宿場は九州の中⼼として賑わっていまし
た。明治維新１５０年の今、町も⼈の⼼も⼤いに変わり、先⼈が伝えてきた伝統⽂
化が消えようとしています。私たちは唐津街道に埋もれた⺠話や歴史、そのほか
様々な物語を「唐津街道⽂化遺産伝承シリーズ」として、博多発祥の伝統楽器・筑
前琵琶の⾳⾊に乗せて毎⽉お届けします。
9⽉は「秋⾵いくさ物語」として「関ケ原」と「⾵林⽕⼭」の演奏等を⾏います。
「ここに⾏けば、筑前琵琶が聴ける！」その場所が江⼾時代の⽣活空間を残し、漆
の町家でもある国登録有形⽂化財「箱嶋家住宅」です。146年を経た町家の格⼦窓
から柔らかくこぼれる光、⼟間をひんやりと渡る涼やかは⾵の道・・・そこに流れ
る筑前琵琶の⾳と語りをお楽しみください。

市制65周年記念 市⺠能「⼩⼭安⽝」 ⼩⼭市 2019/2/23 2019/2/23 栃⽊県 ⼩⼭市

市⺠能「⼩⼭安⽝」は、中世に実在した⼩⼭若⽝丸の⼦、宮⽝丸と久⽝丸の⼆⼈の
遺児が鎌倉の六浦沖に沈められた事件を題材に創られた謡曲「安⽝」を６００年ぶ
りに復曲させたものです。再演にあたり、市⺠から⼦⽅及び地謡を募集し、平成３
０年１⽉から⼦⽅・地謡養成講座を開催しています。市⺠参加のもと、先⼈から受
け継がれた貴重な歴史や伝統を継承し、広く市⺠に公開することで、⼩⼭らしい⽂
化芸術の振興を図り、ふるさと⼩⼭へ愛着を深めるとともに、⼼豊かな⼈づくり・
まちづくりを⽬指します。会場はバリアフリーとなっており、⾞イス席を⽤意しま
す。

Ｋ－Ｔａの切り絵展 豊後⾼⽥市 2018/8/1 2018/8/31 ⼤分県
豊後⾼⽥

市

豊後⾼⽥市では、市⺠に芸術作品にふれる機会を創出するため、今後活躍が期待さ
れる⼤分県にゆかりのある若⼿アーティストを中⼼とした作品展⽰や体験型ワーク
ショップなどを実施している。今回、豊後⾼⽥市在住の切り絵作家「Ｋ－Ｔａ」さ
んの作品展を開催。かわいらしい作品から超⼤作まで。⽩と⿊のみの表現にとどま
らず、⾊彩豊かな新しい切り絵の世界が広がる。作品展会場は⽞関ホール⼊⼝すぐ
近くにあり、会場まで段差なし、⽞関には⾞イスを設置。

おおいたこども彫刻展
⼤分アジア彫

刻展
実⾏委員会

2018/9/29 2018/11/25 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。「第33回国
⺠⽂化祭・おおいた2018」「第18回全国障害者芸術・⽂化祭おおいた⼤会」が開
催される年でもある、第１４回展に併せ、県内の⼩・中・特別⽀援学校（⼩・中学
部）の児童・⽣徒から作品を募集し、本展会期と同じく、作品を展⽰する。本展の
英語表記のチラシに、おおいたこども彫刻展の開催も掲載し、国内外から多くの⽅
に鑑賞いただける⼯夫を⾏う。

プラチナ⾳楽祭2018
川崎市市⺠⽂
化局市⺠⽂化

振興室
2018/9/15 2018/9/15 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。

夏休み能楽体験・鑑賞教室
公益財団法⼈
川崎市⽂化財

団
2018/7/21 2018/7/28 神奈川県 川崎市

能楽師の先⽣⽅に直に接しながら、お話・実技体験・鑑賞を通して⽇本の伝統芸能
「能」を全⾝で体感する三⽇間のワークショップを開催します。⼦どもから⼤⼈ま
で、どなたでもご参加いただけます。例年、⽇本の伝統芸能に興味を持っている外
国⼈の⽅にも参加していただいています。実際の能舞台の上で、⽇本古来の精神・
⽂化に触れる機会を提供することにより、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ことを⽬的としています。

親⼦で楽しむ夏時間2018 サンクトペテルブル
グプラスチックハンドシアター”ハンドメイド”
『ハンドメイド』

川崎市アート
センター

2018/7/30 2018/7/31 神奈川県 川崎市

来⽇のたび⼤⼈気のサンクトペテルブルクプラスチックハンドシアター“ハンドメ
イド”をロシアから招き、『ハンドメイド』を上演します。
腕や⼿⾜を⾃由⾃在にあやつり、軽快な⾳楽と美しい光とともに、乗り物・動物・
⽂字など様々なカタチを次から次へと⽣み出します。芸術の都・サンクトペテルブ
ルグからやって来るサンクトペテルブルグプラスチックハンドシアター“ハンドメ
イド”が魅せる、⾔葉を超えた時間は、こどもはもちろん⼤⼈も楽しむことができ
ます。鮮やかなパフォーマンスで⼤⼈気の公演をお届けします。当劇場は⾝障者⽤
の駐⾞場・⾞椅⼦スペース（4台）・お⼿洗いを完備しておりますので、障がいの
ある⽅も安⼼してご観劇いただけます。

「街の中の岡本太郎」展
川崎市岡本太

郎美術館
2018/7/14 2018/9/24 神奈川県 川崎市

岡本太郎は、いつでも誰でも⾒ることができるパブリックな空間に作品を創り続け
た。その数は全国に70か所140点ほどある。今回の展覧会では、太陽の塔がリ
ニューアルオープンしたことを記念し、全国津々浦々にある岡本の作品を、その原
型、原画、スケッチ、写真で紹介する。場との融合を否定し、対⽴することでお互
いの個性を⽣かすという岡本の作品に込められた思いと、社会に打ち出されたメッ
セージを知る機会となっている。また、美術館内はバリアフリー構造になってお
り、誰もが気軽に鑑賞できます。また、展⽰する作品のキャプションには外国語
(英語)の併記も⾏っています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
概要

〜第30回記念〜２０１８かわさき市⺠第九コン
サート

2018川崎市⺠
第九コンサー
ト実⾏委員会/

川崎市

2018/12/23 2018/12/23 神奈川県 川崎市

市⺠公募により結成された合唱団と市⺠オーケストラが合同で練習を重ね、「市⺠
第九コンサート」をミューザ川崎シンフォニーホールで実施する。市⺠に「晴れの
舞台」と「演奏」を楽しめる機会を提供することにより、「⾳楽のまち・かわさ
き」の推進を図る。ベートベンの「第九」の合唱は国籍を問わずドイツ語で⾏われ
る。また会場となるミューザ川崎は、多⽬的トイレや⾞椅⼦スペースなどバリアフ
リーに配慮された会場であり、より多くの⼈々に広く⾳楽を楽しんでいただけるよ
う配慮されている。

芸術のまち・かわさきＧｒｏｗ Ｕｐ事業 ⻘少年
による演劇公演プロジェクト「⻘の素」

芸術によるま
ちづくり・か
わさき2018実

⾏委員会

2018/8/10 2018/8/12 神奈川県 川崎市

演劇に興味のある中学⽣・⾼校⽣を広く募り、ワークショップから実際に公演を打
つことまでを体験します。プロのスタッフ・俳優が加わって参加者を指導・⽀援
し、できるだけ⾃分たちの⼿で公演を実施、様々な⾓度から演劇に触れ、舞台芸術
に親しむ機会とします。
公演の会場となるラゾーナ川崎プラザソルが⼊っている「ラゾーナ川崎プラザ」
は、川崎市より平成18年8⽉にバリアフリー法に基づき認定を受けております。JR
川崎駅からの移動や施設内では段差や傾斜などがほぼ解消され、⾞椅⼦でも⾃由に
⾏動できる施設となっています。その5階にある劇場「プラザソル」。劇場専⽤の
多⽬的トイレも1室設置あり、⾝障者に配慮した環境で、多様な⽂化芸術に触れる
機会を創出します。

ギャラリートーク 〜⾦⼦版画の魅⼒を語る〜
公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/7/29 2018/7/29 千葉県 旭市

千葉県銚⼦市出⾝の版画家⾦⼦周次の作品を展⽰するギャラリー企画に合わせ、前
千葉県⽴美術館館⻑である⽥村俊雄⽒を講師に招き、⾦⼦版画の魅⼒を語るギャラ
リートークイベントを開催する。昭和期に活躍した地域の芸術家にスポットを当
て、⽇本美術の素晴らしさを再発⾒いただく。
版画等の美術作品は障害の有無や⾔語の壁を超える芸術である上に、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、障害があるお客様でも安⼼してご
鑑賞いただける。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い
る。

NANSO舞台芸術創造プロジェクト第21弾 県⺠参
加創作ミュージカル「ビリーバー」

千葉県南総⽂
化ホール

2019/3/10 2019/3/10 千葉県 館⼭市

参加される県⺠の⽅が約半年間の稽古と準備を重ねて⾏う。創作ミュージカルを通
して地域の⼈々が主体的かつ能動的に創作活動に取り組む基盤を作り、出演する⼈
のみならず、制作補助や制作進⾏、美術、⾐装といった制作スタッフとしての⼈材
の発掘、育成にも重点を置いて取り組んでいく。⾞椅⼦での観覧にも配慮し、障害
者の⽅にも気軽に楽しんでいただけるよう開催する。また、この事業は⼀般財団法
⼈地域創造の補助⾦を受けて⾏う公演である。

墨祭2018
特定⾮営利活
動法⼈ みん

な⼀書
2018/10/8 2018/10/8 宮城県 仙台市

上から⾒下ろすという⼀⾵変わった会場の利点を⽣かした、書や墨象、画などさま
ざまな墨のパフォーマンスを⾼校⽣、⼤学⽣、⼤⼈がステージで披露します。その
ステージ周りでは、作品や写真、ポスターの展⽰や、⽂房四宝（筆・墨・硯・紙）
を使った凧作りワークショップを⾏います。会場には、スロープやエレベーター等
が設定されており、⾞椅⼦の⽅でも参加しやすい場所で⾏います。

連凧〜笑み舞う〜 2019
特定⾮営利活
動法⼈ みん

な⼀書
2019/3/10 2019/3/10 宮城県 仙台市

全国、⼀部海外から集まった被災地への想いを込めた書画・作品を凧に託し、被災
地の空に展⽰します。⽩い凧に被災地に対する想いを託し、連凧にして被災地海岸
線の空に展⽰します。連凧を眺めることができる深沼海岸には、スロープが設置さ
れており、⾞椅⼦でご来場の⽅には、スタッフがご案内いたします。多くの⼈に被
災地に⾜を運んでもらい、復興の現状を直に感じてもらいます。

熊⾕和徳タップダンス公演

仙台市、公益
財団法⼈仙台
市市⺠⽂化事

業団

2018/7/22 2018/12/16 宮城県 仙台市

仙台出⾝のタップダンサー熊⾕和徳⽒のプレイベント及び公演を⾏います。7⽉22
⽇に開催するプレイベントは、仙台市内、中⼼市街地にあるカフェを会場にして、
若者を中⼼とした市⺠向けのカジュアルなダンスとトークイベントを⾏います。12
⽉15・16⽇の本公演では、世界的に活躍するキューバ出⾝のジャズミュージシャ
ンや仙台市内中学校吹奏楽部と共演します。
各会場は、エレベーター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が整っており、ま
た、本公演の会場は⾞椅⼦対応の座席もご⽤意しており、⾞椅⼦の⽅もご観覧いた
だける催しとなっています。

新潟花街茶屋

公益財団法⼈
新潟観光コン
ベンション協

会

2018/9/1 2018/12/15 新潟県 新潟市

京都・祇園、東京・新橋と並び称された新潟・古町の花柳界。約200年前の江⼾時
代、北前船の寄港地として訪れる⼈々を芸でもてなしたのが新潟古町芸妓でした。
この200年の伝統を誇る「古町芸妓の舞」を、⽇本遺産に認定されたかつての豪商
のお屋敷「旧齋藤家別邸」でご覧いただきます。芸妓さんとの写真撮影や、お座敷
遊びの体験もあり。

⻄区⼤農業まつり「すいかまつり」 新潟市 2018/7/7 2018/7/7 新潟県 新潟市

⻄区⼤農業まつり「すいかまつり」は、新潟市⻄区の特産品で本市の⾷と花の銘産
品である「新潟すいか」を広く紹介し消費拡⼤を図るとともに，⽣産者と消費者と
の交流を促進し，農業や農村への理解を深めていただくことを⽬的に，新潟市⻄区
とＪＡ新潟みらいが共催する⽇本の⾷⽂化の発信に関連するイベントです。会場で
は、障がい者⽤の駐⾞場を設けます。
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第11回千の⾵⾳楽祭
千の⾵⾳楽祭
実⾏委員会

2019/2/9 2019/2/9 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」を将来にわたって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
ライブを⾏います。

おおわらい狂⾔教室
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/10/18 2018/10/18 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、藤樹の
⾥⽂化芸術会館と共に当該事業を実施する。狂⾔のワークショップを開催し、若年
層が伝統芸能に親しむ機会を提供することで、幅広い世代の関⼼を⾼めるととも
に、次代の地域⽂化を担う⼈材の育成を図る。会場内には、多⽬的トイレや⾞いす
席が設置されている。

平和堂財団芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズ
vol.21 Peace with Music,Music with Pigeon
鳩の⾳楽会２０１８

公益財団法⼈ 
平和堂財団

2018/9/22 2018/9/22 滋賀県 彦根市

滋賀県の⽂化・芸術の振興を図るため、平和堂財団が助成した次世代を担う⾳楽部
⾨の新進演奏家たちに、⽇頃の活動の成果を発表する場を提供し、演奏者の芸術追
及への意欲の向上を図るとともに、広く県⺠に紹介する。
事業が開催される各施設は、バリアフリー機能を備えた施設も多く、様々な⽅々に
⾳楽会を楽しんでいただけるよう配慮している。

平和堂財団芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズ
vol.21 Peace with Music,Music with Pigeon
鳩の⾳楽会２０１８

公益財団法⼈ 
平和堂財団

2018/9/24 2018/9/24 滋賀県 ⼤津市

滋賀県の⽂化・芸術の振興を図るため、平和堂財団が助成した次世代を担う⾳楽部
⾨の新進演奏家たちに、⽇頃の活動の成果を発表する場を提供し、演奏者の芸術追
及への意欲の向上を図るとともに、広く県⺠に紹介する。
事業が開催される各施設は、バリアフリー機能を備えた施設も多く、様々な⽅々に
⾳楽会を楽しんでいただけるよう配慮している。

親⼦映画埼⽟県連絡会推奨映画の埼⽟県内での上
映会「校庭に東⾵吹いて」

親⼦映画埼⽟
県連絡会

2018/7/1 2018/7/1 埼⽟県 ⾏⽥市

⽇本、特に埼⽟県旧⼤宮市で1966年に始まり、県内はもとより、全国に広がった
親⼦映画上映運動を続けて、52年⽬を迎えます。会場は、⾞いすの参加など障がい
者の⽅も、気軽に参加できます。⽇本語字幕付き素材があれば、また積極的に活⽤
していきます。

親⼦映画埼⽟県連絡会推奨映画の埼⽟県内での上
映会「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけ
ん！」

親⼦映画埼⽟
県連絡会

2018/7/8 2018/7/8 埼⽟県 ⼾⽥市

⽇本、特に埼⽟県旧⼤宮市で1966年に始まり、県内はもとより、全国に広がった
親⼦映画上映運動を続けて、52年⽬を迎えます。会場は、⾞いすの参加など障がい
者の⽅も、気軽に参加できます。⽇本語字幕付き素材があれば、また積極的に活⽤
していきます。

親⼦映画埼⽟県連絡会推奨映画の埼⽟県内での上
映会「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけ
ん！」

親⼦映画埼⽟
県連絡会

2018/7/15 2018/7/15 埼⽟県
さいたま
市浦和区

⽇本、特に埼⽟県旧⼤宮市で1966年に始まり、県内はもとより、全国に広がった
親⼦映画上映運動を続けて、52年⽬を迎えます。会場は、⾞いすの参加など障がい
者の⽅も、気軽に参加できます。⽇本語字幕付き素材があれば、また積極的に活⽤
していきます。

親⼦映画埼⽟県連絡会推奨映画の埼⽟県内での上
映会「ブタがいた教室」

親⼦映画埼⽟
県連絡会

2018/7/22 2018/7/22 埼⽟県
さいたま
市中央区

⽇本、特に埼⽟県旧⼤宮市で1966年に始まり、県内はもとより、全国に広がった
親⼦映画上映運動を続けて、52年⽬を迎えます。会場は、⾞いすの参加など障がい
者の⽅も、気軽に参加できます。⽇本語字幕付き素材があれば、また積極的に活⽤
していきます。

親⼦映画埼⽟県連絡会推奨映画の埼⽟県内での上
映会「かいけつゾロリ ZZのひみつ」

親⼦映画埼⽟
県連絡会

2018/8/4 2018/8/4 埼⽟県 ⼩⿅野町

⽇本、特に埼⽟県旧⼤宮市で1966年に始まり、県内はもとより、全国に広がった
親⼦映画上映運動を続けて、52年⽬を迎えます。会場は、⾞いすの参加など障がい
者の⽅も、気軽に参加できます。⽇本語字幕付き素材があれば、また積極的に活⽤
していきます。

親⼦映画埼⽟県連絡会推奨映画の埼⽟県内での上
映会「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけ
ん！」

親⼦映画埼⽟
県連絡会

2018/10/13 2018/10/13 埼⽟県 吉川市

⽇本、特に埼⽟県旧⼤宮市で1966年に始まり、県内はもとより、全国に広がった
親⼦映画上映運動を続けて、52年⽬を迎えます。会場は、⾞いすの参加など障がい
者の⽅も、気軽に参加できます。⽇本語字幕付き素材があれば、また積極的に活⽤
していきます。

親⼦映画埼⽟県連絡会推奨映画の埼⽟県内での上
映会「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけ
ん！」

親⼦映画埼⽟
県連絡会

2018/10/20 2018/10/20 埼⽟県 志⽊市

⽇本、特に埼⽟県旧⼤宮市で1966年に始まり、県内はもとより、全国に広がった
親⼦映画上映運動を続けて、52年⽬を迎えます。会場は、⾞いすの参加など障がい
者の⽅も、気軽に参加できます。⽇本語字幕付き素材があれば、また積極的に活⽤
していきます。
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親⼦映画埼⽟県連絡会推奨映画の埼⽟県内での上
映会「かいけつゾロリ ZZのひみつ」

親⼦映画埼⽟
県連絡会

2018/11/4 2018/11/4 埼⽟県 熊⾕市

⽇本、特に埼⽟県旧⼤宮市で1966年に始まり、県内はもとより、全国に広がった
親⼦映画上映運動を続けて、52年⽬を迎えます。会場は、⾞いすの参加など障がい
者の⽅も、気軽に参加できます。⽇本語字幕付き素材があれば、また積極的に活⽤
していきます。

第14回 ベートーヴェン交響曲第九番演奏会(合
唱付）

飯能市 2018/12/16 2018/12/16 埼⽟県 飯能市
プロの指揮者、オーケストラ、ソリストとともに市⺠が合唱団員として参加して開
催する年末恒例の第九コンサート。会場はバリアフリー対応で⾞いす観覧席も確保
します。

第１４回 伝統芸能普及事業 能楽講座「触れて
みよう！能楽の世界」

公益財団法⼈
所沢市⽂化振

興事業団
2018/8/26 2018/8/26 埼⽟県 所沢市

所沢ミューズでは平成１７年度より⽇本の伝統芸能を気軽に鑑賞していただけるよ
う「触れてみよう！能楽の世界」を催し、今回で１４回⽬となります。能の解説や
能を鑑賞し、能楽への理解を深めていただく内容となっています。会場には⾞椅⼦
で鑑賞できるスペースを確保、障害者⽤駐⾞場、トイレ完備。総合案内で⾞椅⼦貸
し出しも⾏います。

アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ第22回定期
演奏会

公益財団法⼈
鴻巣市施設管

理公社
2018/10/5 2018/10/5 埼⽟県 鴻巣市

平成１２年１０⽉に鴻巣市が設⽴し、鴻巣市⽂化センター（クレアこうのす）をフ
ランチャイズとする弦楽合奏団「アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ」は、クラ
シック⾳楽を多くの⽅に聴いていただき、広く鴻巣を知っていただくとともに共に
⾼い芸術性を追求し、発信します。第２２回⽬となる本定期演奏会は第１部は早川
正昭：バロック⾵⽇本の四季を、第２部はL.V.ベートヴェン：交響曲第６番へ⻑調
「⽥園」をお送りします。当ホールは、障がい者⽤トイレや⾞イス席、専⽤駐⾞ス
ペースが完備されております。※未就学児不可

⽇中平和友好条約締結40周年記念事業 総合⽔墨画会 2018/10/23 2018/10/28 埼⽟県
さいたま
市浦和区

⽇中⽂化交流を深め、両国⺠の相互理解、相互尊敬、即ち友好親善関係に⽂化的強
い絆を築き、同時に東⽅特有の書画を継承及び新しい創造の促進にも役⽴つことを
図ります。
全⽇本47都道府県、全中国31省市特区からの書画作品の集中展⽰、無宗派の書画
芸術⼤交流。
⽔墨画及び関連芸術（篆刻・書道・⽇本画・岩彩・⽔彩・抽象作品・現代作品等）
の展⽰と交流。会場には障害者の⽅にも対応できるように⾞イスを確保。英語、中
国語対応ができる者が受付を⾏う。

第６４回所沢市⽂化祭総合フェスティバル
所沢市⽂化団

体連合会
2018/8/26 2018/8/26 埼⽟県 所沢市

所沢市⽂化祭（２３事業）のオープニングイベントとして、市⺠⽂化センター
ミューズマーキーホールにて、ゲスト公演、⽂化団体連合会加盟団体による演技発
表、呈茶、俳句・短歌展⽰、囲碁・将棋コーナーを実施。ホール内には⾞椅⼦席と
その介添者席を設け、障害者に配慮したイベントとしている。

狂⾔鑑賞会
狂⾔⼊間川を

観る会
2019/3/17 2019/3/17 埼⽟県 狭⼭市

世界⽂化遺産としての『能・狂⾔』を、⼈間国宝４世⼭本東次郎を師を宗主とする
⼭本家の狂⾔師による狂⾔鑑賞。狂⾔終了後、⼈間国宝⼭本東次郎による狂⾔の
話。狭⼭市障害者団体連絡会との連携を持ち、⾞いす利⽤者等肢体不⾃由の⽅々を
招待。

第14回復活！唐⼈揃いー朝鮮通信使ー多⽂化共
⽣・国際交流パレード

川越唐⼈揃い
パレード実⾏

委員会
2018/11/11 2018/11/11 埼⽟県 川越市

江⼾時代に川越氷川神社の祭礼（川越祭り）で⾏われていた朝鮮通信使の仮装⾏列
「唐⼈揃い」を再現し、通信使の⾐装を着た⼈々や楽隊などがパレードの中⼼とな
ります。その他、タイ⼈やベトナム⼈、フィリピン⼈のチーム、朝鮮学校の舞踊部
やアイヌのチーム、沖縄のエイサー、越中おわら節、ベリーダンスを踊るチーム、
和服や世界の⺠族⾐装を着た⼈たちなど、「多⽂化共⽣・国際交流」という趣旨に
そったさまざまなチームが参加し400名ほどで、川越・蓮馨寺を起点に｢蔵造りの街
並み」を楽しく賑やかにパレードします。パレード終了後には、蓮馨寺境内でパー
フォーマンスの交流会を⾏います。なお、ハングルのチラシも⽤意しています。

「彩の⾳」〜⾳楽で繋がる彩の国〜
特定⾮営利活
動法⼈⾳楽と

演劇
2018/11/1 2019/3/31 埼⽟県 川越市

｢トーチマイクが埼⽟（彩の国）を繋ぐ」アスリートをゲストに迎え､聖⽕をモチー
フにした”トーチマイク”をリレーして、五輪に⾒⽴てた県内5エリア（川越・⼤
宮・越⾕・川⼝・所沢）を繋ぐ。
「彩の⾳」に沸く市⺠の歓声と共に、両⼤会の機運が⾼まっていく。①⼩江⼾・川
越で、⽇本⽂化と異⽂化の交流をテーマに、和太⿎や篠笛の演奏、インドの⾳楽・
ジャズ等の共演。②⼤宮で、親⼦で楽しめるウクレレ教室のワークショップ。③越
⾕で、若⼿ミュージシャンを中⼼に、ポップス・ロックライブ。④川⼝で、バリア
フリーをテーマに、朗読x⽣演奏、ラップx⼿話等、障害の有無を問わず楽しむ。⑤
所沢で、オーケストラをバックに、テーマソングを披露。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

kawaguchi Art Project－
鋳物の街、川⼝を彩る絵本の世界－

ARTs 
Kawaguchi実

⾏委員会
2018/10/5 2018/10/31 埼⽟県 川⼝市

KawaguchiArtProjectでは、川⼝を代表する産業の歴史である「鋳物⼯場のキュー
ポラえんとつ」と絵本の物語との親和性を考え、「えんとつ街のプペル」という絵
本をテーマに、川⼝市内の⽂化施設、⽂化財、⽂化イベントを繋いで周遊できるイ
ベントを企画します。
⾃分たちで考え、⾃分たちの⼿で作り上げていくこと、そして価値観と⽂化を共有
し、多様性を持った⽂化交流を⽬指しています。⽂化・芸術による地域振興活動・
教育活動を軸に地域住⺠との芸術を通した交流の中で、新たな可能性を創出してゆ
くプロジェクトです。外国⼈向けの英語表記のパンフレット、ホームページを作成
します。会場にて通訳による案内ガイドをします。

未来を照らす！光の祭典

⼩川町商⼯会
⻘年部

創部50周年事
業実⾏委員会

2018/10/12 2018/10/14 埼⽟県 ⼩川町

町の伝統⼯芸品である和紙と建具、両分野の専⾨化が⼿掛けるランタンと⾏灯。町
内全⼩学⽣が和紙に⾃由創作する絵画と町の祭典七⼣祭りの象徴である⽵を融合し
た作品と福祉作業所において各⼈の可能性に合わせて作成された和紙素材を使った
作品。職⼈と商⼈の町で育まれた多様な⾷⽂化。⽇々の⽂化活動の発表の場として
のステージパーフォーマンス。新旧あわせた⼩川町の⽂化資源と創作活動を、町の
⽂化の源である⽔と緑の象徴として整備された会場、栃本親⽔公園に集結させ、未
来に向けて町の⽂化と歴史を継承していく想いを光の空間演出にのせて発信する祭
典を実施する。会場はバリアフリー対応。

アートフェスタ2018
アートフェス
タ実⾏委員会

2018/10/2 2018/12/28 埼⽟県 東松⼭市

世界中の動物が集まる埼⽟県こども動物⾃然公園において、⽇本の動物に焦点を当
てたアート作品の⼤きなかるたを制作、野外に展⽰します。作品制作に当たって
は、事前に中・⾼等学校の美術部及び障害者施設へ参加を呼びかけ、テーマをもと
にした共同制作を促します。また、会期中には来園者が参加して作る作品をアー
ティストのサポートにより実施します。このように本事業はアートを通じてあらゆ
る⼈々の参加、交流の機会を創出し、本県の⽂化資源を活かしてその魅⼒を世界に
発信するものです。これまで動物園内で⽇本の動物を主にとり上げた催しはなかっ
たため、アートという⾓度から「和」の⽣き物についてその魅⼒を再確認する機会
になると思います。会場はバリアフリー施設です。

外国⼈及び障がい者に向けた北本まつり多⾔語情
報発信及び体験ガイドツアー事業

特定⾮営利活
動法⼈

北本市観光協
会

2018/6/1 2018/12/31 埼⽟県 北本市

平成29年11⽉4⽇に開催された「北本まつり」にて、北本の⼤学⽣が、都内在住の
外国⼈留学⽣(友⼈）を対象に⾃主的に開催した体験ツアーが⾮常に好評であっ
た。平成30年ではまつりガイドボランティアグループの発⾜と、外国⼈と障がい者
を対象とした本格的な体験ガイドツアーを初めての試みとして実施する。
①体験ガイドツアーの実施開催⽇：11⽉3⽇(⼟）参加予定⼈数：40名（外国⼈・
障がい者）体験内容：⼭⾞のひきてや演奏
②ガイドボランティアグループの発⾜・育成と体験プログラムの作成。⾼校⽣と⼤
学⽣を中⼼とした、ガイドボランティアグループの発⾜と事前ワークショップを通
したボランティアスタッフの育成を⾏う。ガイドとして聴覚障がい者へ向けた⼿話
通訳者も準備し国・世代を超えてまつり⽂化を体験できるツアーを実施する。
③WEBサイトやチラシを活⽤した、多⾔語情報発信体験ガイドツアーの募集や北本
まつりの魅⼒を発信するために、多⾔語化したWEBサイトやチラシの作成を⾏う。
また、体験ｶﾞｲﾄﾞツアーの様⼦をWEBサイトなどで発信し、まつり⽂化の世界への
発信を⾏う。

さいたま⼦どもミュージカル第1回公演「あたた
かい⼼」

さいたま⼦ど
もミュージカ

ル
2018/9/9 2018/9/9 埼⽟県

さいたま
市浦和区

平成28年10⽉にさいたま市で発⾜し、埼⽟県在住の⼩学⽣から⾼校⽣の団員で構
成されたさいたま⼦どもミュージカルの第1回公演。愛と優しさと思いやりをテー
マにした、児童劇団「⼤きな夢」のオリジナル作品『あたたかい⼼』を発表。劇中
では、⼦どもたちがそれぞれのキャストになりきり、「あたたかい⼼」「ハッピー
2」などのオリジナル曲を歌と芝居、ダンスで表現します。⼼から湧き上がる喜び
や感動、努⼒して得られた達成感など演者はもちろんのこと、⾒ている⽅々へもお
伝えできる内容となっています。会場はバリアフリー対応施設です。

⼩学⽣絵画展in宮原駅2018

特定⾮営利活
動法⼈⼦ども
⽂化ステー

ション

2018/10/28 2018/11/30 埼⽟県
さいたま
市北区

テーマ「私たち・僕たちの夢」（A）東京2020オリンピック・パラリンピック(東
京2020⼤会）（B）ラグビーワールドカップ2019(ＲＷＣ2019)。⾃分の夢を、
（A）東京2020⼤会または（Ｂ）ＲＷＣ2019をテーマに⾃由に描いてください。
①さいたま市北区内の⼩学校（9校)を通して⼩学⽣から上記のテーマに沿った絵画
を募集する。②集まった絵画の選考会を実施し優秀作品・⼊選作品を定める。③⼊
選作品200点をJR宮原駅⻄⼝コンコースに⼀定期間展⽰する。④優秀作品20点を
「さいたまK１－ＴＡまつり」で表彰する。展⽰会場の宮原駅はバリアフリー対
応。展⽰には外国⼈の⽅にも案内する。

川越とつながる⽂化観光資源再発⾒事業
⼀般社団法⼈
川越織物市場

の会
2018/9/1 2018/12/31 埼⽟県 川越市

川越えの古⺠家を活⽤しての、連続学習懇談会。①「武蔵野」というドキュメンタ
リー映画を監督した原村政樹⽒を招いての学習懇談会。川越南部から所沢、三芳町
にかけての地域の「武蔵野の落ち葉堆肥農法」は、⼤都市圏で唯⼀の⽇本農業遺産
に認定されている。その農法は、⽕⼭灰⼟に厚く覆われ痩せた草地を豊かな農地に
変え、景観や⽣物多様性を育み、ひとつの⽂化を形成している。豊かな農村社会の
実態についてドキュメンタリーを撮った原村さんに、⾒えてきたものを語っていた
だく。②川越と相撲。川越北部には⽔⽥地帯が広がり、そこには荒川・⼊間川と
いった⼤きな河川が流れているが、そこの⼟は、⼤相撲の⼟俵に使⽤されている。
スポーツであるとともに⽂化事業でもある相撲について、相撲の研究家に、⼟俵に
使⽤されている⼟などをみながら、語っていただく。公演参加者に英語での説明を
実施。
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みんなで紡ぐファッションライブ
-障害者アート展・コンサートをとおして-

NPO法⼈織の
⾳アート・福

祉協会
2018/12/13 2018/12/19 埼⽟県

さいたま
市

①第11回織っこたちのゼロ展。（内容）知的障害者による⼿織り作品展・絹の⽷・
繭細⼯作品・創作作品②織りフラワー及びシルクフラワー(織の⾳⼿織り研究会)③
特別展：地域のアーティストによる作品展④第10回織の⾳コンサート。12⽉15⽇
(⼟)13:00〜16:00。（内容）⼿織りによるファッションショー。地域福祉活動に
取り組んでいる団体によるパフォーマンス。今回は障害者アート及び⽇本伝統⽂化
にふれあう機会を提供し、国内外発信。障害の有無を問わず地域交流及び国際交流
の機会を提供する。

兜太（壺春堂）で町、おこし、後世に伝える⽂化
プログラム事業

兜太・産⼟の
会

2018/7/1 2019/3/31 埼⽟県 皆野町

①⼦供を対象に皆野町(8基)及び⻑瀞町(4基)にある句碑巡りを⾏う。(年間4回を予
定)。8/11、9/22、11/23、2/11②句碑巡りを中⼼に、英語対応等、質の⾼いガ
イドを養成していく。上記の⽇程で事前研修あり。③壺春堂を保存、活⽤し、町の
シンボルにしていく。ワークショップ隔⽉で予定。(句碑巡りのコースに⼊れて公
開も)④俳句⽂化を地元の⼦ども達に根付かせ、俳句の町皆野を⾃慢できる産⼟の
地にする。(⼩中⾼等学校との連携)メンバーに皆野中学校の新井淑則先⽣がいる。
視覚障碍者等への情報保障、ガイドヘルプあり。

「みんなみなの ノスタルジア」⾥枝⼦さんとヨ
シノリ先⽣のトーク＆平曲と越後瞽⼥（ごぜ）唄
ライブ

みなの（皆
野）⻑瀞探検

隊
2018/9/1 2018/9/1 埼⽟県

秩⽗郡皆
野町

第⼀部：広沢⾥枝⼦さんと荒井淑則さんのトーク、第⼆部：平曲と越後瞽⼥唄のラ
イブ。広沢⾥枝⼦さんは当時皆野町にあった⼤同コンクリートに⽗親が赴任するた
めに、家族で皆野町にやって来て、皆野⼩学校で三年間を過ごしております。当時
から⽬の病気があり、現在盲導⽝ジャスミンを利⽤しています。新井淑則先⽣は、
盲導⽝リルを利⽤している皆野中学校の教員。淑則先⽣の姉と広沢さんが同級⽣の
縁もあり、40年ぶりに故郷を訪ねました。⼆⼈のトークショーで、50年前の皆野
町を語ります。また、後半は、淑則先⽣が琵琶で平曲を、広沢さんは三味線で越後
瞽⼥唄を演奏していただきます。視覚障碍者に対しては資料の読み上げ、ガイドヘ
ルプを⾏います。

うたって、おどって、ミュージカル体験！
NPO法⼈⼦ど
も広場草加お

やこ劇場
2018/8/3 2018/8/3 埼⽟県 草加市

幼児親⼦、⼩学校を対象に、ミュージカルのワークショップを開催。まずは、参加
者同⼠、ゲームなどを通し、コミュニケーションをとりながら相⼿を知る。その
後、グループに分かれて、オリジナルな物語をつくり、最後に発表する。体を動か
しながらダンスの楽しみ、話し合いをすることで、チームで創造する⼤切さを知
る。講師としてイッツフォーリーズより3名の役者さんを迎える。⾞椅⼦の⽅も参
加可能。

ママさんブラス 埼⽟たまぴよ隊 第11回ファ
ミリーコンサート

埼⽟たまぴよ
隊

2018/12/23 2018/12/23 埼⽟県
さいたま
市⼤宮区

埼⽟県内在住の吹奏楽を愛好する⼦育て中の⼥性を中⼼とした吹奏楽団で、主にさ
いたま市内で活動し、⼩学校、幼稚園、保育園などへの訪問演奏、その他、公共施
設、地域のイベントなどでも演奏活動をしています。また、1年半に⼀回、⼊場無
料の⾃主コンサートを⾏い、⾳楽⾯での向上を図るとともに、普段⽣演奏を聴く機
会の少ない⼩さなお⼦様連れのご家族でも気軽に⾳楽を楽しんでいただけるように
演出も⼯夫をしています。今回の第11回ファミリーコンサートは♪おとでかざろう
クリスマスツリー♪と題しまして、クリスマスの曲をはじめとし、吹奏楽の名曲、
アニメーションの曲、懐かしのポップス、クラシック曲など、⾚ちゃんから⼤⼈ま
で楽しんでいただけるプログラムとなっております。クリスマス前のひととき、私
たちさいたまたまぴよ隊と⼀緒に過ごしませんか？市⺠会館おおみやでお待ちして
おります。♪⼊場無料♪⾞椅⼦席完備♪授乳、おむつ替えコーナー完備♪曲名（・
春の猟⽝・美⼥と野獣・となりのトトロ〜コンサート・バンドのためのセレクショ
ン・ドラえもん・名探偵コナンメインテーマ…他）♪

メルト 地域住⺠のためのシーズンコンサート 
（フルート＆ハープ ファンタスティックハーモ
ニー）

公益財団法⼈
川越市施設管

理公社
2019/1/12 2019/1/12 埼⽟県 川越市

平成26年度から実施している本公演は、各地で地道に活躍しているフルーティスト
の新原輝美、ハープの千⽥悦⼦を出演者として、普段聴く機会が少ないフルートと
ハープの共演で、多くの市⺠の⽅々に喜んでいただけるよう実施します。川越⻄⽂
化会館では、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。

メルトコンサート ⽵澤恭⼦ヴァイオリン・リサ
イタル

公益財団法⼈
川越市施設管

理公社
2018/11/4 2018/11/4 埼⽟県 川越市

第26回⽬をむかえる本公演は、デビューから３０年、世界の第⼀線で活躍し続ける
ヴァイオリニストの⽵澤恭⼦のコンサートで、多くの市⺠の⽅々に喜んでいただけ
るよう実施します。川越⻄⽂化会館では、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。

⾼⽥博厚展2018
東松⼭市教育

委員会
2018/10/25 2018/11/18 埼⽟県 東松⼭市

平成２９年に寄贈を受けた鎌倉市稲村ガ崎の⾼⽥博厚アトリエに残されていた作品
や遺品を展⽰し１１⽉２〜４⽇に開催する⽇本スリーデーマーチの期間中に全世界
から集まるウォーカーを中⼼に⼀般の⽅に向け彫刻家「⾼⽥博厚」をアピールする
ことを⽬的とした事業。会場はバリアフリーで⾞椅⼦の⽅も観覧できます。

⾼⽥博厚展2018特別講演会
東松⼭市教育

委員会
2018/11/11 2018/11/11 埼⽟県 東松⼭市

彫刻家・⾼⽥博厚が⼊居していたフランス、ライ・レ・ローズのアトリエを受け継
いだ洋画家・野⾒⼭暁治⽒が、⽣前の⾼⽥博厚との間のエピソードなどを交えた講
演を⾏う。会場はバリアフリーで⾞椅⼦の⽅も観覧できます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ひがしまつやま芸術祭2018
公益財団法⼈
東松⼭⽂化ま
ちづくり公社

2018/9/1 2019/1/31 埼⽟県 東松⼭市

ひがしまつやま芸術祭、6年⽬の取組み。テーマは「つなぎ」。
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6年⽬を迎えま
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。”つなぎ”をテーマに、芸術祭参加団体の交流を⽬的とした
当財団主催の新春ひがしまつやま第九演奏会、東松⼭美術展も開催。障がい者が制
作した作品の出展等、期間中のイベントには、⾼齢者、障がい者も積極的に参加
し、共に創りあげる芸術祭を⽬指しています。会場の多くはバリアフリー対応施設
で、⾞椅⼦の⽅も観覧いただけます。

⻄尾維新⼤辞展〜京都篇〜
京都⽂化博物

館
2018/7/7 2018/9/17 京都府 京都市

⻄尾維新史上、”最京”の⼀冊
「京都の⼆⼗歳」としてデビューし、昨年作家業⼗五周年を迎えた⻄尾維新の展覧
会『⻄尾維新⼤辞展〜京都篇〜』が、7/7（⼟）から9/17（⽉・祝）まで京都⽂化
博物館にて開催！京都が舞台のひとつとなっている戯⾔シリーズをはじめ、〈物
語〉シリーズ、忘却探偵シリーズを中⼼に⻄尾維新の世界を紹介する本展では、か
つてない”広⼤な辞書空間”となった会場を舞台に、作品に登場する数々の名⽂や、
装画・アニメーション原画や動画を展⽰。さらに初公開となる「書き下ろし⼩
説」、⻄尾維新の世界を五感で味わえる「体験型展⽰」など、様々な⽅法で⻄尾維
新を紹介する。そして、東京にはじまり⼤阪、岡⼭、名古屋、福岡と全国開催され
た本展はいよいよ京都の地でファイナルを迎えることとなる。各地で⼤評判であっ
た⻄尾維新による脚本を豪華声優陣がナレーションするキャラクター⾳声ガイドは
もちろん、その⾳声ガイドをつとめた声優や、⻄尾維新アニメプロジェクトスタッ
フによるトークショーなどのイベントや、当館１階の江⼾時代末期の京の町家の表
構えを復元した「ろうじ店舗」でのコラボカフェ、描き下ろしイラストを使⽤した
展覧会オリジナルグッズなど「〜京都篇〜」ならではの展開も⽬⽩押し。
「⻄尾維新⼤辞展」がパワーアップし、⻄尾維新史上”最広”で”最京”の⼀冊をぜひ
お楽しみください。

夏休み芸術体験教室

京都市，公益
財団法⼈京都
市芸術⽂化協

会

2018/7/22 2018/8/11 京都府 京都市

京都市及び公益財団法⼈京都市芸術⽂化協会では，⼩，中学⽣や⾼校⽣を対象に，
⽇本の伝統芸能や⾳楽を楽しみながら学んでいただける「夏休み芸術体験教室」を
開催します。
保護者の⽅については，⼦どもたちが体験する姿をお近くで御覧いただけます。
また，最終回では，体験教室の成果を，邦楽及び邦舞は京都芸術センターで，能楽
は⼤江能楽堂でそれぞれ発表する予定です。申込制（申込⽅法の詳細は，京都芸術
センターＨＰ（以下ＵＲＬ）をご覧ください。）
邦楽教室：７⽉２２⽇（⽇），２８⽇（⼟），２９⽇（⽇），８⽉４⽇（⼟），５
⽇（⽇）全５回＜発表会＞８⽉１１⽇（⼟）邦舞教室：７⽉２８⽇（⼟），２９⽇
（⽇），８⽉４⽇（⼟），５⽇（⽇）全４回＜発表会＞８⽉１１⽇（⼟）
能楽教室：７⽉２４⽇（⽕），２５⽇（⽔），２６⽇（⽊），３１⽇（⽕），８⽉
１⽇（⽔）全５回＜発表会＞８⽉２⽇（⽊）

⼤京都 2018 in 京⽥辺
京都：Re-

Search実⾏委
員会

2018/7/6 2018/7/16 京都府  京⽥辺市

「京都：Re-Search2017in京⽥辺」のリサーチをもとに、地域の新しいアートド
キュメント作品を制作・発表。2017年度の参加アーティストから3名と、講師をゲ
ストアーティストに迎え、約2ヶ⽉間におよぶ潜在制作と、そのプロセス・作品を
京⽥辺市内各所で公開し、発表。⾔語対応

京⽥辺「第九」コンサート２０１８
京⽥辺「第

九」コンサー
ト実⾏委員会

2018/10/28 2018/10/28 京都府  京⽥辺市

京⽥辺の地に同志社⼤学、同志社⼥⼦⼤学が開設されて30年余り、地域・学校連携
を⽬指し⽂化、スポーツの振興により交流がなされてきました。その⼀環として
2012年に京⽥辺市⺠と同志社⼥⼦⼤学との連携で『京⽥辺「第九」コンサート』
を開催。そして隔年開催して今回4回⽬の『京⽥辺「第九」コンサート２０１８』
を開催します。市⺠合唱団150名、同志社⼥⼦⼤学⾳楽学部オーケストラ100名の
出演による演奏会で⼤学のある街、京⽥辺市の⽂化芸術活動の活性化と豊かな地位
社会の発展を⽬指します。⾔語対応

岐⾩県障がい者芸術教室 tomoniワークショッ
プNEST 〜暑い夏、ワクワクしよう！〜

（公財）岐⾩
県教育⽂化財

団
2018/8/5 2018/9/2 岐⾩県 岐⾩市

「障がい者の⽂化芸術活動の拠点」である、ぎふ清流⽂化プラザにおいて、（⼀
財）岐⾩県⾝体障害者福祉協会が主催するワークショップ「描くをあそぶ」を⾏
い、障がいのある⽅などの参加者が作った作品をその場で展⽰します。参加者が交
流しながら、作品制作を⾏い、展⽰機会の創出となります。なお、会場である⽂化
芸術県⺠ギャラリーは、バリアフリーとなっており、⾞椅⼦の⽅でも気軽にご覧い
ただけます。

すごい！ORIGAMI展
勝央美術⽂学

館
2018/7/21 2018/9/9 岡⼭県

勝⽥郡勝
央町

⽇本折紙協会員の⼭⼝真⽒ら世界的に活躍するプロの折り紙作家の超絶技巧で制作
された折り紙作品を展⽰紹介。また、ワークショップを開催し、⽇本の伝統⽂化で
ある折り紙の素晴らしさや⾯⽩さを、夏休みやシルバーウイークの期間を利⽤し、
ご家族で「体感」していただく展覧会。すごい！ORIGAMI作品約100点あまりを展
⽰紹介する。

和気ものづくりフェスタ2018
和気ものづく
りフェスタ実

⾏委員会
2018/9/29 2018/9/30 岡⼭県

和気郡和
気町

①ものづくり作家の展⽰・販売60展
②ものづくり作家によるワークショップ20名
③チャリティ・オークション
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場所

（県）
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（市区町村）
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第70回⻄⽇本川柳⼤会 ⼸削川柳社 2018/10/14 2018/10/14 岡⼭県
久⽶郡久
⽶南町

⻄⽇本最⼤級の川柳⼤会であり、岡⼭県内外より柳⼈をはじめ⼀般及び⼩中学⽣の
参加がある。川柳の作句を通じて交流を深め互いの資質向上を図る⽂化活動を推進
する。事前投句及びジュニア部⾨への参加も増加しつつあり、⼦どもたちへの教育
的感性を⾼めることにも寄与していく。本年は第70回記念⼤会として、実施する。

第5６回岡⼭市芸術祭
岡⼭市芸術祭
実⾏委員会

2018/9/29 2018/12/31 岡⼭県
岡⼭市北

区

⽂化団体や市⺠グループが⽇頃の⽂化活動の成果を発表し、多くの市⺠が鑑賞・参
加することを通じて、⽇常⽣活の中で気軽に芸術⽂化に触れることができる豊かで
⽂化的な環境づくりを進めるとともに、芸術⽂化活動への参加を奨励する。また、
市⺠協働により先進的で優れた⽂化事業を企画し、実施することにより、岡⼭らし
い芸術⽂化を創造し、全国に向けて発信する。

岡⼭県⽴美術館開館30周年記念展 県美コネク
ション

岡⼭県⽴美術
館

2018/4/20 2018/7/1 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭県⽴美術館は昭和63（1988）年、瀬⼾⼤橋、岡⼭空港とともに岡⼭県の⼤型
プロジェクトの⼀つとして開館しました。県⽴であることの意味を鑑み、常に”岡
⼭ゆかり”を念頭に活動してきました。このたび開館30年の節⽬を迎えるにあたり
【ゆかり＝つながり＝コネクト】をキーワードに、全館を使⽤してこれまで培って
きた「ひと・もの・こと」を収蔵作品とともにさまざまな関連事業を⾏うことでご
紹介します。”岡⼭ゆかり”であることがいかに豊かな⽂化を内包するものである
か、改めてお気づきいただけることでしょう。

岡⼭後楽園で能をたのしむ会
公益財団法⼈
岡⼭県郷⼟⽂

化財団
2018/10/6 2018/10/6 岡⼭県

岡⼭市北
区

古典芸能の精華である能を初めての⽅にもわかりやすいように解説付きで鑑賞して
いただくことで、より多くの⽅に親しんでもらうことと、岡⼭で能を志しておられ
る⽅に由緒ある岡⼭後楽園能舞台に⽴つ機会を提供することで、岡⼭の能が⼀層盛
んになることを願うものである。

第60回 養和書道院展
公益社団法⼈ 
養和書道院

2018/10/9 2018/10/14 岡⼭県
岡⼭市北

区

養和書道院会員の作品を展⽰する本院最⼤の展⽰会事業であり、書道芸術の昂揚に
努めている。漢字・かな。漢字かな交じり⽂・篆刻・少字数・臨書等あらゆる書作
品を約200点陳列する。

第58回 ⻄⽇展
公益社団法⼈ 
養和書道院

2018/10/9 2018/10/14 岡⼭県
岡⼭市北

区

広く書道芸術の普及に努め、新⼈の育成と発掘を⽬的として、全国から公募するも
のです。漢字・かな。漢字かな交じり⽂・篆刻・少字数・臨書等あらゆる書作品を
陳列する。

ヲクツポイント2018
ヲクツポイン
ト実⾏委員会

2018/7/21 2018/7/29 岡⼭県 鏡野町

アーティストの⼤⾕俊⼀が鏡野町奥津地区に滞在し、地域の営みや歴史を物語る特
別な場所を「ヲクツポイント」と命名し、その場所の特質を浮かび上がらせる取り
組みを作品として制作する。いくつかのヲクツポイントでは、作品展⽰、ワーク
ショップ、コンサートなどを⾏う。また、地域住⺠が関連事業として史跡巡りやマ
ルシェなど、地域の魅⼒を伝える様々なイベントを展開する。

津島やよいまつり
岡⼭県古代吉
備⽂化財セン

ター
2018/10/27 2018/10/28 岡⼭県

岡⼭市北
区

（1）古代体験：⽕起こし、勾⽟作り、古代⽶の収穫、籾すり、⼟器パズルを⽤い
ての復元体験
（2）展⽰⾒学等（遺跡＆スポーツミュージアム・津島やよい広場）
遺跡＆スポーツミュージアムの展⽰解説、復元住居・建物等の説明・案内、会場内
でのクイズラリー

平成30年度岡⼭県芸術⽂化育成・⽀援事業「⽩
⽯島 織る！」

特定⾮営利活
動法⼈ハート
アートリンク

2018/8/10 2018/8/19 岡⼭県 笠岡市

現代アーティスト柳楽晃太郎が、⽩⽯島で作られた⽷や島に伝わる機織り機、島の
暮らしや伝統⾏事と接することから発想し表現します。また、北⽊島在住の吉川寿
⼈による島の⼈々の⽇常やかつての暮らしのドキュメント映像、バリ舞踊家⼩⾕野
哲郎らによるリズムと舞踊とのコラボレーションなどにより、島の時空や個性豊か
な島⺠の存在を可視化していきます。

ポーラ美術館コレクション モネ・ルノワールか
らピカソまで

岡⼭県⽴美術
館

2018/7/6 2018/8/26 岡⼭県
岡⼭市北

区

2002年、箱根に開館したポーラ美術館は、国内屈指の充実した⻄洋絵画コレク
ションを誇ることで知られています。本展では、そのコレクションの中から、特に
⼈気の⾼い印象派を代表するモネ、ルノワールをはじめ、ポスト印象派のセザンヌ
やゴーガン、フォーヴィスム（野獣派）のマティス、さらにはキュビスムのピカソ
といった巨匠たちによる作品72点をご紹介し、個性豊かな作品群が織りなす豊潤な
フランス近代絵画の魅⼒に迫ります。
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⽣きてゐる⼭⽔ 蘆⼭をのぞむ古今のまなざし
岡⼭県⽴美術

館
2018/8/31 2018/9/30 岡⼭県

岡⼭市北
区

⽟澗《廬⼭図》（重要⽂化財）は、当館のコレクションを代表する⽔墨の名品で
す。また、廬⼭の位置する江⻄省と岡⼭県は、1992年に友好提携を結び交流が続
いています。本展では、陶淵明や李⽩の名詩、「⻁渓三笑」の故事でも名⾼い廬⼭
に着⽬し、中国の宋・元時代から⽇本の近世にかけての名品に現代作家・⼭部泰司
（1958年岡⼭県⽣まれ）による新たな⾵景表現の視点を加え、時を越えて⽣き続
ける「⼭⽔画」の真髄を探ります。

クラシック・ヨコハマ2018 横浜市 2018/10/31 2019/1/31 神奈川県 横浜市

若⼿演奏家によるクラシック⾳楽のコンサートシリーズです。世界で活躍できる演
奏家を多数輩出し、⽇本のクラシック⾳楽⽂化を世界に発信している全⽇本学⽣⾳
楽コンクール全国⼤会を核に、⾝近な会場で良質な⾳楽をお届けするコンサートを
開催します。出演者が施設に訪問し、障害者や⾼齢者を対象にしたコンサートも開
催します。
１第72回全⽇本学⽣⾳楽コンクール全国⼤会in横浜（平成30年11⽉29⽇〜12⽉５
⽇）
２スペシャル・セレクション（３会場３公演）：コンサートホールで開催する本格
的なコンサートシリーズ
３アットホーム・コレクション（18会場25公演、ワークショップ１件）
：コンクール出⾝者や横浜ゆかりの若⼿演奏家が、市⺠にとって⾝近な場所でコン
サートに出演
４フレンズ・コレクション（約80公演）：市内⽂化施設等との連携

第23回⽇中書画篆刻交流展＜公募＞
⽇中書画篆刻

交流会
2018/9/19 2018/9/24 愛知県

名古屋市
東区

愛知県を中⼼として東海三県の書道家・画家その所属流派を超えて集い、毎年秋に
展⽰会を続けています。第23回⽇中書画篆刻交流展＜公募＞はさらに充実して開催
します。中国南京の作家訪⽇団も参加を予定しています。⽇本のかな書、⽇本画な
どの作品を紹介する機会を得ています。新⼈出品も毎年多く、県⺠の⽂化芸術の振
興を担う活動をしています。今年は、⽇中両国の作家の書画篆刻作品合わせて100
点を展⽰予定をしています。展⽰中、中堅の書・画家の独創的、個性的な作品が関
⼼を集め、研究会、講習会、揮毫会を開催し、創作意欲、創作芸術を⾼め、⽇本の
伝統⽂化の発展に寄与しています。また、会場はバリアフリーのため⾞いすのかた
でもゆったりと作品を鑑賞することができ、中国語通訳者も常時おりますので丁寧
な作品説明ができると思います。

⽇中平和条約締結40周年記念ー⽇中友好書画展
＜公募＞

⽇中書画篆刻
交流会

2018/10/10 2018/10/14 愛知県
名古屋市
瑞穂区

愛知県を中⼼として東海三県の書道家・画家その所属流派を超えて集い、毎年秋に
展⽰会を続けています。今年は⽇中平和友好条約締結40周年記念にあたり、中国上
海の作家訪⽇団も参加を予定しています。⽇本のかな書、⽇本画などの作品を紹介
する機会を得ています。新⼈出品も毎年多く、県⺠の⽂化芸術の振興を担う活動を
しています。今年は、⽇中両国の作家の書画篆刻作品合わせて100点を展⽰予定を
しています。展⽰中、中堅の書・画家の独創的、個性的な作品が関⼼を集め、研究
会、講習会、揮毫会を開催し、創作意欲、創作芸術を⾼め、⽇本の伝統⽂化の発展
に寄与しています。また、会場はバリアフリーのため⾞いすのかたでもゆったりと
作品を鑑賞することができ、中国語通訳者も常時おりますので丁寧な作品説明がで
きると思います。

特別展「⽇本画家 ⽊村光宏 〜⼭紫⽔明を描く
〜 」

公益財団法⼈ 
古川知⾜会

2018/10/20 2018/12/16 愛知県
名古屋市
千種区

⽇本には万年の雪を頂き優美な姿でそびえたつ⼭々、美しく煌めく海に浮かぶ⼤⼩
の島々、紅葉に彩られた美しき錦のような森や湖があります。そんな四季折々に変
化し、繰り広げられる⾃然の美しきドラマを写しとる⾵景画家・⽊村光宏。⽇本画
の岩絵具の美しさを⽣かし、⼤画⾯に雄⼤な⾃然を描いた作品は⽊村独⾃の世界で
す。本展は国⽴公園シリーズや、故郷の信州を描いた作品を中⼼に、⽊村光宏が描
き出した美しき⽇本の⾵景を紹介します。⽇本が誇る⾃然美を⽇本画で描きとめた
作品をお楽しみ下さい。
なお、施設はスロープやエレベーターが整備され、展⽰スペースは⾞椅⼦利⽤者な
ど、どなたでも⾒学しやすい展⽰レイアウトに⼼掛けます。

斎藤茂吉記念館開館５０周年記念「収蔵資料」展

公益財団法⼈斎藤
茂吉記念館、公益
財団法⼈⼭形県⽣
涯学習⽂化財団、

⼭形県

2018/9/1 2019/3/31 ⼭形県 上⼭市

斎藤茂吉記念館開館５０周年記念式典当⽇を会期初⽇に合わせ、常設展⽰室内の展
⽰資料に関連しながら、記念館の主要収蔵品を最⼤限活⽤し実施する特別展。⼭形
県が⽣んだ偉⼤な歌⼈・斎藤茂吉をより深く知ることで、地域⽂化の素晴らしさを
再認識し、国内外へ発信する。
会場となる斎藤茂吉記念館は、多⽬的トイレや⾞いす⽤のスロープなどを完備して
おり、障がい者も参加しやすい取り組みである。

斎藤茂吉記念館講座事業 第１４回定例歌会

公益財団法⼈斎藤
茂吉記念館、公益
財団法⼈⼭形県⽣
涯学習⽂化財団、

⼭形県

2018/11/11 2018/11/11 ⼭形県 上⼭市

斎藤茂吉記念館諸事業の周知・誘客と短歌実作の向上を⽬的に、超結社の歌会形式
による定期的歌会を開催。⽇本歌⼈クラブ前会⻑の秋葉四郎館⻑が総評指導を⾏
い、⽇本⽂学（短歌）の振興と発信を図る。
会場となる斎藤茂吉記念館は、多⽬的トイレや⾞いす⽤のスロープなどを完備して
おり、障がい者も参加しやすい取り組みである。
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寄贈50周年記念 ⻑⾕川コレクション展

公益財団法⼈⼭形
美術館、株式会社
⼭形新聞、⼭形放
送株式会社、公益
財団法⼈⼭形県⽣
涯学習⽂化財団、
⼭形県、⼭形市

2018/12/6 2019/1/27 ⼭形県 ⼭形市

1968年に⼭形銀⾏の⻑⾕川吉郎会⻑(当時)より同家歴代が収集した美術品が寄贈さ
れてから50年になることを記念して開催する展覧会。重要⽂化財「奥の細道図屏
⾵」をはじめ、江⼾から明治にかけて、狩野派、⽂⼈画、円⼭四条派を系統的にた
どることのできる充実したコレクションの中から名品を選りすぐって展⽰し、⽇本
美術の魅⼒を国内外に発信する。
会場の⼭形美術館は障がい者⽤駐⾞場・⾞いす⽤スロープ・多⽬的トイレなどが整
備されており障がい者も参加しやすい取り組みであるとともに、英語対応のＨＰに
て情報発信を⾏うなど外国⼈も参加しやすい取り組みである。

第53回 ⼭形県写真展

公益財団法⼈⼭形
美術館、⼭形県写
真連盟、株式会社
⼭形新聞、⼭形放
送株式会社、公益
財団法⼈⼭形県⽣
涯学習⽂化財団、
⼭形県、⼭形市

2019/2/21 2019/3/24 ⼭形県 ⼭形市

⼭形県内の写真愛好家に作品発表の場を提供するとともに、相互の交流と写真技術
のレベルアップを図ることを⽬的とした公募展。県内各地から広く公募された作品
を、⽇本を代表する著名な写真家が審査し表彰する。県⺠の⽂化活動の振興を図
り、写真⽂化の魅⼒を広く発信する。
会場の⼭形美術館は障がい者⽤駐⾞場・⾞いす⽤スロープ・多⽬的トイレなどが整
備されており障がい者も参加しやすい取り組みであるとともに、英語対応のＨＰに
て情報発信を⾏うなど外国⼈も参加しやすい取り組みである。

モーツァルト／歌劇「魔笛」

公益財団法⼈⼭形
県⽣涯学習⽂化財
団、新庄市⺠⽂化

会館、⼭形県

2019/3/17 2019/3/17 ⼭形県 新庄市

⼭形県を拠点にに４５年超に亘り地域の⾳楽⽂化を牽引してきたプロオーケスト
ラ・⼭形交響楽団と、⼭形オペラ協会によるオペラを実施する。本県の⾳楽⽂化の
振興に中⼼的役割を果たしている⼭形交響楽団と、⼭形オペラ協会との共演で、オ
ペラ初⼼者の⽅にも楽しんでいただける。オペラ⼊⾨編として親しみやすい構成と
なっており、本県の⾳楽⽂化の素晴らしさを国内外に発信する。
会場の新庄市⺠⽂化会館には、多⽬的トイレや⾞いすの⽅のためのスロープ、鑑賞
スペース等が整備されており、障害者の⽅も楽しめる企画である。

平成30年度県⺠協働企画事業「流星⾳」岡⽥兄
弟コンサート2018

滋賀県⽴⽂化
産業交流会館

2018/9/23 2018/11/11 滋賀県 ⽶原市

県⺠と共に⽂化・芸術事業を実施していくために、県⺠から⼀般公募した事業提案
を実施している中で、地元⽶原市出⾝の兄弟ボーカルグループが参加者の思いを込
めた「みんなのびわ湖ソング」を制作して鑑賞する、ワークショップとコンサート
を連動した事業を開催。
出演者：岡⽥兄弟（岡⽥健太郎…ピアノ･歌、岡⽥和宏…ギター･歌、岡⽥通利…打
楽器・歌）
コンサートプログラム／HELP!、夜空ノムコウ、誰も寝てはならぬ、流星⾳、拝啓
ジョニー、ぼくの学校、びわ湖ソングほか
●ワークショップ9⽉23⽇（⽇）13:30~15:30コンサート11⽉11⽇（⽇）14時
00分開演（13時30分開場）
障害者・外国⼈に関わらず、⾳楽に興味がある⽅々に体験・鑑賞して頂けます。コ
ンサート会場は、バリアフリーになっています。

海外に向けた情報発信
東武鉄道株式

会社
2018/7/1 2019/6/30 東京都 墨⽥区

東武鉄道沿線地域および東武グループ施設に関する情報を海外向けに配信する。弊
社では海外拠点として台北⽀社を設置しているほか、アメリカ、イギリス、オース
トラリア、パリ、中国、ASEANにPR業務を委託している代理店を設置している。
これらの海外拠点を活⽤して、⽉1回を⽬安に、沿線の観光情報をまとめたニュー
スレターを海外の旅⾏会社やメディア向けに配信する。また、⽇光や川越などの沿
線地域について、多⾔語パンフレットの整備等も⾏う。多⾔語で観光情報を発信す
ることにより、外国⼈の旅マエ、旅ナカでの情報収集に役⽴てていただき、安⼼し
て訪⽇旅⾏を楽しんでいただける⼀助となる。

acosta!@池袋サンシャインシティ
株式会社ハコ

スタ
2018/9/22 2018/9/23 東京都 豊島区

弊社では、豊島区にご協⼒頂き、2014年3⽉からコスプレイベントacosta!（アコ
スタ）を毎⽉開催している。
アニメ好きの⼥性の聖地「⼄⼥ロード」を中⼼とし、実際の池袋の街並みを背景に
してコスプレの写真撮影や街中を回遊できる事が⼤きな特徴となっている。
2020年に向けて、イベントを通じ、池袋の活性化を図る他、⽇本のポップカル
チャーであるコスプレの魅⼒を広めていく。イベント参加者に配布しているMAPは
英語にも対応し、外国⼈の参加者も増えている。

①東京味わいフェスタ2018
②東京味わいフェスタ2018 in 臨海副都⼼

東京都産業労
働局

2018/9/21 2018/10/7 東京都
①千代⽥

区
②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⾳楽ライブ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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平成３０年度  吉崎建⽴記念⽇ 夏休み⼤研究 
君も地学博⼠！！

ジャポニスム
振興会

2018/7/28 2018/8/31 福井県 あわら市

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です。会場内は、座席可動式で、⾞いすの⽅に配慮したレイ
アウトになっています。
夏休み中の⼦供たちに対し、歴史と⾃然を感じられる機会を提供し、夏休みの⾃由
研究に絡めた地学実習会を開催します。
同時に、北陸精神⽂化の礎を築いた歴史的偉⼈蓮如上⼈を紹介し、北陸の歴史を学
びます。

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２０１８」

⼭形県芸術⽂
化協会

2018/9/9 2018/9/9 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3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、舞楽、洋舞、
⺠舞、洋楽等計7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。

第67回神奈川⽂化賞・スポーツ賞贈呈式
神奈川県、神
奈川新聞社

2018/11/3 2018/11/3 神奈川県 横浜市

神奈川県在住者、在職者⼜は神奈川に深いゆかりのある者であって、神奈川の⽂化
の向上発展に尽⼒し、その功績顕著な個⼈⼜は団体に対し神奈川⽂化賞を、神奈川
のスポーツの向上発展に尽⼒し、その功績顕著な個⼈⼜は団体に対して神奈川ス
ポーツ賞を、それぞれ贈呈し、⽂化及びスポーツの向上発展に寄与することを⽬的
とする。
平成13年度には、第50回を記念し、21世紀の幕開けの年であることから、国内外
の⽔準の⾼い芸術コンクールの上位⼊賞者や新⼈発掘を⽬的とした顕彰事業の受賞
者など、功績顕著な若い世代で神奈川の⽂化の向上発展に貢献することが⼤いに期
待される個⼈⼜は団体に贈呈される神奈川⽂化賞未来賞を新たに創設した。
また、贈呈式には、⼿話通訳者を⼿配し、障害のある観覧者向けに、⾞椅⼦席、⼿
話席を設けている。

第38回「台東第九公演」下町で第九
台東第九公演
実⾏委員会

2018/12/16 2018/12/16 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38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。

⻑井マラソン⼤会
⻑井マラソン
⼤会実⾏委員

会
2018/10/21 2018/10/21 ⼭形県 ⻑井市

上杉⽶沢藩の時代に最上川⾈運で栄えた時代の名残りの街並みと⾃然豊かな⽥園地
帯の景観を活かした⽇本陸上競技連盟公認のコースで⻑井マラソンを開催していま
す。⼭形名産のつや姫おにぎりや郷⼟の味「芋煮」の振る舞いもあり、⼭形らしさ
溢れるマラソン⼤会です。当市は、2020年東京オリンピック・パラリンピック開
催に伴いタンザニア連合共和国とのホストタウンとして認定され、陸上競技選⼿ら
を当⼤会に招待する準備を進めています。市⺠にとって触れることの少ないタンザ
ニアとの交流を通して、海外の異⽂化を発⾒する貴重な機会になると期待されま
す。会場内においては、タンザニアを紹介するブースを設置して参加者等に広く紹
介するととも海外の⽅に対応するため通訳、外国語表記等を配置します。

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
2018/10/6 2018/10/6 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。

第26回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
協議会輪島⼤
会実⾏委員会

2018/11/10 2018/12/10 ⽯川県
①輪島市
②⾦沢市

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、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、会場である⽯川県輪島漆芸美術館並びにしいのき迎賓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。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

松浦進・中村花絵 版画展
網⾛市⽴美術

館
2018/8/11 2018/9/9 北海道 網⾛市

旭川出⾝の松浦進は現在札幌を拠点とし国内外で活動している若い版画家です。ま
た、中村花絵は美幌町出⾝で現在⼥⼦美術⼤学で助⼿をしながら作品を発表してい
ます。まだ成⻑過程にある若き版画家たちの現在を展⽰しこれからの⽅向性を考え
ます。同時開催として、道東オホーツクを被写体とした写真家・⼤島秀昭の写真展
も開催いたします。美術館には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。

世⽥⾕アートタウン2018 三茶de⼤道芸
公益財団法⼈
せたがや⽂化

財団
2018/10/20 2018/10/21 東京都 世⽥⾕区

国内外で活動するアーティストが三軒茶屋の街中で⼤道芸を⾏い、区⺠が気軽に芸
術に触れる機会をつくります。パフォーマンスの多くは⾔語を使⽤しないことか
ら、⼦どもや海外からの来場者も楽しめる催しです。
当⽇は本部に⼿話や英語のできるスタッフがおり、筆談器も⽤意しています。
毎年ボランティアスタッフが100名ほど参加し、会場の飾り付けや商店街のサポー
ト、パフォーマーのアテンドなどを⾏います。会場となる三軒茶屋駅周辺はバリア
フリー化が進んでおりますが、段差等がある場合には各所に配置されているスタッ
フがお⼿伝いいたします。
英語の会場マップとタイムスケジュールも作成しており、これらは英語版サイトか
らもダウンロード可能です。

現代能楽集Ⅸ ⽵取
公益財団法⼈
せたがや⽂化

財団
2018/10/5 2018/10/17 東京都 世⽥⾕区

「現代能楽集」は芸術監督・野村萬斎が、古典の知恵と洗練を現代に還元し現在の
私たちの舞台創造に活かしていきたいと考え、⽣まれたシリーズです。フィジカル
シアターの旗⼿、⼩野寺修⼆を構成・演出に迎え、⽇本最古といわれる物語⽂学
『⽵取物語』の再⽣に挑みます。
セリフ劇に固執しないコラボレーション作品として、訪⽇、在⽇外国⼈の⽅にもお
楽しみいただけるでしょう。英語版サイトを制作中です。
当劇場は座席に⾞椅⼦スペースがあり、⾞椅⼦のままご観劇も可能です。お座席で
ご観劇になる場合も、スムーズにお席にご案内させていただきます。また、⾞椅⼦
⽤トイレも設けてございます。
当公演では18歳〜24歳までの⽅を対象に、⼀般料⾦の半額でチケットをお求め頂
けます。

肥前さが幕末維新博 特別展 三⼈展 ー明⽇へ
の眼差しー Forward Stroke

三⼈展実⾏委
員会

2018/9/30 2018/11/18 佐賀県 佐賀市

現代⽇本を代表する佐賀出⾝の三⼈のアーティストが共演する展覧会を開催。
わずか1mmに満たないペン先から壮⼤な世界を描き出す画家池⽥学独⾃の世界観
による細密描写とインスタレーションで魅了する陶芸家葉⼭有樹ナウシカのメー
ヴェ実機を⽣み出した空⾶ぶメディアアーティスト⼋⾕和彦佐賀は海外からの旅⾏
者も多く、⾷事や買い物を楽しむほかにも、⽂化や芸術を楽しむ傾向もあり、海外
の⽅も⾔語の不安なく楽しめることをアピール。
展覧会を通して、作品に宿る「前向きな意思」、「強い眼差し」により、⼈々への
エールを感じ、やりたいことや楽しみたいことが⾒つかる⼀助となる。気鋭のアー
ティスト三⼈が魅せる圧巻の新世界を、三⼈の出⾝地、佐賀で体感できる。
また、会場はバリアフリーに対応（スロープあり）しており、障害者⼿帳保持者と
その介助者１名は無料で鑑賞できる。

平成30年度 ⾶⿃資料館 夏期企画展 第9回写真
コンテスト ⾶⿃のいきもの

独⽴⾏政法⼈
国⽴⽂化財機
構奈良⽂化財

研究所

2018/7/27 2018/9/2 奈良県 ⾼市郡

第9回の写真コンテストでは、「⾶⿃のいきもの」をテーマに、⾶⿃地域の歴史や
⽂化、⼈々の営みを感じる景観のなかに⽣きる動物や、⾍、⿂などの「いきもの」
を写した写真を募集します。
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。

神楽祭
⽇本創⽣神楽

連合会
2018/7/1 2019/6/30 ⼤阪府 東⼤阪市

古代、⼭の⺠の間では、⼭を越えると⾔葉が伝わらなかった。そこでゼスチャーを
使って危険ではないことを相⼿に伝えた。これが神楽の始まりと⾔われている。神
楽は⾮⾔語コミュニケーションツールであり、現代においても⾔葉の壁を越えて伝
わるものである。具体的な取り組みといたしましては、訪⽇外国⼈の多い迎都・関
⻄国際空港のお膝元である泉佐野市では、神楽上演の際の解説を⽇本語と英語で
⾏っております。また総領事などをお迎えする東⼤阪市では英語を話せる⼈員を配
置しております。東京オリ・パラ開催あとを⾒越して、淡路市では英語パンフレッ
トの作成も今後進めていく予定です。当連合会では、⽇本各地に根付いた有形無形
の⼤切な伝承を、後の世に伝え残す為に、現在も息づく各地の神楽は元より失われ
つつある伝承をストーリー化して創⽣し、また現在も新な演出を創⽣させる事な
ど、古の伝承を未来に受け継ぐための温故創新を旨として、⽇本全国の活性化と世
界発信を連携して図るべく、全国の神楽実⾏委員会等が組織して促すものである。
⽇本の古来からの伝承を、現代に受け⼊れられやすいエンターテイメントや観光と
いう形に創⽣、創新して地域活性化に貢献していく。

第2回 9.21 世界平和の祈り
和プロジェク

トTAISHI
2018/9/21 2018/9/21 愛知県 名古屋市

9⽉21⽇は国連が定める国際平和デーです。この⽇に全国47社の護国神社で「世界
平和」をテーマに、書家による⼤書揮毫（きごう）やアーティストによる演奏や舞
踊が披露されます。⽇本⼈だけでなく在住外国⼈や来⽇観光客に対しても、積極的
にインターネットを通じて英語で告知案内します。世界平和をともに考える国際⽂
化交流のイベントで今年は第2回⽬です。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ジャポニスム振興会5周年記念⼤会（仮）
ジャポニスム

振興会
2018/9/9 2018/9/9 京都府 京都市

当会は平成26年4⽉に発⾜し、平成30年に5周年を迎えます。この間、57回の主
催・共催公演を開催し、多くの協⼒事業を展開してきました。そして会員数は、現
在12,000⼈を超え、⼤いに発展を続けています。この度、ジャポニスム振興会5周
年を記念し、今までの活動を通した気づきを深め、ジャポニスムの未来を⾒据えた
催しを開催します。
東⼭浄苑東本願寺は、バリアフリーとなっており、⾞椅⼦の⽅にも安⼼して来苑し
ていただいています。

第⼀回⼤学応援団フェスタ
第⼀回⼤学応
援団フェスタ
実⾏委員会

2018/9/23 2018/9/23 東京都 渋⾕区

第⼀回⼤学応援団フェスタは、⽇本固有の組織である⼤学応援団を広く社会にア
ピールすることで、今後の⼤学応援団の発展に向けた契機とするとともに、⼤学応
援団相互の向上を⽬指すイベントです。
当⽇は１０を超える⼤学応援団が集結し、⼤学対抗の紅⽩応援合戦や、普段⾏って
いる応援をスペシャルメドレーで披露するほか、学⽣応援⽂化を研究する有識者に
よる講演を実施するなど、これまで⾏われたことのない企画をご⽤意します。普段
あまり⾒ることのない⼤学応援団を知っていただく企画を実施することで、多くの
⽅々にこの⽂化を理解いただくことを⽬指しています。
会場には英語対応を⾏うスタッフを配置し、外国の⽅にもこの⽂化をご紹介しま
す。

第３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
2018/10/20 2018/10/20 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、好評を受けて第３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「六地蔵」を上演します。後半は喜
多流の能「船弁慶」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。

視覚障害者タンデム⾃転⾞サイクリング⼤会・肢
体障害者⾞椅⼦⾃転⾞サイクリング⼤会

⼭形県バイコ
ロジーをすす

める会
2018/9/30 2018/9/30 ⼭形県 ⼭形市

視覚・肢体に障がいを持つ⽅々に、タンデム⾃転⾞や⾞椅⼦⾃転⾞に乗って、⾵を
切って⾛る爽快さとサイクリングの楽しさを味わってもらうことで、視覚・肢体に
障がいを持つ⽅と健常者の交流を図ることを⽬的に開催する。
タンデム⾃転⾞は、ハンドルとサドル、ペダルが2組ずつ前後に連なっており、健
常者が前、障がい者が後ろに乗って操作する。2⼈でこぐため、楽に⾛⾏でき、視
覚障がい者は後部に乗ることで⾃転⾞を楽しみ、⾏動範囲を広げることができる。
「パイロット」と呼ばる前乗り者は、夫婦や親⼦などの家族が多いが、⼀般の市⺠
等もなることができ、障がいへの理解を深めることができるとともに、交流の機会
ともなる。サイクリングを体験した後は、同会場にて参加者全員による⼭形の秋の
⾵物詩ともいえる「芋煮会」を開催し、ボランティア参加者に対して地域の魅⼒を
発信することもできる。
道路交通法上、タンデム⾃転⾞で公道を⾛⾏することは違反ではないが、地域ごと
に規制があり、公園や特設コーナーなど、⼀般に開放されないコースでレンタサイ
クルとして貸出しされていることが多い。しかし、⼭形県では、2009年（平成21
年）より、県内全域での⼀般公道⾛⾏解禁となっている。公道を⾛⾏することによ
り、視覚障がい者への理解を広めることも期待される。

書道パフォーマンス甲⼦園
書道パフォー
マンス甲⼦園
実⾏委員会

2018/7/29 2018/7/29 愛媛県
四国中央

市

全国屈指の紙の産地である四国中央市で「書道パフォーマンス甲⼦園」を開催し、
伝統⽂化としての書の本質を磨きながら新しい書の魅⼒を探求することによって、
新⽂化の創造発展に寄与すること、また、書を通じた芸術⽂化の地域間交流を促進
するとともに、紙産業の振興及び地域の活性化を図ることを⽬的に開催している⼤
会。
2008年からはじまった本⼤会は今年で第11回⽬の⼤会となり、今⼤会は全国37都
道府県から116校の参加申し込みがあり、7⽉29⽇（⽇）に伊予三島運動公園体育
館で開催の本戦には予選審査を通過した20校が参加することとしている。また、障
害者にとってのバリアを取り除く取り組みとして、会場の体育館はスロープ等によ
り⼊退場の⽀障がなく、⼤会当⽇は⾞イスで観覧できる場所を確保しているととも
に、聴覚障害者に対しても開会式から表彰式まですべて⼿話通訳⼠、要約筆記者に
より対応している。

ノース・ティータイムコンサートvol.14 オッタ
ビアーノ・クリストフォリ トランペット・リサ
イタル

プラザノース
マネジメント

株式会社
2018/9/14 2018/9/14 埼⽟県

さいたま
市北区

トランペット奏者、オッタビアーノ・クリストフォリによるコンサートを開催しま
す。⽂化芸術を気軽に楽しんで頂くため、落語や狂⾔、クラシックといったホール
公演、またギャラリーでは若⼿アーティストによる展覧会を開催。造形・ＣＧ・絵
画・陶芸などの各種アトリエや和室では茶道・茶会、着付け、⽣け花、和裁など各
種サークル活動も盛んで、年間を通し芸術および⽇本⽂化の魅⼒を伝える事業に取
り組んでいます。施設全体がユニバーサルデザインによって設計され、年齢や障害
の有無にかかわらずさまざまな⼈にとって利⽤しやすい施設となっています。介護
ベッド、オストメイト対応のトイレも完備。ホール内に⾞いす席があり、⾞いすの
⽅も安⼼して公演を楽しめます。

ジャズコンサート・イン・オータム〜カラテ
チョップス

プラザノース
マネジメント

株式会社
2018/11/18 2018/11/18 埼⽟県

さいたま
市北区

江藤良⼈（ドラム）、井上陽介（ベース）、⽥中邦和（サックス）によるジャズト
リオ、カラテチョップスのコンサートを開催します。⽂化芸術を気軽に楽しんで頂
くため、落語や狂⾔、クラシックといったホール公演、またギャラリーでは若⼿
アーティストによる展覧会を開催。造形・ＣＧ・絵画・陶芸などの各種アトリエや
和室では茶道・茶会、着付け、⽣け花、和裁など各種サークル活動も盛んで、年間
を通し芸術および⽇本⽂化の魅⼒を伝える事業に取り組んでいます。施設全体がユ
ニバーサルデザインによって設計され、年齢や障害の有無にかかわらずさまざまな
⼈にとって利⽤しやすい施設となっています。介護ベッド、オストメイト対応のト
イレも完備。ホール内に⾞いす席があり、⾞いすの⽅も安⼼して公演を楽しめま
す。
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（市区町村）
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ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場プロデュース「華⽒４５
１度」

公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2018/9/28 2018/10/14 神奈川県

横浜市中
区⼭下町

 弊劇場で稽古をして、公演までをトータルで⾏う、⽇本オリジナルの舞台作品であ
  り、⽇本の現代⽂化の魅⼒を発信する取組みである。

 客席内には⾞イススペースを全公演に設置するほか、難聴者⽀援システムも配備す
 るなど、障害者のバリアを取り除く努⼒を劇場をあげてしている。

なかのZERO笑いと健康フェスティバル2018 桃
⽉庵⽩酒・春⾵亭⼀之輔 with ロケット団

株式会社JTBコ
ミュニケーション
デザイン 中野区
もみじ⼭⽂化セン

ター

2018/10/20 2018/10/20 東京都 中野区

毒⾆界のスーパースター・桃⽉庵⽩酒と、今最も注⽬の新進気鋭の噺家・春⾵亭⼀
 之輔が落語で笑いをお届けすることで、⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組。

会場のなかのZERO⼤ホールはバリアフリー対応をしており、⾞いす席もご⽤意し
ている。

芸⼩演芸まつり！！

株式会社JTBコ
ミュニケーション
デザイン 中野区
もみじ⼭⽂化セン

ター

2018/11/17 2018/11/17 東京都 中野区

午前の部は、⼦供や落語を聴いたことのない⽅にも易しい“落語のスゝメ”、午後の
部は、昨年亡くなった故・三代⽬三遊亭圓歌⼀⾨（弟⼦や孫弟⼦）を招いた特別落

 語公演をお届けすることで、⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組。
会場のなかの芸能⼩劇場はバリアフリー対応をしており、⾞いす席もご⽤意してい
る。

東⼤和市⺠会館ハミングホール 平成30年度 
上半期事業（⽂化と未来を創造するコンサート
ホール）

株式会社JTBコ
ミュニケー

ションデザイ
ン

2018/6/1 2018/9/30 東京都 東⼤和市

⽂化と未来を創造するコンサートホールをコンセプトに東⼤和市⺠会館ハミング
ホールは、地域の⽅が気軽に楽しめる公演や講座を開催し、⽇本⽂化の魅⼒を発信

 しています。
また、東⼤和市⺠会館ハミングホールの⼤ホールでは、聴⼒を補完する設備や⾞椅
⼦席を中央付近に配置するなど⾼齢者、障害者にもやさしい取組をしております。

⽊曜芸能公演 〜百花繚乱〜
那覇市ぶんか
テンブス館

2018/7/5 2018/9/27 沖縄県 那覇市

⽊曜芸能公演〜百花繚乱〜は、沖縄伝統芸能の普及を⽬的とし、那覇市の中⼼地、
国際通りにあるテンブスホールで毎週⽊曜⽇に開催されている伝統芸能公演です。
組踊(くみおどり)・琉球舞踊・沖縄芝居・沖縄⺠謡・離島芸能など、毎週異なる

 ジャンルの芸能を開催。
県内のお客様だけでなく、県外/海外のお客様にもお楽しみいただくため、⽇本語/
英語の字幕を付けた組踊公演や、沖縄独⾃の所作や⾐装が楽しめる琉球舞踊・離島
芸能公演など、沖縄⽅⾔がわからない⽅でもお楽しみいただる内容となっていま
す。また、館内はバリアフリーで点字ブロックや多⽬的トイレも設置。ハード⾯だ
けでなく、⾞椅⼦の⽅優先公演を年数回開催するなど、多く⽅に沖縄芸能に親しん
でいただける公演創りを⽬指しています。

⽂化庁委託事業「平成30年度戦略的芸術⽂化創
造推進事業」 寄席演芸離島公演（粟島寄席）

公益社団法⼈
落語芸術協会

2018/9/20 2018/9/20 新潟県
岩船郡粟
島浦村

固有の⽂化を有し、実演芸能が根付いた島嶼部は、実演鑑賞についても理解がある
ことは、これまで離島をはじめ地⽅公演を続けてきた我々の強い実感である。そう
した環境がありながら鑑賞機会に恵まれない地域に於いて、三味線・太⿎等が演出

 の⼀翼を担う寄席芸能は親和性が⾼く、且つ公演開催要望が⾼い。
⽇本⽂化振興を通じ、特に笑いに持って明るい社会を創造することは我々の⼤命題

 であり、鑑賞機会が限られるこうした島嶼において寄席芸能公演を実施する。
 ⼈⼝約370名の⼩さな島において、⽼若男⼥問わず幅広い来場を模索している。当
⽇は島⺠の顔を知りつくした村役場の協⼒を得ることとしており、⾝障者を含め万
全の態勢で来場を準備している。

KAAT×地点共同制作第8弾「⼭⼭」 
公益財団法⼈
神奈川芸術⽂

化財団
2018/6/6 2018/6/16 神奈川県 横浜市

 2011年の開館当初から毎年継続して新作を共同制作している劇団「地点」との公演。
2017年の「忘れる⽇本⼈」に続き、新進気鋭の若⼿劇作家、松原俊太郎が本公演のために執
筆する新作を上演する。作品は、労働と愛（チェーホフ）、⽣と死（ベケット）、あらゆる
表象と紋切り型（イェリネク）、そして「アメリカ」の「偉⼤な」作家ハーマン・メルヴィ
ルの『バートルビー』をモチーフに、⽇本のどこかにある、かつては美しかった⼭と汚染物
質の⼭の狭間で暮らす家族たちの新たな抵抗を描く。松原俊太郎による現代⽇本のフォーク

 ロア的作品。芸術的な側⾯の深化を推し進めながら、より広く⽀持を得られるよう、劇団の
 みならずKAATの代表作として国内外に発信していけるように取り組んでいく。

地点は、国内外で積極的に公演活動を⾏っており、その実⼒は⾼い評価を得ているが、本作
品は、今後国内はもとより海外公演・海外ツアーをすることも視野に⼊れて創作し、地点を

 媒介にして劇場間のネットワーク作りも同時に積極的に⾏っていく。
地点の活動拠点は京都であるため、障害を持つ⾸都圏の演劇ファンにとっては、⾼い評価の
情報を得ていながらなかなか鑑賞できない劇団である。本公演はその活動を観ることができ
るまたとない機会となる。⾸都圏以外の地域で活動している劇団や演出家、劇作家等の作品

 を神奈川という場所で上演することも公共劇場における地域間交流の⼀環と考える。
また、公演会場には⾞椅⼦エリアが確保され、劇場にはエレベーターも完備されているた
め、建物⼊⼝から⾞椅⼦席までストレスなくたどり着くことができる。

上尾市市制施⾏60周年記念事業 あげお能・狂⾔
鑑賞会『橋弁慶』

上尾市コミュ
ニティセン

ター
2018/11/17 2018/11/17 埼⽟県 上尾市

⾝近なところで、多くの市⺠にキラリあげおPR⼤使である能楽師・梅若泰志⽒ほか
による迫⼒の演技を楽しんでいただくものです。演⽬の前に来場者と謡を謡うな

 ど、能を初めて観るひとでもわかりやすいコーナーを設けている。
会場の上尾市コミュニティセンターはバリアフリーの施設であり、本公演の客席に
は⾞いす席を設けている。
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Noism2特別公演2018
公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/7/28 2018/7/29 新潟県 新潟市 りゅーとぴあ劇場専属舞踊団Noismの研修⽣カンパニーによる特別公演。
【演出振付】櫛⽥祥光【出演】Noism2

2015年東アジア⽂化都市⻘少年交流事業 新潟市 2018/7/28 2018/8/4 新潟県 新潟市

【概要】2015年の東アジア⽂化都市である新潟市・⻘島市・清州市で⻘少年の交
流を継続して実施している。今年は、新潟市と清州市の2都市で⻘少年を派遣し合
い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。
【⽇程】新潟市開催：平成30年7⽉28⽇（⼟）〜31⽇（⽕）、清州市開催：平成
30年8⽉1⽇（⽔）〜8⽉4⽇（⼟）※新潟市開催及び清州開催それぞれに3都市の⾼
校⽣が参加

新潟まつり
新潟まつり実

⾏委員会
2018/8/10 2018/8/12 新潟県 新潟市

8⽉10⽇（⾦）には⽇本最⼤級の⺠謡流し。8⽉11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。.8⽉12⽇（⽇）には，住吉⾏列，お祭り広場，花⽕⼤会が開催される。

前進座「⿓の⼦太郎」公演
新潟で「⿓の
⼦太郎」を観

る会
2018/6/17 2018/6/17 新潟県 新潟市

⽬的：未来を担う⼦どもたちに、感性豊かに育ってもらいたい。優れた舞台芸術
に、バーチャルではなく「⽣」で出会ってもらいたい。こんな機会を⽣み出すた
め、戦前からの⽼舗の劇団、前進座の演⽬「⿓の⼦太郎」をを招聘し、主催しま
す。
上演作品：松⾕みよ⼦原作『⿓の⼦太郎』は国際アンデルセン賞優良賞を受賞した
⻑期に渡り親しまれてきた名作である。劇団前進座が歌舞伎や伝統的な⼿法を⽤い
て舞台化。親⼦三世代で楽しめる作品として全国各地を巡業してきた。上演時間1
時間45分。

瑞宝太⿎×万代太⿎交流イベント〜 太⿎を通じ
た⼈と⼈の輪〜

新潟市 2018/4/12 2018/4/12 新潟県 新潟市
知的障がいのあるメンバーで構成された⻑崎のプロの和太⿎集団「瑞宝太⿎」と本
市の郷⼟芸能「新潟万代太⿎」との共演及び⼀般参加者向けの太⿎体験ワーク
ショップを実施。

H30年度 アーツカウンシル新潟 ⽂化情報ス
ペース 語りの場

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/5/11 2019/2/28 新潟県 新潟市
様々なゲストを招き、⽂化芸術団体が学び、語り合うきっかけとなる機会となる
トークシリーズ「語りの場」。多種多様なテーマで開催し、新潟市の現在・未来を
考えます。

「阿部展也─あくなき越境者」展 新潟市美術館 2018/6/23 2018/8/26 新潟県 新潟市

新潟県五泉市に⽣まれ、ローマで没した阿部展也（1913-71）。出世作の詩画集
『妖精の距離』から、戦後美術のアイコンともいうべき《飢え》、⽇本では珍しい
エンコースティック技法の作品、そして晩年に描いた幾何学的抽象の「R」シリー
ズまで。世界を駆け回り、あくなき創造の探求を続けた「越境」の⾜跡を、約250
点の作品と資料でたどります。

平成３０年度 會津⼋⼀記念館特別展「中村屋サ
ロンと會津⼋⼀」〜サロンにつどったアーティス
トたち〜

新潟市會津⼋
⼀記念館

2018/6/28 2018/9/2 新潟県 新潟市

パンやカレーで知られる⽼舗⾷品メーカーの東京・新宿中村屋の創業者、相⾺愛
蔵・⿊光夫妻は芸術・⽂化に深い理解を⽰し、明治末期から昭和初期まで、若き芸
術家らの活動を⽀援しました。特別展では、中村屋サロン美術館所蔵の⼋⼀の墨蹟
の名品を展⽰し、中村屋と⼋⼀との関わりを紹介します。また中村屋美術サロンゆ
かりの芸術家の秀作も紹介し、⽇本近代美術史に名を残したアーティストたちの躍
動感あふれる作品を披露いたします。さらに、サロンの中⼼⼈物であった画家の中
村彝が、⽣前に新潟県柏崎市で個展を開催した絵画も陳列し新潟と関わりも紹介し
ます。

帰ってきたホルンで奏でる紅⽩歌合戦
公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/8/4 2018/8/4 新潟県 新潟市

東京交響楽団⾸席ホルン奏者が昭和を彩る名曲の数々を演奏。
【出演】⼤野雄太、上間善之（ホルン）、⽯井理恵（ピアノ）、新澤義美（打楽
器）、鷲⾒精⼀（ベース）、チャーリー⽝和⽥（司会）
【曲⽬】帰ってこいよ、帰ろかな、⾬の御堂筋、霧の摩周湖ほか

新潟市ジュニアオーケストラ教室 第37回演奏
会

公益財団法⼈
新潟市芸術⽂
化振興財団

2018/9/16 2018/9/16 新潟県 新潟市 新潟市の伝統ある⻘少年オーケストラによる演奏会。
【出演】永峰⼤輔（B合奏指揮）、藤井裕⼦（A合奏指揮）



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 Art of Child care 成果発表会
⽇本こども福
祉専⾨学校

2018/9/29 2018/9/29 新潟県 新潟市

伝統⽂化や芸術に対する理解を促進するために、さまざまな⽂化について学んでき
た学⽣の集⼤成の場としての発表会です。特に⽇本の伝統⾳楽・芸能として、国の
重要無形⽂化財、ユネスコの世界無形⽂化遺産にも指定されている、沖縄の組踊
(くみおどり)「執⼼鐘⼊(しゅうしんかねいり)」を本県佐渡の伝統芸能の⼀つで
あ、⽂弥⼈形やのろま⼈形にヒントを得て、⼈形で表現します。また、⼦どもや障
がいのある⽅々でも分かりやすいように、⽐較的短い時間だダイジェスト版のよう
にまとめあげ、標準語で演じます。ゆったりとした動きの組踊と⽐較できるよう海
外のダンスで⼈気のヒップホップダンスの発表もあり、動きの違いを感じることが
できます。⾷の発表においては、劇を交えながら、⽇本⾷だげでなく海外の料理と
⽐較できるプログラム構成になっており、⽇本であったり新潟の⽂化を発⾒、再発
⾒できることにつながればと思っています。

⻄尾維新⼤辞展〜京都篇〜
京都⽂化博物

館
2018/7/7 2018/9/17 京都府 京都市

⻄尾維新史上、”最京”の⼀冊
「京都の⼆⼗歳」としてデビューし、昨年作家業⼗五周年を迎えた⻄尾維新の展覧
会『⻄尾維新⼤辞展〜京都篇〜』が、7/7（⼟）から9/17（⽉・祝）まで京都⽂化
博物館にて開催！京都が舞台のひとつとなっている戯⾔シリーズをはじめ、〈物
語〉シリーズ、忘却探偵シリーズを中⼼に⻄尾維新の世界を紹介する本展では、か
つてない”広⼤な辞書空間”となった会場を舞台に、作品に登場する数々の名⽂や、
装画・アニメーション原画や動画を展⽰。さらに初公開となる「書き下ろし⼩
説」、⻄尾維新の世界を五感で味わえる「体験型展⽰」など、様々な⽅法で⻄尾維
新を紹介する。そして、東京にはじまり⼤阪、岡⼭、名古屋、福岡と全国開催され
た本展はいよいよ京都の地でファイナルを迎えることとなる。
各地で⼤評判であった⻄尾維新による脚本を豪華声優陣がナレーションするキャラ
クター⾳声ガイドはもちろん、その⾳声ガイドをつとめた声優や、⻄尾維新アニメ
プロジェクトスタッフによるトークショーなどのイベントや、当館１階の江⼾時代
末期の京の町家の表構えを復元した「ろうじ店舗」でのコラボカフェ、描き下ろし
イラストを使⽤した展覧会オリジナルグッズなど「〜京都篇〜」ならではの展開も
⽬⽩押し。
「⻄尾維新⼤辞展」がパワーアップし、⻄尾維新史上”最広”で”最京”の⼀冊をぜひ
お楽しみください。

夏休み芸術体験教室

京都市，公益
財団法⼈京都
市芸術⽂化協

会

2018/7/22 2018/8/11 京都府 京都市

京都市及び公益財団法⼈京都市芸術⽂化協会では，⼩，中学⽣や⾼校⽣を対象に，
⽇本の伝統芸能や⾳楽を楽しみながら学んでいただける「夏休み芸術体験教室」を
開催します。
保護者の⽅については，⼦どもたちが体験する姿をお近くで御覧いただけます。
また，最終回では，体験教室の成果を，邦楽及び邦舞は京都芸術センターで，能楽
は⼤江能楽堂でそれぞれ発表する予定です。
申込制（申込⽅法の詳細は，京都芸術センターＨＰ（以下ＵＲＬ）をご覧くださ
い。）
邦楽教室：７⽉２２⽇（⽇），２８⽇（⼟），２９⽇（⽇），８⽉４⽇（⼟），５
⽇（⽇）全５回＜発表会＞８⽉１１⽇（⼟）邦舞教室：７⽉２８⽇（⼟），２９⽇
（⽇），８⽉４⽇（⼟），５⽇（⽇）全４回＜発表会＞８⽉１１⽇（⼟）能楽教
室：７⽉２４⽇（⽕），２５⽇（⽔），２６⽇（⽊），３１⽇（⽕），８⽉１⽇
（⽔）全５回＜発表会＞８⽉２⽇（⽊）

⼤京都 2018 in 京⽥辺
京都：Re-

Search実⾏委
員会

2018/7/6 2018/7/16 京都府  京⽥辺市

「京都：Re-Search2017in京⽥辺」のリサーチをもとに、地域の新しいアートド
キュメント作品を制作・発表。2017年度の参加アーティストから3名と、講師をゲ
ストアーティストに迎え、約2ヶ⽉間におよぶ潜在制作と、そのプロセス・作品を
京⽥辺市内各所で公開し、発表。⾔語対応

京⽥辺「第九」コンサート２０１８
京⽥辺「第

九」コンサー
ト実⾏委員会

2018/10/28 2018/10/28 京都府  京⽥辺市

京⽥辺の地に同志社⼤学、同志社⼥⼦⼤学が開設されて30年余り、地域・学校連携
を⽬指し⽂化、スポーツの振興により交流がなされてきました。その⼀環として
2012年に京⽥辺市⺠と同志社⼥⼦⼤学との連携で『京⽥辺「第九」コンサート』
を開催。そして隔年開催して今回4回⽬の『京⽥辺「第九」コンサート２０１８』
を開催します。市⺠合唱団150名、同志社⼥⼦⼤学⾳楽学部オーケストラ100名の
出演による演奏会で⼤学のある街、京⽥辺市の⽂化芸術活動の活性化と豊かな地位
社会の発展を⽬指します。⾔語対応

障がい者の芸術⽂化活動をささえるセミナーin久
留⽶

特定⾮営利活
動法⼈ らい
ふステージ

2018/9/21 2018/9/21 福岡県 久留⽶市

障がい者芸術を⽇々の暮らしの中に取り込み⽀援を⾏いたい⽅々に向けて講演会や
シンポジウムを開催。また、障がいのある⽅々とのダンスワークショップ。知的、
⾝体、精神に障害のある⽅々とその⽀援者によるバンドＶｉｖｉｍｏｓと和太⿎の
⼒強い⾳⾊を伝える和太⿎グループＯＴＯ．ＧＡＴＡＲＩのコンサートも⾏いま
す。当⽇にはＶｉｖｉｍｏｓとＯＴＯ．ＧＡＴＡＲＩのコラボレーションを予定し
ており地域の伝承芸能や⽇本⽂化の素晴らしさも伝える予定です。今回のセミナー
に参加していただくことで芸術⽂化活動を⽇々の⽀援ツールとして活⽤することが
できる⽀援者を育てつつ、共に⽣きる社会作り等について考えるきっかけ作りを⾏
います。

千葉のむかし話／こども語りべ
⻘葉の森公園
芸術⽂化ホー

ル
2018/10/13 2019/1/14 千葉県 千葉市

⼩学校3年⽣〜⼤⼈の⽅までを対象に、「千葉のむかし話」に特化して「伝える・
表現する」ことを学び、「ちばを知り、ちばに親しむ」ことで地域⽂化の⾒直しを
はかり愛着を育て、千葉⽂化を継承・伝承していく。また、講座の成果として、
ホールにて「発表会」を⾏う。講座を⾏う会場2階及びホワイエには障害者⽤トイ
レがあり、障害者専⽤駐⾞場がホール敷地内にあり、ホール正⾯⽞関から講座を実
施する会議室にはエレベーターを完備しており、発表会を実施するホール座席まで
スロープで移動が可能である。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

春⾵亭⼩朝・林家たい平 ⼆⼈会
公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/7/16 2018/7/16 千葉県 旭市

落語は江⼾時代から伝承されている伝統的な話芸である。⼀⼈で何役も演じ、語り
と⾝振り、⼿ぶりのみで物語を進め、扇⼦や⼿ぬぐいなどを使ってあらゆるものを
表現する独特の演芸であり、⾼度な技芸を要する伝統芸能である。
落語界の⼈気者、春⾵亭⼩朝と林家たい平による⼆⼈会を開催し、話芸の神髄でも
ある「落語」に気軽に触れる機会を作り、⽇本の伝統⽂化の魅⼒の発信と、普及・
振興につなげていく。
また、コミュニケーションボードや筆談ボードによる対応や、障がい者⽤トイレ、
⾞椅⼦席、専⽤駐⾞スペースも完備されており、障がいのあるお客様でも安⼼して
ご鑑賞いただける。お客様のご要望に応じて障がいのあるお客様にはサービス介助
⼠の資格を持つ職員が対応する。さらに、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
ボードを設置している。

ちばソリストオーディション
公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/8/19 2018/10/15 千葉県

①千葉市
②旭市

優れた演奏家の発掘・育成をするためにオーディションを⾏い、成績上位者を表彰
（最優秀賞・優秀賞）する。最優秀賞受賞者には、ちば県⺠合唱団の演奏会に出演
する機会を提供する。
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る。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する。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いる。

⼦どものための鑑賞プログラム ケロポンズ ファ
ミリーコンサート

公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/10/21 2018/10/21 千葉県 旭市

⼦ども達に⼈気のケロポンズによるファミリーコンサートを実施する。年齢制限に
よる垣根を取り払い、親⼦で鑑賞する機会を作り、⼩さな頃から⽂化芸術に触れる
ことで、豊かな感受性を育み、興味の芽を引き出す。乳幼児を連れたお客様も安⼼
してご利⽤いただけるよう、授乳室やオムツ替えスペース、キッズコーナーを設
け、やさしい環境を整えている。
また、コミュニケーションボードや筆談ボードによる対応や、障がい者⽤トイレ、
⾞椅⼦席、専⽤駐⾞スペースも完備されており、障がいのあるお客様でも安⼼して
ご鑑賞いただける。お客様のご要望に応じて障がいのあるお客様にはサービス介助
⼠の資格を持つ職員が対応する。さらに、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
ボードを設置している。

ポール･ラッシュ祭〜⼋ヶ岳カンティフェア〜
2018

ポール･ラッ
シュ祭〜⼋ヶ
岳カンティ

フェア〜実⾏
委員会

2018/10/13 2018/10/14 ⼭梨県 北杜市

清⾥の⽗ポール・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おります。博⼠は、不屈のフロ
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その⽣涯を捧げました。また、このお祭りを開催し「明⽇へ
の希望」を持って厳しい現実に挑戦する全ての⼈々を励ますために始めました。博
⼠亡き後、私たちは博⼠に感謝して、収穫に感謝して、「清⾥宣⾔」「⼋ヶ岳宣
⾔」に基づいて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ために開きます。
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。

⿍談「⼥神からみる神話の世界」 宮崎県 2018/9/1 2018/9/1 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は「⼥神からみる神話の世界」をテーマに、國學院⼤学教授平藤喜久⼦⽒、
フリーイラストレーター・エッセイスト上⼤岡トメ⽒、ＭＲＴ宮崎放送アナウン
サー加藤沙知⽒を招いて⿍談を⾏う。

⿍談「出雲と⽇向〜出雲縁結び」 宮崎県 2018/9/8 2018/9/8 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は「出雲と⽇向〜出雲縁結び」をテーマに、島根県⽴⼤学講師⼭村桃⼦⽒、
万九千神社宮司錦⽥剛志⽒、ＭＲＴ宮崎放送アナウンサー川島恵⽒を招いて⿍談を
⾏う。

対談「都城島津家の国学」 宮崎県 2018/9/15 2018/9/15 宮崎県 都城市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は「都城島津家の国学」をテーマに、都城島津伝承館副館⻑⼭下真⼀⽒、宮
崎県⽴看護⼤学教授⼤館真晴⽒を招いて対談を⾏う。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⿍談「⽇中の神話と歌垣」 宮崎県 2018/9/22 2018/9/22 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は「⽇中の神話と歌垣」をテーマに、奈良⼤学教授上野誠⽒、⻄南学院⼤学
教授⾦縄初美⽒、宮崎県⽴看護⼤学教授⼤館真晴⽒を招いて⿍談を⾏う。

⿍談「みやざき歌の魅⼒」 宮崎県 2018/9/29 2018/9/29 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は「みやざき歌の魅⼒」をテーマに、歌⼈・宮崎県⽴図書館名誉館⻑伊藤⼀
彦⽒、歌⼈⼩島ゆかり⽒、歌⼈⼩島なお⽒を招いて⿍談を⾏う。

⿍談「神武天皇からつながる⼤和の世界」 宮崎県 2018/10/6 2018/10/6 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は「神武天皇からつながる⼤和の世界」をテーマに、皇學館⼤学教授⽑利正
守⽒、甲南⼤学教授廣川晶輝⽒、県⽴看護⼤学教授⼤館真晴⽒を招いて⿍談を⾏
う。

⽇本紀の局 紫式部－平安貴族と『⽇本書紀』－
『⽇本書紀』と蝦夷

宮崎県 2018/10/27 2018/10/27 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は「⽇本紀の局紫式部－平安貴族と『⽇本書紀』－『⽇本書紀』と蝦夷」を
テーマに、奈良⼥⼦⼤学⽂学部准教授⻄村さとみ⽒、岩⼿⼤学⼈⽂社会科学部教授
樋⼝知志⽒、宮崎産業経営⼤学教授柴⽥博⼦⽒を招いて講演を⾏う。

第１回神楽講座 宮崎県 2018/8/26 2018/8/26 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は本県の神楽について学ぶため、國學院⼤学教授⼩川直之⽒を招いて講演を
⾏う。

第２回神楽講座

第１回神楽公演
宮崎県 2018/10/28 2018/10/28 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は本県の神楽を学ぶための講座を、宮崎⺠俗学会那賀教史⽒、⻄⽶良神楽各
保存会会⻑を招いて⾏い、村所神楽保存会による神楽公演を⾏う。

第２回神楽公演 宮崎県 2018/11/11 2018/11/11 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は本県の神楽を広めることを⽬的に、上⽥原神楽保存会による神楽公演を⾏
う。

第３回神楽講座

第３回神楽公演
宮崎県 2019/2/3 2019/2/3 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は本県の神楽を学ぶための講座と、神楽公演を、⽣⽬神楽保存会を招いて⾏
う。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

読み語りと⾳楽が誘う「海幸⼭幸ものがたり」 宮崎県 2018/10/20 2018/10/20 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は「読み語りと⾳楽が誘う「海幸⼭幸ものがたり」」をテーマに、演奏横⼭
起朗⽒ほかで⾏う演奏と、声優池⽥知聡⽒による読み語りを、宮崎県⽴看護⼤学教
授⼤館真晴⽒の解説とＭＲＴ宮崎放送アナウンサー加藤沙知⽒の進⾏で⾏う。

フィールドワーク 宮崎県 2018/10/8 2018/10/8 宮崎県
⽇向市
川南町

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は⽇向市、川南町を散策しながら、⼤御神社宮司新名光明⽒による講演を⾏
うなど、本県の神話・伝承について学ぶ機会を設ける。

國學院⼤學国際シンポジウム 宮崎県 2018/11/3 2018/11/3 宮崎県 ⻄都市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業はセインズベリー⽇本藝術研究所考古・⽂化遺産学センター⻑サイモン・ケ
イナー⽒、⼆済⼤学校歴史考古学科教授李永植⽒、國學院⼤學教授による国際シン
ポジウムを開催するもの。

⿍談

公開歌会
宮崎県 2019/2/3 2019/2/3 宮崎県 宮崎市

本県の神話や伝承等について、県⺠の知る機会、県⺠が触れる機会を積極的に創り
出し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県⺠向けのリレー講座や講
演会、⼩学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県⺠⼤学」を開
催するもの。
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。
本事業は２部構成となっており、⼩説家三浦しおん⽒、歌⼈・⼩説家東直⼦⽒、俳
⼈神野紗希⽒、歌⼈平岡直⼦⽒、歌⼈⼩島なお⽒、県⽴看護⼤学教授⼤館真晴⽒ら
を招いて、第１部⿍談、第２部公開歌会を⾏う。

盛岡さんさ踊り有志 笑顔・元気・勇気の会

盛岡さんさ踊
り有志 笑

顔・元気・勇
気の会

2018/4/1 2019/3/31 東京都 都内

ノーマライゼーションの精神の元、東京五輪で感謝の気持ちを表現します。2020
年の東京五輪は、｢復興五輪｣という位置づけであり東⽇本⼤震災から復興しつつあ
る地に住む私達が、盛岡さんさ踊りを通して笑顔･元気･勇気、そして⼼からの感謝
を、全世界に発信する有意義な機会と考えます。五輪は国境･⼈種･年齢等を超えた
選⼿（表現者）と観衆（応援者）が繋がる⼤会です。さんさ踊りも同様に、演じる
側と観衆が、太⿎や笛の⾳・「さっこらーちょいわやっせ」の掛け声で会場が⼀体
化し、世界はひとつという感動を得られると信じます。さんさ踊りを演じる個性を
有する仲間と家族をはじめとする⽀援者が、努⼒を積み上げていく事で⽣活の糧が
⽣まれると信じます。

岡⼭後楽園 和⽂化体験
公益財団法⼈ 
岡⼭県郷⼟⽂

化財団
2018/8/2 2018/8/22 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭後楽園の夏のイベント「夜間特別開園幻想庭園」の⾏事として開催。事前に申
し込んだ⼩学⽣から⼤⼈までを対象に、華道・茶道・邦楽・礼法・⾊漆絵付・折り
紙などの講座やワークショップを⾏う。
2018/8/2〜2018/8/9
2018/8/20〜2018/8/22

第27回 嘉墨会展 嘉墨会 2018/10/2 2018/10/7 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭市内及び近隣の公⺠館で約80名が⽔墨画、⽇本画の研鑽に励んでいます。会員
の創作意欲の増進と来館者及び会員相互の交流を図るため年⼀回の展覧会を開催し
ている。

佐々⽊英代の⽇本のうた講座 第27話 湯⼭ 
昭 編

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/8/10 2018/8/11 岡⼭県

岡⼭市北
区

これまで知らなかった⽇本のうたの秘密を解き明かすシリーズです。今回は、童謡
「あめふりくまのこ」や「おはなしゆびさん」などの作曲で知られる湯⼭昭の作品
に迫ります。そして、みなさんも⼀緒に歌って、聴いて、楽しみましょう！

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

2018/10/31 2018/12/31 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。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

[横浜芸術アクション事業]
みなとみらいSuper Big Band JAZZ LIVE

公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/8/12 2018/8/12 神奈川県 横浜市

⽇本が、誰もが気軽に⽂化芸術に触れ、⼼豊かな⽣活を送ることのできる社会とな
ることに貢献するため、次世代を担う中⾼⽣をメンバーとするジャズのビッグバン
ド「みなとみらいSuperBigBand」のコンサートを開催します。
「みなとみらいSuperBigBand」は、横浜みなとみらいホールで⽣まれた、中⾼⽣
をメンバーとしたジュニア・ビッグバンドです。横浜という⼟地柄もあり、中⾼⽣
がジャズに触れる機会は多いものの、部活動などでジャズに取り組むことはなかな
か難しい状況です。そこで、みなとみらいホールでは、次世代を担う中⾼⽣のビッ
クバンドを結成し、継続して活動しています。さらに、みなとみらい
SuperBigBandの活動は、同年代の中⾼⽣や保護者や家族などなどの幅広い層が
ホールへ⾜を運ぶきっかけともなり、地域の⾳楽のすそ野の拡⼤につながっていま
す。

新・今⽇の作家展2018 定点なき視点
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/9/21 2018/10/8 神奈川県 横浜市

「新・今⽇の作家展」は、1964年の横浜市⺠ギャラリー開館以来、2006年まで開
催した現代美術を紹介する年次企画展「今⽇の作家展」の理念を継承し、2016年
から始まった「今」のアートシーンの動向を考察する展覧会です。今回は、⽇常の
営みや環境を観察しながら既存のシステムや価値観を再考したり、新たな視点を提
⽰するような試みを作品として発表する作家を紹介します。国際的に活躍する現代
美術家の作品を展⽰することで、来場者の⽇常に新たな気づきや潤いをもたらすと
同時に、⽇本の⽂化や歴史、他国との関係性を再認識する機会を提供します。

 名古屋華道⽂化連盟
名古屋華道⽂
化連盟 新春
いけばな展

2019/1/8 2019/1/13 愛知県
名古屋市

中区

名古屋の中⼼地である栄地区において花⽣産量１位愛知の魅⼒を発信するいけばな
イベントを開催いたします。花の⾹りや⾊、形、活けた姿といった魅⼒あふれる⽇
本ならではのいけばなを、県⺠や海外の⽅、参加者同⼠の交流を通して、潤いのあ
る豊かな⼼を持ち⽇本⽂化に寄与するものであります。会場は広くてバリアフリー
でもありますので障害者の⽅にも気軽に楽しんでいただけます。

第１８回Global Artist Movement（Ｇ．Ａ．
Ｍ）公募展

Global Artist 
Movement展

2018/5/16 2018/5/20 愛知県 豊⽥市

国内外からの出品者を募り出品者⾃⾝がが審査を⾏う美術展。作品を通して個⼈の
美、及び地域性による⽂化背景による作品の特徴などを知ることを⽬的に活動。鑑
賞者には内外の作家による多種多様な作品形態が鑑賞できる。若⼿作家のステップ
アップとして、また国内外の作家の交流。海外での定期的な展覧会の開催。会場は
バリアフリー化や外国語による案内の設置。外国語の通訳を配置など

東京２０２０オリンピック・パラリンピックを感
じるスタンプラリー
⾷・農・⽂化めぐりん⼩平

⼩平市地域振
興部⽂化ス
ポーツ課

2018/7/24 2018/11/4 東京都 ⼩平市

⾷（飲⾷店等）、農（農産物直売所、収穫体験）、⽂化（⽂化施設及び⽂化プログ
ラム）をテーマに、都⼼から約２３分の東京都⼩平市内５５か所をめぐるスタンプ
ラリー。スタンプ数に応じて、東京2020⼤会にちなんだすてきな商品の抽選権や
オリジナル参加賞がもらえます。
Beyond2020のコンセプトに則り、世代、地域、⽂化、国籍の違いや障害の有無な
どを超えて多様な⽅々が楽しむことのできる⽂化プログラムも各所で開催し、市内
全域にて東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて取り組みます。
各⽂化施設では、バリアフリー対応や多⾔語対応を実施しています（⼀部施設を除
く）。

ハンブルク州⽴歌劇場との共同制作 東京⼆期会
オペラ劇場『魔弾の射⼿』

公益財団法⼈
東京⼆期会

2018/7/18 2018/7/22 東京都 台東区

⽇本でも「狩⼈の合唱」などで有名なドイツオペラの名作『魔弾の射⼿』を世界的
演出家ペーター・コンヴィチュニーの最⾼傑作とも称えられる演出で上演します。
共同制作としてタッグを組むハンブルク州⽴歌劇場の舞台装置と⾐裳を使⽤し、⽇
本⼈キャスト、⽇本語台本、に加え、悪魔ザミエル役には元宝塚トップスター⼤和
悠河が出演。⽇欧の舞台芸術の融合により⾼⽔準のオペラ上演を実現します。
また、今回の公演ではチラシ、ポスター等の広報物、公演プログラム、字幕での⼆
⾔語(⽇本語、英語)対応等の多⾔語対応を採⽤しています。
加えて、会場内には１FのS席エリアに⾞椅⼦スペースを設置。介助者を含めてD席
相当の料⾦で提供することで、⾞椅⼦利⽤者に対して経済的にもご鑑賞いただきや
すい環境づくりに努めています。

オーケストラ・アンサンブル⾦沢 ２０１８－２
０１９ 定期公演

公益財団法⼈
⽯川県⾳楽⽂
化振興事業団

2018/9/20 2019/7/18 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、室内オーケストラの魅⼒の発信、国内外の優れたアーティストと
の共演による、古典から現代まで多様なクラシック⾳楽の演奏を通して、地域の⾳
楽⽂化の向上と、オーケストラ活動の振興を図ります。公演のチラシおよびパンフ
レットには⽇本語・英語を併記し、外国⼈にも内容がわかるものとします。今後よ
り多くの⽅々が当地へ⾜を運ぶよう、優れた公演制作を通して地域の魅⼒の向上に
努めます。
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平成３０年度平城宮跡資料館 夏期こども展⽰
「たいけん！なぶんけん」

独⽴⾏政法⼈
国⽴⽂化財機
構奈良⽂化財

研究所

2018/7/21 2018/9/21 奈良県 奈良市

今年は「職場体験」をテーマに、奈良⽂化財研究所が⽇々⾏っている調査と研究の
過程にスポットを当てた展⽰を⾏います。奈⽂研の⼤きな仕事の⼀つに、埋蔵⽂化
財の発掘と研究があります。それらの発掘調査はどのような⼿順で進められている
のか？出⼟した資料の整理作業はどのように⾏われているのか？検出された遺構
を、出⼟資料を、研究員達はどのように⾒てどのように考えているのか？など、普
段なかなか触れる機会のない研究員の仕事を、ご紹介します。
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。

第８回岡⼭県児童⽣徒絵画展

岡⼭県⼩学校
教育研究会図
画⼯作部会、
岡⼭県中学校
教育研究会美
術部会、⼭陽

新聞社

2018/12/4 2018/12/9 岡⼭県
岡⼭市北

区

平成２３年より、岡⼭県⼩学校教育研究会図画⼯作部会、岡⼭県中学校教育研究会
美術部会、⼭陽新聞社の３者で開催する県内唯⼀の全県下を対象にした図画公募
展。平成２１年まで開催した「岡⼭県児童⽣徒図画展」から数えて今年で７０回
⽬。
岡⼭県内の全⼩中学校より学校経由で作品を募集。県内２３地区での地区審査を実
施、中央審査を経て選ばれた特別賞７賞５４点、特選１５６点の計２１０点を展覧
会と特集紙⾯で紹介。特別賞受賞者を対象に表彰式を実施します。このほか、準特
選１，３００点、佳作約１，５００点も選んでおり、合わせて約３，０００点を表
彰しています。展⽰会場のさん太ギャラリーは、⾞いすの⽅⽤のエレベーターとお
⼿洗いを完備しております。

あいサポートアート展 広島県 2018/10/30 2018/12/2 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。

あいサポートふれあいコンサート 広島県 2018/9/9 2018/9/9 広島県 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への促進に寄与すること
を⽬的として，平成29年度から「あいサポートふれあいコンサート」を開催してい
ます。
県内に在住されている障害のある⼈達で，舞台芸術⽂化活動をしている団体・グ
ループにより，⾳楽，演劇，ダンス等の舞台芸術を発表します。

An Evening of Kagura 広島県 2018/4/14 2018/10/29 広島県
広島市
福⼭市

広島が誇る伝統芸能である「神楽」を，外国⼈向けの定期公演として開催。
県内の様々な神楽団が出演し，神楽に馴染みのない外国⼈の⽅にも親しみやすい演
⽬を中⼼に演じます。
公演の際は，英語での司会進⾏や，あらすじや⼝上を英訳しモニターに表⽰するな
ど，外国⼈の⽅にも神楽を理解して頂くための取組を実施します。
また，公演終了後には神楽団への質問コーナーや⾐装体験，写真撮影も⾏います。

歌麿まつり
歌麿を活かし
たまちづくり

協議会
2018/9/29 2018/10/14 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おり、栃⽊市では、歌麿ゆ
かりの地として歌麿まつりを開催しています。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、歌麿が描いた世界を再現した「外国⼈の歌麿道中
（外国⼈出演者による花魁道中）」や「歌麿道中（花魁道中）」、歌麿をテーマと
した芝居「歌麿夢芝居」を開催します。「外国⼈の歌麿道中」では、花魁などの説
明アナウンスの英語による同時通訳、「歌麿道中」では、⼿話による同時通訳や⾞
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、
「歌麿夢芝居」では、外国⼈の観客向けに英語字幕による対応を⾏います。

伊勢職⼈⼿彫りの型で藍染体験

⾜⽴区伊興地
域学習セン

ター（指定管
理者：株式会
社グランディ
オサービス）

2018/9/16 2018/9/16 東京都 ⾜⽴区

当センターで活動している藍染・染物サークル「泉染会（せんせんかい）」さんの
活動が体験できるイベントです。今回は錦⼩⾵呂敷（約45cm×45cm）に伊勢職⼈
が⼿彫りした型紙を使って、伝統模様を藍染します。⽇本の伝統技術の素晴らしさ
を知っていただくため、本格的な染⾊⽅法に挑戦していただきます。
外国の⽅でも⼿順を⾒て真似ながら作ることができるため、貴重な体験話と完成品
のお⼟産を⺟国に持ち帰っていただけます。会場がバリアフリー対応になってお
り、パンフレットや各部屋の案内が3か国語表記（英語・中国語・韓国語）になっ
ています。また、地域での学習・スポーツ活動に興味があれば、当施設を拠点にし
ている団体もご紹介します。

弾いてみよう！夏休み⼦ども三味線体験

⾜⽴区伊興地
域学習セン

ター（指定管
理者：株式会
社グランディ
オサービス）

2018/8/23 2018/8/23 東京都 ⾜⽴区

指導者より三味線の歴史や構造の説明やデモンストレーションの他、正しい持ち⽅
や弾き⽅を習い、実際に三味線とバチを持って簡単な曲で演奏を体験していただき
ます。今回は⼩学⽣も知っている有名で簡単な曲の完奏を⽬指します。絹⽷を使っ
た弦独特の⾳⾊をお楽しみいただきます。
また、外国の⽅であれば⼿つきを真似てもらったり、障害のある⽅で腕が⾃由に動
く⽅であれば体験が可能で、座り⽅も正座か椅⼦を選べます
会場がバリアフリー対応になっており、パンフレットや各部屋の案内が3か国語表
記（英語・中国語・韓国語）になっています。
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⽇本のキレイな⾊ 夏休み⼦ども「藍染」体験

⾜⽴区伊興地
域学習セン

ター（指定管
理者：株式会
社グランディ
オサービス）

2018/8/19 2018/8/19 東京都 ⾜⽴区

⽇本の伝統技術である「藍染」に挑戦していただき、⼿提げバッグを作成します。
藍染は古くから伝わる⽇本の伝統技術ですが、実際に体験する機会は多くありませ
ん。本講座で植物の⼒と化学反応で染⾊ができること、独特の匂い、鮮やかな藍⾊
の美しさを⼦ども達に体験していたくことで、伝統技術の素晴らしさを知る機会を
ご提供します。
また、外国の⽅であっても⼿順を⾒て真似ながら作ることができるため、貴重な体
験話と完成品のお⼟産を⺟国に持ち帰っていただけます。
会場がバリアフリー対応になっており、パンフレットや各部屋の案内が3か国語表
記（英語・中国語・韓国語）になっています。

夏休み⼯作 ウサギとチューリップ

⾜⽴区伊興地
域学習セン

ター（指定管
理者：株式会
社グランディ
オサービス）

2018/8/2 2018/8/2 東京都 ⾜⽴区

折り紙のみで、「チューリップの名札」と「ウサギの⼩物⼊れ」を作ります。お⼦
さんにも分かりやすい⾒た⽬の⼆つの作品を作ることで、折り紙の奥深さや、⽇本
の伝統⽂化に親しんでいただきます。他にも、「あやめ」や作品を持ち帰り⽤の
「箱と蓋」にも挑戦します。
外国のお⼦さんであっても⼿順を⾒て真似ながら折ることができるため、貴重な体
験話と完成品のお⼟産を⺟国に持ち帰っていただけます。完成品は折りたたんで持
ち帰ることが可能です。
会場がバリアフリー対応になっており、パンフレットや各部屋の案内が3か国語表
記（英語・中国語・韓国語）になっています。

⽣の琵琶で聴く「⽿なし芳⼀」

⾜⽴区伊興地
域学習セン

ター（指定管
理者：株式会
社グランディ
オサービス）

2018/8/26 2018/8/26 東京都 ⾜⽴区

教科書でもお馴染みの怪談「⽿なし芳⼀」を、⽣の琵琶演奏で聴いて聴くことがで
きるイベントです。琵琶は７、８世紀に伝来して以降、⽇本で独⾃進化を遂げ、今
⽇まで受け継がれてきた伝統的な楽器です。琵琶の怪しくも切ない⾳⾊と独特な節
回しの歌声を楽しむだけでなく、図書館職員とのコラボレーションや怪談の読み語
り、琵琶演奏体験コーナー等もあります。
外国の⽅で⽇本語が分からなくても、貴重な⽣演奏にきっと感動していただけま
す。また、座り⽅は床座りか椅⼦座り、⾞椅⼦のままでもご⼊場いただけます。
会場がバリアフリー対応になっており、パンフレットや各部屋の案内が3か国語表
記（英語・中国語・韓国語）になっています。

狂⾔劇場 特別版 能『鷹姫』・狂⾔『楢⼭節
考』

公益財団法⼈
せたがや⽂化

財団
2018/6/22 2018/7/1 東京都 世⽥⾕区

アイルランドの作家ウイリアム・バトラー・イェイツの「鷹の井⼾」をモチーフと
した新作能「鷹姫」と、⺠間伝承の棄⽼伝説を題材とした深沢七郎の短編⼩説を⼟
台にした狂⾔「楢⼭節考」を、劇場空間における”舞台芸術（パフォーミングアー
ツ）としての能・狂⾔”として、当劇場芸術監督の野村萬斎出演により、特設能舞
台にて上演します。
公演期間中、視覚障害者のための舞台説明会（開演前）と解説付き⾳声ガイド、聞
こえにくい⽅のための⾳声サポート（イヤホンの貸出し）を⾏います。当劇場は座
席に⾞椅⼦スペースがあり、⾞椅⼦のままご観劇も可能です。また、「鷹姫」の⽇
本語台本と台本英語訳のチャンネル⼊り字幕タブレットが付いたチケットを販売い
たします。

⾼校⽣の神楽甲⼦園 ひろしま安芸⾼⽥ 安芸⾼⽥市 2018/7/28 2018/7/29 広島県
安芸⾼⽥

市

各地域の伝統芸能「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、⽇頃の練磨の成果を披露するハレの舞台として、毎年7⽉下旬に広
島県安芸⾼⽥市美⼟⾥町の神楽専⽤施設「神楽ドーム」で開催する催しが「⾼校⽣
の神楽甲⼦園ひろしま安芸⾼⽥」です。平成28年に全国放送された広島発地域ドラ
マ「舞え！KAGURA姫」のモデルとなったイベントで、毎年、多くの⽅々が訪れま
す。各地域の神楽を披露するだけでなく、⽣徒が司会、場内美化等の運営にも携わ
ることで、互いに良い刺激を受けるだけでなく、交流することで、今後の伝承の励
みとなっています。本市の神楽の紹介パンフレット（⽇・英・仏）の配布ととも
に、英語対応可能な案内スタッフを配置するなど、外国⼈にも楽しんでいただける
ような取組を⾏います。

第５６回徳島彫刻集団野外彫刻展 徳島彫刻集団 2018/9/30 2018/11/9 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
創作のおもしろ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。

⽇本伝統芸能とフラメンコの融合プロジェクト OfficeAIRE 2018/7/16 2018/9/30 東京都 杉並区

スペインの⺠族芸能であるフラメンコと、⽇本の伝統芸能。
⻄の端スペインと東の端⽇本という遠く離れた⺠族でありながら、その根底にある
芸術性にリンクする事が多く、雅楽・能楽・歌舞伎などの⽇本の伝統の⾳楽／踊り
と融合させております。
フラメンコの歌い⼿でありながら琵琶／能の謡を学ぶ須⽥隆久と、フラメンコ舞踊
家でありながら着物／能楽に精通した上籔よう⼦を主軸に、独⾃の世界観で新しい
形の和洋融合の作品作りに挑戦しております。
⽇本古来の伝統芸能をフラメンコと融合させる事で、⽇本⼈である私たちも改めて
⽇本の伝統芸能の素晴らしさに気付き、海外に誇れる様になり、⾃らの⽂化の深さ
を再発⾒出来る機会となります。
また海外の⼈には、⾔葉の壁を超え、感性と芸術性で⽇本の伝統芸能を感じて頂く
またとない機会となります。それに伴い、公式サイトでは英語とフランス語での表
記も掲載し、⽇本のみならず海外にも広く活動の視野を広げております。
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特別展「国宝 東寺－空海と仏像曼荼羅」
東京国⽴博物

館
2019/3/26 2019/6/2 東京都 台東区

真⾔宗総本⼭東寺（教王護国寺）は、2023年に、弘法⼤師空海が密教を開宗して
1200年の節⽬を迎えます。これに先⽴ち、1200年の時を経て連綿と受け継がれる
東寺の⽂化財の全貌を紹介し、⽇本の⽂化の精髄をご紹介するものです。東寺講堂
安置の21体（国宝15体、重⽂6体）の仏像曼荼羅のうち、国宝11体、重⽂4体、合
計15体が出品される史上最⼤の東寺展となります。
展⽰室内ではオストメイト⽤設備の整備や⾞椅⼦の貸出し等、バリアフリー化に努
めております。また、館内はFreeWi-Fiをご利⽤いただけます。展⽰解説やキャプ
ションは⽇英中韓の四か国語表記、⾳声ガイドは⽇英中韓の四か国語をご⽤意して
おります。

平成30年度 滋賀県次世代育成ユースシアター
事業

滋賀県⽴⽂化
産業交流会館

2018/8/10 2018/12/23 滋賀県
⽶原市、
⾼島市

次世代の⽂化活動者育成の為、地元の⼩学3年⽣から⼀般の演劇に興味がある⽅を
募集しオリジナル⾳楽劇を上演する。作・演出：ごまのはえ（ニットキャップシア
ター主宰）
演出助⼿：⾼原綾⼦（ニットキャップシアター）／まいやゆりこ
作曲：真都⼭みどり（歌舞⾳劇ユニットエムエム研究室）
振付・ダンス指導：⼭⽥レイ（Reiworks）
歌唱指導：森屋結（ソプラノ歌⼿）
ワークショップ8⽉10⽇（⾦）・8⽉12⽇（⽇）稽古9⽉〜12⽉上演12⽉22⽇
（⼟）・12⽉23⽇（⽇）
障害者・外国⼈に関わらず、演劇に興味がある⽅々に体験して頂けます。上演会場
は、バリアフリーになっています。

太⿎芸能集団 ⿎童『巡 –M E G U R U -』

公益財団法⼈
調布市⽂化・
コミュニティ

振興財団

2018/12/15 2018/12/15 東京都 調布市

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、世界に発信してい
る。
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おり、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組であ
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。

『時の響』2018
『時の響』実

⾏委員会
2018/10/19 2018/10/21 京都府 京都市

2018年は明治維新から150年の節⽬にあたり、また⽇仏友好160周年、京都・パリ
友情盟約締結60周年を迎える記念すべき年でもあります。『時の響』2018は、明
治の⽂明開化から今⽇につながる⽇本とフランスの⽂化の交流をテーマに、4K映像
とともに楽しむアーカイブコンサート、マルシェの雰囲気が楽しめる京のフレンチ
フェア、⽇本と⻄洋の伝統⾳楽の融合などさまざまなアーティストのパフォーマン
スが楽しめます。ホールは⾞椅⼦席を備え、コンサートホールのチケットサイトや
会場のサインは英語対応しています。会場では、最先端の技術でアーカイブされた
映像や展⽰物を通して過去・現在・未来の⽂化芸術に出会える⽂化芸術の交流展⽰
も⾏います。

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
2018/6/28 2019/3/31 東京都 東京都内

2009年よりスタートした学園祭グランプリは、⾸都圏の⼤学で開催される秋の学
園祭ナンバーワンを決めるコンテスト。「学園祭をTOKYO・若者のお祭りに！」を
スローガンに、⾃社メディア「レッツエンジョイ東京」を通じて学園祭の魅⼒をPR
するほか、「LIVEJAPAN」において訪⽇外国⼈向けにも多⾔語対応で学園祭グラン
プリの情報を発信しています。昨年（2017年度）は110キャンパスがエントリー
し、過去最⼤の盛り上がりとなりました。今年（2018年度）で10回⽬となる本企
画では、ステージや学術発表に代表される”⼤学・学⽣独⾃⽂化”、商店街や⾏政を
巻き込んだ”地域活性”、インバウンド社会における”国際交流”、の三つの視点で総
合的に優れた学園祭を表彰するほか、留学⽣企画や海外発信などの「外国⼈にとっ
ての⾔語の壁を取り除く取組」も個別表彰予定です。

杜の賑い・東京
株式会社ＪＴ

Ｂ
2018/10/31 2018/10/31 東京都 ⽂京区

「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。連続開催３６年を迎える「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、今年度は、東京開府１５０年の節⽬でもあり、150年前の東京から
現在につながる伝統芸能の舞台を東京を会場に予定しております。
また、多⾔語版のチラシ、プログラムの作成、外国語スタッフによる対応など⾔語
の壁を取り除く対応も⾏い、国内外の観光客に楽しんでいただきます。

Japan Trend Ranking
株式会社ぐる

なび
2018/4/10 2019/3/31 WEB WEB

「JapanTrendRanking」は、外国⼈に対し、⽇本の⾷⽂化を正しく伝え、理解し
てもらうことで、海外における⽇本ファンをつくることを⽬的としたサイト。
「JapanTrendRanking」は「⾏ってみたい⽇本、もう⼀度⾏きたい⽇本へ。」を
コンセプトとし、海外における“⽇本ファンづくり”を推進していく取組です。
⾔語の壁を取り除く取組として、サイトを6カ所の国（シンガポール、ロサンゼル
ス、フランス、タイ、⾹港、台湾）と地域の⾔語に翻訳し、情報を発信しておりま
す。

シンポジウム 南葵⾳楽⽂庫~楽しみと学び~ 和歌⼭県 2018/9/15 2018/9/15 和歌⼭県 和歌⼭市

南葵⾳楽⽂庫とは、紀州徳川家第16代当主徳川頼貞が、主に⼤正時代に私財を投じ
て集めた、⻄洋⾳楽書や楽譜などのコレクションを指す。頼貞の没後に追加された
ものも含めて総資料数約20,000点にも及ぶコレクションの全てが、2016年に（公
財）読売⽇本交響楽団から和歌⼭県に寄託され、2017年12⽉には、整理が済んだ
資料の⼀部が和歌⼭で⼀般公開された。2018年度は南葵⾳楽⽂庫の価値と意義を
広く県⺠に発信し認知してもらうことを⽬的にシンポジウムを開催。読響楽団員に
よる室内楽演奏のほか、有識者によるパネルディスカッションを実施する。会場に
は⼿話通訳者を設置するとともに、訪⽇外国⼈への配慮のため⽇本語と英語を併記
したリーフレットを配布する。
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（市区町村）
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1789-バスティーユの恋⼈たち-
株式会社 博

多座
2018/7/3 2018/7/30 福岡県 福岡市

『太陽王』『ロックオペラモーツァルト』など話題作を次々と世に送り出してきた
プロデューサー、ドーヴ・アチアとアルベール・コーエンの⼿によって⽣み出され
た本作品は、2016年の東京初演時に、鮮烈な⾳楽・洗練された演出が話題を呼び
完売へと⾄った。その潤⾊／演出を担ったのは『エリザベート』『モーツァル
ト！』を⼿掛ける名匠・⼩池修⼀郎。
宝塚版とは異なるアレンジを加え、グルーヴ感溢れるロックナンバー、涙を誘うバ
ラード、スピーディーなストーリー展開を巧みに操り、フランス⾰命の最中に⽣ま
れた愛を描き出した。今回、新キャストを迎え待望の福岡公演が決定！

⼤⼈のけんかが終わるまで
株式会社 博

多座
2018/8/5 2018/8/5 福岡県 福岡市

破局⼨前の不倫カップルと、偶然、⼀晩いあわせることになったその男の妻の友⼈
カップルと、そのまだらボケの⺟親という男⼥５名のコミカルな会話劇からなる、
シニカルな⼤⼈のコメディで、2015年5⽉にドイツで初演を迎え、現在も再演を続
けています。
不倫カップルを演じるのは鈴⽊京⾹と北村有起哉、偶然出会う友⼈夫妻を板⾕由夏
と藤井隆、そしてその姑を⿇実れい、という顔触れ。実⼒派キャスト陣を得て、博
多座初登場の上村聡史が、曲がり⾓にきた⼤⼈たちの少し苦味のあるコメディを軽
妙に仕⽴てます。
ある⼀夜に偶然出会ってしまった⼤⼈たちのけんかの結末にご期待ください！

三⾕⽂楽 「其礼成⼼中」
株式会社 博

多座
2018/8/17 2018/8/19 福岡県 福岡市

⼤坂では近松⾨左衛⾨が実際の⼼中事件を元に書いた『曾根崎⼼中』が⼤ヒット。
その舞台のなった天神の森は悲恋の末に⼼中を遂げようとする男⼥の⼼中のメッカ
となっていた。その森の⼊り⼝にある饅頭屋の夫婦と⼼中にやってくる男⼥の物語
を三⾕幸喜が書き下ろし。曽根崎に暮らす市井の⼈々のは笑いと涙に溢れた⼈情物
語。『曾根崎⼼中』の裏版『其礼成⼼中』です。⽂楽の伝統と技芸に敬意を評しな
がら、三⾕幸喜がその魅⼒を彼の筆と演出で⾃由に創作した庶⺠の喜劇『其礼成⼼
中』は⽂楽ファンはもとより、⽂楽ビギナーにも⽂楽の魅⼒を最⼤限に伝えます。
⽂楽の可能性を最⼤限に引き出した三⾕幸喜の超・古典エンタテイメントです。

博多座落語 桂⽶朝⼀⾨会
株式会社 博

多座
2018/8/21 2018/8/21 福岡県 福岡市

上⽅落語の名⾨が九州上陸！
戦後、上⽅落語の復興と継承に尽⼒し、「上⽅落語四天王」とも呼ばれ、ついには
⼈間国宝に認定され⽂化勲章まで受章した故・桂⽶朝。桂⽶朝はそれまでの上⽅落
語を新しい解釈や表現を加えることで、関⻄以外の全国に通じる芸として昇華させ
ました。現在も桂⽶朝の残した芸や精神は、多くの弟⼦に受け継がれ、今の全国的
な上⽅落語の⼈気を⽀えています。
普段テレビで⾒ることの多い江⼾落語とはルーツや中⾝も異なる上⽅落語、その神
髄を桂⽶朝の直弟⼦、ざこばをはじめとした⼀⾨の豪華メンバーが惜しみなく博多
座の舞台で披露します。

北島三郎オンステージ2018
株式会社 博

多座
2018/8/23 2018/8/27 福岡県 福岡市

北島三郎オンステージ２０１８歌と共に・・・
演歌界の巨匠・北島三郎、熱い声援に応えて2年ぶりに博多座のステージに帰って
くる！
博多座の夏は終わらない！！６公演限定のステージお⾒逃しなく!!

魔界転⽣
株式会社 博

多座
2018/10/6 2018/10/28 福岡県 福岡市

『魔界転⽣』は、1967年（昭和42年）に『おぼろ忍法帖』として単⾏本化され
た、⼭⽥⾵太郎の⼈気伝奇⼩説で、壮⼤なスケール、雄⼤な歴史ロマン、そして、
奇抜かつ摩訶不思議な展開、時空を超えたアクション・エンターテインメントの最
⾼傑作と云われています。1981年の映画化以降、舞台、漫画・アニメ、ゲームな
ど、数多くのジャンルでリメイクされた、⼭⽥作品の最⼤のヒット作です。その本
作を、ドラマ『SPECシリーズ』、映画『20世紀少年』等、多くの名作を⼿がけた
巨匠・堤幸彦が演出を⼿掛け、演劇界の重鎮・マキノノゾミが脚本を担当し、新た
なるスペクタクル時代劇として再び甦らせます。

福岡市⾼齢者市⺠劇団 シルバーパンサー 第
16回定期公演

福岡市⾼齢者
市⺠劇団 シ
ルバーパン

サー

2018/6/23 2018/6/23 福岡県 福岡市

私共の劇団は83歳を筆頭に平均年齢76歳となる60歳以上の⾼齢者ばかりの劇団で
す。福岡市在住の⾼齢者たちが⽣涯学習，⽼⼈活性化を⽬的とし，⼈⽣経験や，知
恵を芝居を通じて後輩たちに伝えようと2000年５⽉に旗揚げし，以来15回定期公
演を⾏ってきました。
今回第16回⽬の公演となりますが，演⽬は『⾃宅失踪者マキコ』。
⾼齢の⺟を⼀⼈残して急死した娘が⺟親を⼼配して幽霊となって現れるが，⽣前同
様に⺟娘のバトルが繰り広げられる…。
現代の⾼齢化社会の問題点と⺟娘の愛をコミカルに描いています。笑いあり，感動
ありといった楽しいお芝居になっています。

脇⼭主基斎⽥90周年記念事業 お⽥植祭
脇⼭主基斎⽥
90周年記念事
業実⾏委員会

2018/6/16 2018/6/16 福岡県 福岡市

1928年(昭和３年)，昭和天皇即位時に⾏われた⼤嘗祭の折，早良区南部の脇⼭が
「主基斎⽥（すきさいでん）」に選ばれ，⽶を献上してから今年で90周年を迎えま
す。
⼤嘗祭（だいじょうさい）は天皇即位時に作物の豊作を願って⾏われる⾏事です。
⼤嘗祭では京都を境に東⻄２か所から選ばれた⽔⽥の⽶が献上されますが，⻄の⽔
⽥を「主基斎⽥」，東の⽔⽥を「悠紀斎⽥(ゆきさいでん)」といいます。
90周年という節⽬の年を迎えるにあたり，地域の伝統⽂化や歴史，美しい⾃然を後
世へ継承したいという思いから，脇⼭校区の皆さんを中⼼に「お⽥植祭」を開催し
ます。
当⽇は，脇⼭⼩学校及び地域のみなさんによるお⽥植舞や，⽥植えを⾏います。
また，脇⼭⼩学校体育館にて９０年前の主基斎⽥に関するパネルや⾐装などの展⽰
を⾏います。
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⼭下和仁ギターリサイタル すたじおＧ 2018/10/13 2018/10/13 福岡県 福岡市

⼭下のバッハ演奏は国内外で名⾼く，今年４⽉のイタリアツアーでも前年に続き
「無伴奏チェロ組曲全６曲」２夜コンサートが開催されました。
また，世界遺産・テアトロオリンピコでのソロ・リサイタルが⼤成功を収めまし
た。
また⻑年にわたり，演奏活動のかたわら，⽇本の雅楽および古楽の調査・研究をか
さね，その範囲は国内のみにとどまらず，はるか⼤仏開眼式の昔にさかのぼる隣
国・遠国のルーツをたどって，韓国・カンボジア・ヴェトナムにも及びます。
なみきホールは過去２回に渡って⾏われたあいれふホールのバッハリサイタルより
も収容⼈数が多く，⼭下和仁の壮⼤な⾳楽世界をゆったりと楽しんで頂けると存じ
ます。

「ボストン美術館浮世絵名品展 鈴⽊春信」「幽
霊・妖怪画の世界展」

「ボストン美
術館浮世絵名
品展 鈴⽊春
信」「幽霊・
妖怪画の世界
展」実⾏委員

会

2018/7/7 2018/8/26 福岡県 福岡市

【鈴⽊春信展】質・量ともに世界屈指を誇るボストン美術館の浮世絵コレクション
から，錦絵誕⽣の⽴役者となった鈴⽊春信の画業を紹介するとともに，彼が影響を
受けた先⾏の絵師，そして影響を与えた礒⽥湖⿓斎ら，さらには春信の後継者を⾃
負していた歌麿の作品を加えた計150点を展観。
【幽霊・妖怪画の世界展】福岡市博物館が誇る⽇本屈指の幽霊・妖怪画コレクショ
ン約50点の展観とともに，先⼈たちの豊かな想像⼒が⽣みだした「もう⼀つのあの
世」を楽しく紹介。円⼭応挙や伊藤若冲の作品も出品。
両展会期中は講演会やワークショップなど実施予定
なお，展⽰会場については，⾞椅⼦での観覧が可能。

博多旧市街ライトアップウォーク 千年煌夜
博多ライト

アップウォー
ク実⾏委員会

2018/10/31 2018/11/4 福岡県 福岡市

博多旧市街(OldTownHAKATA)には歴史を語り継ぐ寺や神社が⽴ち並んでいます。
ライトアップされたそれらの寺社を夜に参拝して巡ることができる特別なイベン
ト。それが「博多旧市街ライトアップウォーク千年煌夜」です。
美しい光と歴史的な寺社仏閣が醸し出す厳かな静寂。
多くの⼈でにぎわう、⼤みそかやお祭りのようなハレの⽇の⾼揚感。
⽇頃の忙しさから解放される⼼静かなひと時。
―――昼間とは違う博多の魅⼒を、どうぞお楽しみください。
【主な会場】博多の総鎮守・櫛⽥神社、弘法⼤師（空海）創建・東⻑寺、博多祇園
⼭笠・博多織・うどんなど発祥の地・承天寺、⼈⿂伝説の⿓宮寺、閻魔道と観⾳堂
が隣同⼠に並ぶ海元寺など

秋のステージはかた2018
まつりはかた
実⾏委員会

2018/10/28 2018/10/28 福岡県 福岡市
区⺠団体による⽂化・芸術活動の発表の場として地域の公⺠館サークルやキッズダ
ンスをメインに，博多消防団や博多にわか等をゲストに迎え、博多市⺠センターに
て開催。⾒どころは、プログラム1番の博多消防団です。

板付弥⽣のムラ「⼟器づくり体験教室」 福岡市 2018/9/15 2018/9/15 福岡県 福岡市

⼟器づくり体験教室は，⼀般公募で選ばれた参加者約30名が弥⽣時代に⾏われてい
た⼟器づくりを実際に体験し，⽂化財についての理解を深めていただくイベント
で，今回で27回⽬を迎えます。制作した⼟器は約1か⽉の乾燥期間ののち，実際に
焼いて完成，10⽉27⽇に予定している秋祭りの⽇からお持ち帰りいただけます。
参加者の皆さんには板付弥⽣のムラの「ムラびと」になって，⼟器づくりを楽しみ
ながら弥⽣時代について想いをはせていただける催しとなっています。
なお，応募⽅法等は，本市市政だよりに掲載するほか，⽂化財活⽤部ホームペー
ジ・フェイスブック等でお知らせする予定です。

板付弥⽣のムラ「秋祭り」 福岡市 2018/10/27 2018/10/27 福岡県 福岡市

秋祭りは，弥⽣時代にはじまった⽔⽥稲作を知り，⽂化財についての理解を深めて
いただくイベントで，今回で27回⽬を迎えます。この催しは，板付弥⽣のムラの復
元⽔⽥に実ったイネを収穫し，ことしの豊作に感謝するとともに，弥⽣時代のくら
しを実際に体験しながら，楽しく過ごしていただくイベントです。
稲刈り以外にも脱穀といった農作業の体験，竪⽳住居での⽣活体験や勾⽟つくり，
⽕起こし体験や，輪投げや餅まきなどの催しを⾏う予定です。
なお，本イベントは⾃由参加で，定員等はありません。詳しくは本市市政だよりに
掲載するほか，⽂化財活⽤部ホームページ・フェイスブック等でお知らせする予定
です。

国史跡吉武⾼⽊遺跡「やよいの⾵公園」コスモス
まつり

福岡市 2018/11/3 2018/11/3 福岡県 福岡市

コスモスまつりは，やよいの⾵公園に隣接する⼟地で進めている「花畑プロジェク
ト」で栽培するコスモスの開花に合わせて，地域と協働で開催するものです。
この催しでは，地域による物販や，園内を巡って遺跡のクイズに挑戦するクイズラ
リー，勾⽟つくり体験など，様々なイベントを⾏う予定で，弥⽣時代について学び
ながら楽しく過ごしていただけるものとなっています。
なお，本イベントは⾃由参加で，定員等はありません。詳しくは本市市政だよりに
掲載するほか，⽂化財活⽤部ホームページ・フェイスブック等でお知らせする予定
です。

第39回中央区市⺠⽂化祭(美術作品展・⾳楽と演
芸のつどい）

中央区市⺠の
祭り運営委員

会
2018/11/8 2018/11/17 福岡県 福岡市

⼦どもから⼤⼈まで幅広い世代による芸術・演劇等の発表、鑑賞をとおして、世代
を越えた交流と⻘少年の健全育成を⽬指し、開催している。
会場内は⾞いすの⽅に配慮し、通路等に⼗分なスペースを確保。
①美術作品展2018年11⽉8⽇(⽊）〜11⽉13⽇(⽕）
②⾳楽と演芸のつどい2018年11⽉17⽇(⼟）



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

映像ホール・シネラ 特別企画事業
映像ホール・シネラ 通常上映事業

福岡市総合図
書館映像ホー
ル・シネラ実

⾏委員会

2018/4/27 2018/11/25 福岡県 福岡市

福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会では，郷⼟福岡に関係する⽇本映
画やアジア映画において，歴史的・⽂化的・芸術的に貴重な映画を収集し，それら
のフィルムを中⼼に映像ホール・シネラで上映を⾏っています。
ここでは，平成30年度の上映のうち，⽇本の⽂化や社会の歴史的な状況を映す⽇本
映画の特集8本を紹介しています。

特別企画 ぴあフィルムフェスティバル in 福岡

福岡市総合図
書館映像ホー
ル・シネラ実

⾏委員会

2018/4/27 2018/4/30 福岡県 福岡市

⾃主製作映画の⽇本最⼤のコンペティション「ぴあフィルムフェスティバル」か
ら，平成２９年９⽉に東京で開催された第３９回フェスティバル⼊選作を上映。
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会では，郷⼟福岡に関係する⽇本映
画やアジア映画において，歴史的・⽂化的・芸術的に貴重な映画を収集し，それら
のフィルムを中⼼に映像ホール・シネラで上映を⾏っています。ここでは，平成30
年度の上映のうち，⽇本の⽂化や社会の歴史的な状況を映す⽇本映画の特集8本を
紹介しています。
※⾞いす⽤観覧席を確保。総合図書館ＨＰ内に，英訳版の紹介ページ有り。

特別企画 鈴⽊清順監督特集

福岡市総合図
書館映像ホー
ル・シネラ実

⾏委員会

2018/5/2 2018/5/25 福岡県 福岡市

平成２９年２⽉に亡くなった鈴⽊清順監督の追悼上映。
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会では，郷⼟福岡に関係する⽇本映
画やアジア映画において，歴史的・⽂化的・芸術的に貴重な映画を収集し，それら
のフィルムを中⼼に映像ホール・シネラで上映を⾏っています。ここでは，平成30
年度の上映のうち，⽇本の⽂化や社会の歴史的な状況を映す⽇本映画の特集8本を
紹介しています。
※⾞いす⽤観覧席を確保。総合図書館ＨＰ内に，英訳版の紹介ページ有り。

特別企画 シネラ映像祭 松本俊夫監督特集

福岡市総合図
書館映像ホー
ル・シネラ実

⾏委員会

2018/6/13 2018/6/24 福岡県 福岡市

平成２９年４⽉に亡くなった実験映画の巨匠・松本俊夫監督の特集。
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会では，郷⼟福岡に関係する⽇本映
画やアジア映画において，歴史的・⽂化的・芸術的に貴重な映画を収集し，それら
のフィルムを中⼼に映像ホール・シネラで上映を⾏っています。ここでは，平成30
年度の上映のうち，⽇本の⽂化や社会の歴史的な状況を映す⽇本映画の特集8本を
紹介しています。
※⾞いす⽤観覧席を確保。総合図書館ＨＰ内に，英訳版の紹介ページ有り。

特別企画 渥美清特集

福岡市総合図
書館映像ホー
ル・シネラ実

⾏委員会

2018/7/4 2018/7/29 福岡県 福岡市

「男はつらいよ」シリーズで国⺠的俳優として愛された渥美清の特集。
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会では，郷⼟福岡に関係する⽇本映
画やアジア映画において，歴史的・⽂化的・芸術的に貴重な映画を収集し，それら
のフィルムを中⼼に映像ホール・シネラで上映を⾏っています。ここでは，平成30
年度の上映のうち，⽇本の⽂化や社会の歴史的な状況を映す⽇本映画の特集8本を
紹介しています。
※⾞いす⽤観覧席を確保。総合図書館ＨＰ内に，英訳版の紹介ページ有り。

通常上映 アニメーション特集

福岡市総合図
書館映像ホー
ル・シネラ実

⾏委員会

2018/8/1 2018/8/5 福岡県 福岡市

総合図書館が収蔵する，1959年から80年までの懐かしいアニメーション映画特
集。
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会では，郷⼟福岡に関係する⽇本映
画やアジア映画において，歴史的・⽂化的・芸術的に貴重な映画を収集し，それら
のフィルムを中⼼に映像ホール・シネラで上映を⾏っています。ここでは，平成30
年度の上映のうち，⽇本の⽂化や社会の歴史的な状況を映す⽇本映画の特集8本を
紹介しています。
※⾞いす⽤観覧席を確保。総合図書館ＨＰ内に，英訳版の紹介ページ有り。

通常上映 ⽇本映画名作選

福岡市総合図
書館映像ホー
ル・シネラ実

⾏委員会

2018/9/5 2018/9/24 福岡県 福岡市

総合図書館が収蔵する，昭和１０年代から平成１０年代までの⽇本映画名作選。
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会では，郷⼟福岡に関係する⽇本映
画やアジア映画において，歴史的・⽂化的・芸術的に貴重な映画を収集し，それら
のフィルムを中⼼に映像ホール・シネラで上映を⾏っています。ここでは，平成30
年度の上映のうち，⽇本の⽂化や社会の歴史的な状況を映す⽇本映画の特集8本を
紹介しています。
※⾞いす⽤観覧席を確保。総合図書館ＨＰ内に，英訳版の紹介ページ有り。

特別企画 １００年の映画（ドキュメンタリー）

福岡市総合図
書館映像ホー
ル・シネラ実

⾏委員会

2018/10/24 2018/10/27 福岡県 福岡市

１００年という時間をテーマにしたドキュメンタリーの上映。
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会では，郷⼟福岡に関係する⽇本映
画やアジア映画において，歴史的・⽂化的・芸術的に貴重な映画を収集し，それら
のフィルムを中⼼に映像ホール・シネラで上映を⾏っています。ここでは，平成30
年度の上映のうち，⽇本の⽂化や社会の歴史的な状況を映す⽇本映画の特集8本を
紹介しています。
※⾞いす⽤観覧席を確保。総合図書館ＨＰ内に，英訳版の紹介ページ有り。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

特別企画 吉永⼩百合特集

福岡市総合図
書館映像ホー
ル・シネラ実

⾏委員会

2018/11/1 2018/11/25 福岡県 福岡市

今年度１２０本⽬の出演作が公開された，⽇本映画を代表する⼥優吉永⼩百合特
集。
福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実⾏委員会では，郷⼟福岡に関係する⽇本映
画やアジア映画において，歴史的・⽂化的・芸術的に貴重な映画を収集し，それら
のフィルムを中⼼に映像ホール・シネラで上映を⾏っています。ここでは，平成30
年度の上映のうち，⽇本の⽂化や社会の歴史的な状況を映す⽇本映画の特集8本を
紹介しています。
※⾞いす⽤観覧席を確保。総合図書館ＨＰ内に，英訳版の紹介ページ有り。

⼈間・髙⼭⾠雄展 森羅万象への道

公益財団法⼈ 
⼤分県芸術⽂
化スポーツ振

興財団

2018/7/7 2018/8/19 ⼤分県 ⼤分市

⼤分県出⾝の画家、髙⼭⾠雄の７０余念にわたる画業を、世⽥⾕美術館との共同企
画で実施します。貴重な学⽣時代のスケッチから、⽣涯に三度開催した個展「⽇⽉
星⾠髙⼭⾠雄展」で発表した屏⾵の⼤作、⼤分初公開の宮内庁所蔵《主基地⽅⾵俗
歌屏⾵》、そして、亡くなる前年の94歳にして初めて⼿がけた⾃画像まで、数々の
代表作を通じて、⼈間の本質を掴もうとした⼈間・髙⼭⾠雄の芸術世界に触れてい
ただければと思います。
⼤分県⽴美術館での開催で、歩⾏が困難な⽅には、⾞椅⼦の⼿配や、会場の３階ま
ではエレベーター利⽤、⾝障者の⽅のお⼿洗い等の設備があり、多くの⽅にお越し
いただけるようになっております。

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」本公演及
び関連企画

公益財団法⼈ 
⼤分県芸術⽂
化スポーツ振

興財団

2018/7/15 2018/11/1 ⼤分県 ⼤分市

当財団が、「OASIS21ひろば」開館20周年記念、「第33回国⺠⽂化祭・おおいた
2018」事業として、ミュージカル「マイ・フェア・レディ」⼤分公演及びその関
連企画を⼤々的に実施するもの。平成22年度から⼒を⼊れてきたミュージカル分野
の事業の集⼤成として、当該ミュージカル公演の鑑賞と関連ワークショップを実施
する等、⼈材育成にも重点を置き、更なる⼤分県におけるミュージカル⽂化の普及
を⽬指す。
○ミュージカル「マイ・フェア・レディ」⼤分公演
①10⽉31⽇（⽔）18時半から②11⽉1⽇（⽊）18時半
○ミュージカル「マイ・フェア・レディ」
特別体験ワークショップ7⽉15⽇（⽇）〜11⽉1⽇（⽊）【発表】
演⽬がブロードウェイミュージカルであり、外国⼈にとって理解しやすい内容であ
る。海王ではバリアフリーのお⼿洗いや⾞いす席等が完備されており、障害のある
⽅にも鑑賞しやすい。

第33回国⺠⽂化祭・おおいた2018 
第18回全国障害者芸術・⽂化祭おおいた⼤会

第33回国⺠⽂
化祭⼤分県実
⾏委員会 第
18回全国障害
者芸術・⽂化
祭実⾏委員会

2018/10/6 2018/11/25 ⼤分県
県内

18市町村

⼤分県では、平成３０年１０⽉６⽇〜１１⽉２５⽇の約２か⽉間にわたり、「国⺠
⽂化祭」と「全国障害者芸術・⽂化祭」を同時に開催。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。芸術⽂化事業と伝統芸能や地域の祭り・⾷などを芸術⽂化
イベントと⼀緒に体験し、県内各地を巡る新たな観光スタイル「カルチャーツーリ
ズム」を展開することで、⼤分県独⾃の多彩な⽂化や地域の魅⼒を全国に発信す
る。
また、全国で初めて県内全市町村で障害者芸術・⽂化祭の事業を開催し、障がい者
と地域のふれあい、社会参加のきっかけづくりの推進、障がい者に対する理解の促
進につなげる。

Tanavata Starlight Express 2018

⼤分県芸術⽂
化ゾーン創造
プロジェクト
実⾏委員会

2018/8/3 2018/8/5 ⼤分県 ⼤分市

⼤分県の芸術⽂化の拠点「芸術⽂化ゾーン（⼤分県⽴総合⽂化センター、⼤分県⽴
美術館）」から、OASISひろば２１周辺エリアのにぎわいづくりのため、美術・⾳
楽等を融合した事業を実施する。８⽉４⽇（⼟）に開催する「OASISアトリウムス
テージ」では、⼤分県豊後⾼⽥市の伝統芸能「草地おどり」や佐伯市で活躍する
「⼤分佐伯道院」の⼦どもたちによる「少林寺拳法」の演武を披露してもらう。ま
た、国際交流プラザの関係としてベトナム、中国、インドネシアの⺠族舞踊や⺠族
⾳楽も披露する。その他⼤分県で活躍しているアーティストの出演で、グローバル
かつローカルなステージとなる予定。８⽉５⽇（⽇）は体験型のワークショップと
して沖縄の伝統⼯芸である「紅型」に挑戦するイベントもある。

ミュージアム周遊パス
九州・沖縄⽂
化⼒推進会議

2018/8/1 2018/12/31 福岡県 太宰府市

国内外の観光客等の⽂化施設の利⽤促進を図るため、福岡県内及び九州・沖縄の美
術館、博物館等で利⽤できる特典クーポン付きミュージアム周遊パス（⽇本語・英
語併記、⽇本語・中国語併記、⽇本語・韓国語併記）を発⾏。期間中に、パスに掲
載されているクーポンを施設に提⽰すると、⼊館料の割引や記念品のプレゼントな
どの特典を受けることができる。観光案内所等に7⽉中旬から配布予定。

隈研吾⽒・伊藤順⼆⽒講演会「九州アジア⽂化圏
の発信」

福岡県 2018/6/10 2018/6/10 福岡県 筑後市

九州芸⽂館開館５周年記念事業として、九州芸⽂館をデザインした隈研吾⽒と九州
芸⽂館アートプロジェクトプロデューサーの伊東順⼆⽒による「九州アジア⽂化圏
の発信」をテーマに対談形式の講演会を開催します。
会場はバリアフリーで、講演会は筆耕翻訳を⾏います。

湖国新進アーティストによる演奏会 ザ・ファー
ストリサイタル2019

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/3/23 2019/3/23 滋賀県 ⼤津市

滋賀県出⾝・在住のアーティストをオーディションにより選考し、演奏会を実施す
る。
オーディション内容：器楽（ピアノ、管楽器、弦楽器、打楽器の独奏）、声楽（独
唱）
リサイタル内容：４０分程度（ハーフリサイタル）の演奏内容で出演者ごとに１部
〜３部形式
このオーディションを通じて、県内のアーティストが、幅広く活躍するために必要
な技術と知識を⾝に付ける機会とする。また、お客様には安価な料⾦設定で、今後
の活躍が期待される若いアーティストのフレッシュな演奏を、滋賀県⽴芸術劇場び
わ湖ホール(⼩ホール)において気軽に楽しんでいただく。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。



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2019
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/1/27 2019/1/27 滋賀県 草津市

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)、2018年制作「Ooh,Namazu!?」（作・演出：茂⼭童司）の再演。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。（多⽬的トイレ、授乳室、⾞いす⽤駐
⾞スペース、英語表記による案内）

おうみ狂⾔図鑑2019
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/2/17 2019/2/17 滋賀県 守⼭市

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)、2019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。（多⽬的トイレ、⾞いす⽤駐⾞スペー
ス）

おうみ狂⾔図鑑2019
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/2/23 2019/2/23 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)、2019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2019
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2019/3/2 2019/3/2 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)、2019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。

⼈形浄瑠璃 冨⽥⼈形 -夏・秋公演-

公益財団法⼈
⻑浜⽂化ス

ポーツ振興事
業団

2018/7/29 2018/11/25 滋賀県 ⻑浜市

伝承来180年の歴史を誇る、滋賀県選択無形⺠俗⽂化財｢冨⽥⼈形」の定期公演で
す。夏公演では「傾城阿波鳴⾨」を始めとした演⽬を冨⽥⼈形共遊団が熟練の技と
呼吸でご覧に⼊れます。秋公演では冨⽥⼈形共遊団に加え、近隣の⼩学校から募集
した⼩学⽣が、冨⽥⼈形ジュニアクラスとして演⽬を演じます。⼦ども達の⼤⼈顔
負けの⼈形使いを是⾮ご覧ください。冨⽥⼈形共遊団では毎年留学⽣を受け⼊れて
おり、その留学⽣達が英語の翻訳に協⼒し、作成したパンフレットを来場者に配布
します。両公演とも、⻑浜駅からの臨時シャトルバスの運⾏も予定しています。是
⾮ご利⽤ください。

第67回（平成30年度）彦根市美術展覧会アート
フェスティバル〜美術展覧会と⾳楽との共演〜

彦根市 2018/9/9 2018/9/16 滋賀県 彦根市

第67回（平成30年度）彦根市美術展覧会アートフェスティバル〜美術展覧会と⾳
楽との共演〜は、第６８回彦根市秋の⽂化祭主催事業で、また第４８回滋賀県芸術
⽂化祭参加事業として、彦根市内および彦根市近隣市町に在住する⽅々から広く美
術展覧会への出品を募集し、⽂化・芸術に対する意欲的な創作発表を奨励するとと
もに、優れた芸術作品に親しみ、鑑賞する機会を提供することで、市⺠⽂化の向上
と芸術創作活動の⼀層の発展を図ることを⽬的として実施します。会場はひこね市
⽂化プラザのメッセホール棟、グランドホール棟で、⽇本画、洋画、彫刻、美術⼯
芸、書、写真の６部⾨で実施します。会場はバリアフリー設備も整っており、障害
のある⽅も鑑賞いただける。

第48回滋賀県芸術⽂化祭 オープニング事業
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/8/26 2018/8/26 滋賀県 ⼤津市

第48回滋賀県芸術⽂化祭「オープニング事業」を開催することにより、県芸術⽂化
祭の周知を図るとともに、⽂化団体の皆様の相互交流および県⺠の皆様が⽂化芸術
への関⼼を⾼めていただく契機とする。
プログラム内容は、オープニング式典（実⾏委員⻑挨拶、芸術⽂化祭の紹介、オー
プニングコンサート）、県芸術⽂化祭実⾏委員会を構成する⽂化団体を紹介するパ
ネル展⽰や⼦どもを対象としたアート体験ワークショップ、ならびに親⼦で楽しめ
る舞台公演等を実施する。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。



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30年度 県⺠協働企画事業 中嶋俊晴・野
村祐⼦デュオリサイタル〜歌が聴こえる⾵景〜

滋賀県⽴⽂化
産業交流会館

2018/8/11 2018/8/11 滋賀県 ⽶原市

滋賀県彦根市出⾝、現在はオランダを拠点に欧州で活躍中のカウンターテナー歌
⼿・中嶋俊晴⽒による「⽇本の歌」を紹介する公演。現代を代表する詩⼈が紡ぐ⽣
活感に満ちた飾り気のない⾔葉にインスピレーションを受けた現代の⽇本の作曲家
による、ふとした瞬間に⼝ずさみたくなるような作品をアーティストと聴衆が共有
できるひとときを提供する。曲⽬はうたうだけ昨⽇のしみ武満徹/⾕川俊太郎、歌
曲集『道しるべ』より寺嶋陸也/茨⽊のり⼦、ぜんぶ相澤直⼈/さくらももこなど。
ピアニストは⼤津市在住の野村祐⼦⽒。なお、リサイタル会場は⾞いす⽤の場所、
通路がスロープになっています。

滋賀県次世代創造発信事業「アートのじかん」
滋賀県⽴⽂化
産業交流会館

2018/10/1 2019/3/31 滋賀県 県内

⼦どもが芸術体験を⾝近なものと感じ、多様な考えを受け⼊れたり、感性を磨く機
会を提供することを⽬的としています。学校にアーティストを派遣して授業時間に
⼦どもが芸術体験をするアウトリーチを中⼼に、⼦どもが楽器体験を通して演奏の
先にある創造的なものを参加者と共有し、⾃信を得るワークショップと、アウト
リーチの申し込み先から⼈気があるアーティストの演奏会との合わせて3つの事業
を開催する。内容的には⼦どもとアーティストがともに芸術の持つ様々な可能性を
体感でき、お互いのコミュニケーションがとりやすい環境にするため、どの事業も
少⼈数制で、⼦どもに無理のない体験時間を企画する。アウトリーチ先では対象と
なる⼦どもたちのようすを先⽣と相談の上、校内の実施可能な場所を設定するた
め、障害の有無にかかわらず参加いただける。また、演奏会の会場は、⾞いす席、
客席通路がスロープになっているため障害をもった⽅にも参加いただける。

和の祭典「近江のおもてなし」

和の祭典「近
江おもてな

し」実⾏委員
会

2018/10/6 2018/10/6 滋賀県 ⼤津市

⼦どもが芸術体験を⾝近なものと感じ、多様な考えを受け⼊れたり、感性を磨く機
会を提供することを⽬的としています。学校にアーティストを派遣して授業時間に
⼦どもが芸術体験をするアウトリーチを中⼼に、⼦どもが楽器体験を通して演奏の
先にある創造的なものを参加者と共有し、⾃信を得るワークショップと、アウト
リーチの申し込み先から⼈気があるアーティストの演奏会との合わせて3つの事業
を開催する。内容的には⼦どもとアーティストがともに芸術の持つ様々な可能性を
体感でき、お互いのコミュニケーションがとりやすい環境にするため、どの事業も
少⼈数制で、⼦どもに無理のない体験時間を企画する。アウトリーチ先では対象と
なる⼦どもたちのようすを先⽣と相談の上、校内の実施可能な場所を設定するた
め、障害の有無にかかわらず参加いただける。また、演奏会の会場は、⾞いす席、
客席通路がスロープになっているため障害をもった⽅にも参加いただける。

「私の関ケ原」写真コンテスト２０１８ 春・夏 岐⾩県 2018/4/2 2019/3/31 岐⾩県 県内

岐⾩県では、天下分け⽬の地関ケ原の魅⼒を全国に発信するため、関ケ原の写真作
品を広く募集する写真コンテストを開催する。
応募資格は、プロ・アマとわず、また国内外から広く募集するものであり、外国⼈
からの応募も制限していない。また、障がいのある・なしに関わらず、幅広く⽂化
芸術活動（写真）に取組むことが出来る事業である。
また、受賞作品については、県内⽂化施設等での巡回展や、県公式HPなどで広く発
信することとしており、⾔葉の壁を超え、写真でその地域の魅⼒を国内外に伝えて
いく。

「ぼくの わたしの 関ケ原」写⽣コンテスト２
０１８

岐⾩県 2018/6/12 2019/3/31 岐⾩県 県内

岐⾩県では、天下分け⽬の地関ケ原の魅⼒を全国に発信するため、県内の児童・⽣
徒を対象に「夏の関ケ原」の⾵景を描く絵画作品を広く募集する写⽣コンテストを
開催する。
応募資格は、県内⼩中学⽣から広く募集するものであり、県内在住の外国⼈や障が
い者からの応募も制限していない。また、障がいのある・なしに関わらず、幅広く
⽂化芸術活動（絵画）に取組むことが出来る事業である。
また、受賞作品については、県内⽂化施設等での巡回展や、県公式HPなどで広く発
信することとしており、⾔葉の壁を超え、絵画でその地域の魅⼒を国内外に伝えて
いく。

サムライ・ニンジャ フェスティバル ２０１８ 愛知県 2018/11/18 2018/11/18 愛知県
名古屋市

緑区

織⽥信⻑、豊⾂秀吉、徳川家康の三英傑を輩出した「武将のふるさと」愛知県が開
催する武将観光イベントです。「名古屋おもてなし武将隊」や「徳川家康と服部半
蔵忍者隊」をはじめとする全国の武将隊等による演武ステージの他、甲冑・忍者⾐
装の試着体験やチャンバラバトル、殺陣教室、⽕縄銃・鷹狩りの実演などのサムラ
イ・ニンジャの世界を体験できるプログラムも盛りだくさんです。公式WEBサイト
やチラシでは多⾔語でのPRも⾏うため、外国⼈の⽅にも⽇本の⽂化を感じていただ
けます。また、連動企画として、県内の武将観光施設を巡ってスタンプを3つ集め
るとイベント当⽇、先着抽選で豪華景品が当たるスマートフォン向けスタンプラ
リーも実施します。

２０１８年全国公募写真展「第４３回『視点』」
名古屋展

⽇本リアリズ
ム写真集団

「視点」名古
屋実⾏委員会

2018/8/28 2018/9/2 愛知県
名古屋市

東区

⽇本リアリズム写真集団(ＪＲＰ)が実施した２０１８年全国公募写真展「第４３回
『視点』」の⼊賞、⼊選作品展の開催。アマチュアからプロの写真家が、さまざま
な⾓度で⽇本や世界の「現代」を切り取った作品。写真展の特徴は、いわゆる花⿃
⾵⽉的な写真とは違い、時代の世情をとらえたものから、⾝近な⽣活に関するもの
まで、幅広いテーマで構成されており、写真表現も「単写真」のみならず、２〜８
枚の｢組写真｣で表現しているものが多い。また、写真のデジタル・カラー化が主流
になる中で、いまだ⽩⿊表現にこだわった作品が多いことも特徴の⼀つです。その
内容は、「う〜ん」と唸らせるものから、「なるほど」と納得するもの、「ホロ
リ」とするもの、思わず「ほほ笑んで」しまうものなど様々です。開催場所は、エ
レベータや多⽬的トイレが設置されてバリアフリー化されており多くの⽅に楽しん
でいただける会場となっている。また、愛知⽀部会員等による「愛知写真展」を同
時開催している。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

あいちアール・ブリュット障害者アーツ展 愛知県 2018/6/28 2019/3/19 愛知県
名古屋市

東区

県内の障害のある⽅から寄せられた公募作品展や紹介作品展、舞台・ステージ発
表、関連するトークイベント等を開催するとともに、公募作品から審査により選ば
れた30点を改めて展⽰する「優秀作品特別展」を開催する。あわせて、作品展の展
⽰作品から原画を選定し、協⼒企業のノベルティグッズを制作するなど、アートや
デザインを活⽤して経済的な⾃⽴に向けた取組も⾏う。
会場がバリアフリー対応となっていることを始め、舞台・ステージ発表における⼿
話・要約筆記による情報保障、チラシへの視覚障害者向け⾳声コードの添付等によ
り、障害のある⼈にお越しいただきやすいアーツ展とするとともに、⼼に直接訴え
るチカラをもつ障害のある⽅のアート作品を多くの⽅にご覧いただくことを通し
て、障害への理解を図る（⼼のバリアフリーを図る）。

毎⽇書道展第70回記念毎⽇現代書巡回展 半⽥
展

株式会社毎⽇
新聞社

2018/8/18 2018/8/25 愛知県 半⽥市

全国公募約30000点を誇る、毎⽇書道展が第70回を迎えることを記念して5年に⼀
度「毎⽇現代書巡回展」を開催しています。今回は東海三県の港湾の要衝で栄えた
半⽥市で開催し、東海三県に在住する書道家が現代書に特化した作品が出品されま
した。
開催会場では、地域⾊を出したイベントなども⾏い、多⽬的トイレやスロープなど
のバリアフリー設備が充実しており多くの⽅に書の楽しみに親しんでもらおうと考
えています。

毎⽇書道展第70回記念毎⽇現代書巡回展 東海
展

株式会社毎⽇
新聞社

2018/11/27 2018/12/2 愛知県
名古屋市

東区

全国公募約30000点を誇る、毎⽇書道展は今年70回⽬を迎えます。⽇本の書道⽂化
の向上と書道芸術の普及を掲げ、毎⽇展公募の⼊賞作品と役員書家の作品の展⽰し
ます。
開催会場は、⾞椅⼦利⽤者に優しいエレベータや多⽬的トイレなど障害者に配慮し
た整備がなされており、多くの⽅に書の楽しみに親しんでもらおうと考えていま
す。

名古屋市⺠芸術祭2018主催事業 名古屋・ラン
ス姉妹都市提携記念 ロッシーニ没後150年記念
オペラ「ランスへの旅」

公益財団法⼈
名古屋市⽂化
振興事業団

2018/10/27 2018/10/28 愛知県
名古屋市

東区

「名古屋市⺠芸術祭」は、総合的な芸術の祭典として、平成2年度から毎年10〜11
⽉に開催しており、主催事業と参加事業で構成されています。主催事業は、名古屋
市⺠⽂芸祭、企画美術展、名古屋いけばな芸術展、名古屋市⺠美術展、舞台公演を
開催します。名古屋市⺠芸術祭2018の舞台公演は、国際交流の視点を新たに加
え、名古屋市と姉妹都市を提携するフランスのランス市との交流を深めるため、
ロッシーニの名作であるオペラ「ランスへの旅」＜原語上演・字幕付き＞を地元名
古屋のキャスト、スタッフで制作し上演します。
本事業は、バリアフリー完備の会場での実施に加え、チケット料⾦に障がい者割引
を設定しているため、障がいをお持ちの⽅でも気軽に鑑賞できる公演です。

第31回碧南市野外彫刻絵画コンテスト 碧南市 2018/7/21 2018/12/21 愛知県 碧南市

碧南市では、1983年から1995年までに「碧南の彫刻のあるまちづくり」事業を実
施し、市内の各地に多くの野外彫刻を設置してきた。本事業は、その魅⼒を発信す
るものとして、特別⽀援学級を含む碧南市内の⼩中学⽣を対象に市内にある世界で
も著名な作家の野外彫刻作品を描く絵画コンテストを⾏い、⼦どもたちに作品のす
ばらしさを肌で感じてもらうとともに芸術⽂化の普及・振興に寄与するものであ
る。本事業の⼊賞作品展の会場となる碧南市⽂化会館は、多⽬的トイレや⾞イス専
⽤駐⾞場、スロープなどを完備しバリアフリーに配慮している。

ダンス・セレクション
公益財団法⼈
愛知県⽂化振

興事業団
2018/10/6 2018/10/8 愛知県

名古屋市
東区

過去の創作された作品を紹介するトリプル・ビルの公演。独⾃の作⾵を持つ全国の
振付家・ダンサー６組が愛知に集結し、2⽇間にわたり⼀挙に上演します。また、
出演するダンサー、振付家や作品に焦点を当てた関連企画も開催します。ダンスに
ついて、より知識を深めることで、公演を何倍もお楽しみいただけます。
また、当⽇案内において多⾔語対応を⾏うほか、サービス介助を学んだ者を配置
し、⾞椅⼦来場者等の受け⼊れ体制を整えております。
出演：≪10⽉6⽇≫＋81、康本雅⼦、ブッシュマン
≪10⽉8⽇≫⽩井剛、⼩暮⾹帆、オトリヨセ企画

第17回AAF戯曲賞受賞記念公演『シティⅢ』
公益財団法⼈
愛知県⽂化振

興事業団
2018/10/27 2018/10/28 愛知県

名古屋市
東区

上演を前提とした戯曲の舞台化。第17回AAF戯曲賞⼤賞受賞作品『シティⅢ』を、
愛知県芸術劇場プロデュースで上演します。今回の演出は、捩⼦ぴじん（振付家・
ダンサー）。ダンス・演劇の枠を越えて、どのような舞台が創られるか、ご期待く
ださい。戯曲は愛知県芸術劇場ウェブサイトからご覧いただけます。
また、当⽇案内において多⾔語対応を⾏うほか、聴覚障害のある⽅のためのポータ
ブル字幕、事前の戯曲貸出や点字台本の作製などの情報保証サービスに取り組み、
舞台芸術の鑑賞機会と多様性を認め合う地域⽂化の創造を⽬指します。
作：カゲヤマ気象台演出：捩⼦ぴじん

イスラエル・ガルバン『⻩⾦時代』
公益財団法⼈
愛知県⽂化振

興事業団
2018/11/2 2018/11/3 愛知県

名古屋市
東区

伝統的なフラメンコ界のみならず、コンテンポラリー・ダンス界からも熱い注⽬を
集めるスペインの天才フラメンコダンサー、イスラエル・ガルバン。あいちトリエ
ンナーレ2016では、伝統様式も踏まえつつフラメンコのイメージを⼀新し、称賛
を浴びました。再来⽇を待ち望む声の多いガルバンの代表作『⻩⾦時代』を愛知で
初上演します。
また、公演チラシや当⽇案内において多⾔語対応を⾏うほか、会場にヒアリング
ループを設置し、聴覚に障害のある⽅でも鑑賞を楽しめるよう取り組みます。
出演：イスラエル・ガルバン、ダビ・ラゴス（カンテ）、アルフレド・ラゴス（ギ
ター）



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

クリスマスはオルガンだ！2018
公益財団法⼈
愛知県⽂化振

興事業団
2018/12/21 2018/12/22 愛知県

名古屋市
東区

昨年はお休みとなった「クリスマスはオルガンだ！」が、約１年4か⽉に及ぶホー
ルの改修とオルガンのオーバーホールを終えて帰ってきます。今回は新たに愛知県
芸術劇場オルガニストに就任する都築由理江のお披露⽬公演。毎回公表の演奏⾵景
のスクリーン投影もお楽しみに。
また、公演チラシや当⽇案内など多⾔語対応を⾏うほか、視覚障害者に対する事前
に特別な解説を⾏ったり、点字プログラムを作成するなどのサポートを実施すると
ともに、このコンサートの情報を視覚障害者にも直接提供するルートを開きます。
出演：都築由理江（オルガン）ほか

バレンタイン・オルガンコンサート〜ダニエル・
ザレツキー

公益財団法⼈
愛知県⽂化振

興事業団
2019/2/8 2019/2/8 愛知県

名古屋市
東区

愛知県芸術劇場のパイプオルガンは世界的にも有数の⼤規模なオルガンで、その豊
かな響きは国内外のオルガニストと多くの聴衆を魅了しつづけています。今回は、
ロシアからダニエル・ザレツキーを東京芸術劇場と共同招へい。本格的なオルガン
プログラムにご期待ください。
また、公演チラシや当⽇案内など多⾔語対応を⾏うほか、視覚障害者に対する事前
に特別な解説を⾏ったり、点字プログラムを作成するなどのサポートを実施すると
ともに、このコンサートの情報を視覚障害者にも直接提供するルートを開きます。
オルガン：ダニエル・ザレツキー（ロシア）

サウンドパフォーマンス・プラットフォーム
2019

公益財団法⼈
愛知県⽂化振

興事業団
2019/2/9 2019/2/11 愛知県

名古屋市
東区

既存の枠に捉われない⾳や⾝体を核とした、劇場で新しい可能性を探る実験的なラ
イブ・パフォーマンス公演。前⾝にあたる「AACサウンドパフォーマンス道場」
（2006年〜14年）から、特別講演を含めて現在まで11回を実施してきました。出
演は、国内外で活躍するゲストアーティストと名古屋市内で活動するイベントス
ペースの企画担当者、プロデューサー等の審査によって選ばれた公募アーティスト
です。前衛的な⾳楽から⾝体を伴う作品まで様々なパフォーマンスを繰り広げま
す。⼀⾵変わった実験の連続をお楽しみください。
また、当⽇案内において多⾔語対応を⾏うほか、サービス介助を学んだ者を配置
し、⾞椅⼦来場者等の受け⼊れ体制を整えております。

NHK交響楽団定期演奏会（愛知県芸術劇場シリー
ズ）

公益財団法⼈
愛知県⽂化振

興事業団
2019/2/24 2019/2/24 愛知県

名古屋市
東区

既存の枠に捉われない⾳や⾝体を核とした、劇場で新しい可能性を探る実験的なラ
イブ・パフォーマンス公演。前⾝にあたる「AACサウンドパフォーマンス道場」
（2006年〜14年）から、特別講演を含めて現在まで11回を実施してきました。出
演は、国内外で活躍するゲストアーティストと名古屋市内で活動するイベントス
ペースの企画担当者、プロデューサー等の審査によって選ばれた公募アーティスト
です。前衛的な⾳楽から⾝体を伴う作品まで様々なパフォーマンスを繰り広げま
す。⼀⾵変わった実験の連続をお楽しみください。
また、当⽇案内において多⾔語対応を⾏うほか、サービス介助を学んだ者を配置
し、⾞椅⼦来場者等の受け⼊れ体制を整えております。

聲明 四箇法要「花びらは散っても花は散らな
い」附 宮内康乃作曲《海霧讃歎》

公益財団法⼈
愛知県⽂化振

興事業団
2019/3/2 2019/3/2 愛知県

名古屋市
東区

⽇本⾳楽の源流の１つであり、キリスト教のグレゴリオ聖歌と並ぶ宗教⾳楽である
「聲明」。⽇本最古の聲明曲「四箇法要（しかほうよう）」に、新しく作曲された
東⽇本⼤震災の鎮魂歌を織り交ぜてお届けします。コンサートホールに僧侶たちの
壮厳な声が響き渡ります。
また、公演チラシや当⽇案内において多⾔語対応を⾏うほか、聲明の意味を⽇本語
に加えて英語でプロジェクター投影し、⽇本在住の外国⼈なども鑑賞可能なものと
します。
出演：声明の会・千年の聲（天台・真⾔両宗の僧侶３０名）
構成・演出：⽥村博⺒

ダンス・コンサート「Stars Dance Concert」
公益財団法⼈
愛知県⽂化振

興事業団
2019/3/17 2019/3/17 愛知県

名古屋市
東区

2015年度から開始した、ライブ⾳楽と⾝体表現をコンサートホールで同時に楽し
んでいただくダンス・コンサート・シリーズの第3弾。これまでに、パリ・オペラ
座のエトワール、エルヴェ・モローが出演した「⽉夜に煌めくエトワール」や世界
トップクラスのアーティストである⽩井剛・中川賢⼀・堀井哲史による「ON-
MYAKU2016」などの上質な舞台をお届けしてきました。今年度も世界⼀流のバレ
エ・ダンサーとミュージシャンによる最⾼のパフォーマンスにご期待ください。
また、公演チラシや当⽇案内において多⾔語対応を⾏うほか、サービス介助を学ん
だ者を配置し、⾞椅⼦来場者等の受け⼊れ体制を整えております。
演出・出演：マニュエル・ルグリ（ウィーン国⽴バレエ団芸術監督）

「いしかわ⽂化推進期間」普及事業

⽯川県（兼六
園周辺⽂化の
森活性化実⾏

委員会）

2018/10/21 2018/11/3 ⽯川県 各市町

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、県内全域で多様な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。

「いしかわ⽂化の⽇」普及事業

⽯川県（兼六
園周辺⽂化の
森活性化実⾏

委員会）

2018/10/21 2018/10/21 ⽯川県 七尾市

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⽇曜⽇の「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。

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
森活性化実⾏

委員会）

2018/7/22 2018/3/24 ⽯川県 県内各所

本県の⼯芸に親しむ機会を充実させるため、平成２９年度に引き続き、「いしかわ
の⼯芸⽂化魅⼒発信・向上プログラム」の⼀環として。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。
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。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

技術研修所⾒学ツアー

⽯川県（兼六
園周辺⽂化の
森活性化実⾏

委員会）

2018/9/3 2018/10/5 ⽯川県 県内各所

本県の⼯芸に親しむ機会を充実させるため、平成２９年度に引き続き、「いしかわ
の⼯芸⽂化魅⼒発信・向上プログラム」の⼀環として、輪島塗、⼭中漆器、九⾕焼
の各技術研修所の⾒学と⼯芸品の制作体験等を組み込んだ⽇帰りバスツアーを実施
する。その際、⾞椅⼦を使⽤する障害者も参加できるよう、バス⾞内及び⾒学施設
等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り組みも⾏
う。

第１回諸橋轍次記念漢字⽂化理解⼒検定

三条市（諸橋
轍次記念漢字
⽂化理解⼒検
定委員会）

2018/9/30 2018/9/30 新潟県 三条市
『⼤漢和辞典」の編纂者である三条市名誉市⺠諸橋轍次博⼠の功績と漢字⽂化を継
承することを⽬的に「諸橋轍次記念漢字⽂化理解⼒検定」を創設し、第１回の検定
を実施する。

⽶百俵まつり
⽶百俵まつり
実⾏委員会

2018/10/6 2018/10/6 新潟県 ⻑岡市
秋の収穫を祝うとともに、⻑岡の教育の原点「⽶百俵の精神」を醸成し、育ててい
くことを⽬的とし、毎年10⽉の第1⼟曜⽇に開催。ホコ天イベントや⽶百俵の精神
を学ぶコーナーを設置。

柏崎古典フェスティバル（能ワークショップ〜よ
うこそ、能の世界へ〜）

柏崎市（古典
を活かした柏
崎地域活性化
事業実⾏委員

会）

2018/9/2 2018/9/2 新潟県 柏崎市 12⽉の本公演に向けて、解説と体験を通して初⼼者にも分かりやすく能を学んでも
らうワークショップを解説する。

柏崎古典フェスティバル（綾⼦舞アルフォーレ公
演）

柏崎市（古典
を活かした柏
崎地域活性化
事業実⾏委員

会）

2018/11/11 2018/11/11 新潟県 柏崎市
伝承地で⾏う現地公開とは別に設備の整ったホールで公演することで綾⼦舞の伝承
を⽀援する機運を醸成する。今回は「徳⼭の盆踊」と綾⼦舞の共演により両⺠俗芸
能の普及・振興の相乗効果を図る。

柏崎古典フェスティバル（アルフォーレ特性寄席 
喬太郎・⽩⿃・談笑/落語バトル

柏崎市（古典
を活かした柏
崎地域活性化
事業実⾏委員

会）

2018/11/25 2018/11/25 新潟県 柏崎市
古典落語を継承しつつ、落語新時代を切り拓き牽引する若⼿の落語家を招き、より
親近感をもって落語に触れてもらい、⽇本の伝統話芸の継承とともに更なる魅⼒を
発信する。

柏崎古典フェスティバル（アルフォーレ能－宝⽣
流－）

柏崎市（古典
を活かした柏
崎地域活性化
事業実⾏委員

会）

2018/12/16 2018/12/16 新潟県 柏崎市 国⽴能楽堂の協⼒を得て、本公演では地元「柏崎」を題材とした演⽬を取り⼊れよ
り伝統芸能への関⼼を⾼める。

県⽴⽂学館 特設展「童話の花束 ⼦どもたちへ
の贈り物」

⼭梨県 2018/7/14 2018/8/26 ⼭梨県 甲府市

児童⽂学雑誌「⾚い⿃」に「蜘蛛の⽷」を発表した芥川⿓之介、「⾚⽑のアン」の
翻訳で知られる村岡花⼦、少年少⼥に多くの歴史読み物を執筆した前⽥晁、「お⺟
さん童話」で知られる徳永寿美⼦、動物を主⼈公にした読み物で活躍した⼤⿊克
彦、アンデルセン童話の翻訳家⽮崎源九郎など、⼤正から昭和期に活躍した⼭梨ゆ
かりの作家たちの児童⽂学作品を紹介します。なお、館内施設は障害者、⾼齢者の
利⽤に配慮したバリアフリー対応の環境を整えています。

第13回 ⼩池邦夫絵⼿紙美術館 全国絵⼿紙公
募展

四季の杜おし
の公園 岡⽥
紅陽写真美術
館・⼩池邦夫
絵⼿紙美術館

2018/10/3 2018/12/24 ⼭梨県 忍野村

全国⼀般からテーマに沿った絵⼿紙を募集し、応募絵⼿紙全てを展⽰します。
13回⽬となる今年のテーマは「雑草」です。邪魔者扱いされがちな雑草。しかし、
「雑草魂」と⾔われるように、どのような環境でも育つ⽣命⼒は、苦境にあっても
めげない事の喩になっています。雑草魂を発揮した体験の他、名前は知らないけれ
ど気になる雑草、好きな雑草、憎らしい雑草などを絵⼿紙したものを、8/8まで全
国より募り、10/3〜12/24まで全ての応募作品(規定外を除く)を展⽰いたします。
また、当館はバリアフリーとなっているため⾞椅⼦をご利⽤のお客様にも安⼼して
ご⾒学頂けます。

⺠謡講座
⻘葉の森公園
芸術⽂化ホー

ル
2018/9/1 2018/10/6 千葉県 千葉市

⺠謡歌⼿・⽊津かおりさんから直接「⺠謡」について学べる講座である。希望者は
10⽉14⽇の⺠謡津軽三味線和太⿎コンサート当⽇にオープニングアクトとして発
表を予定している。
会場（2階練習室）付近に障害者⽤トイレがあり、1階ロビーからエレベーターを利
⽤いただける。また、障害者専⽤駐⾞場がホール敷地内にあり、ホール正⾯⽞関か
ら座席までスロープで移動が可能である。



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回⻘葉の森落語まつり
⻘葉の森公園
芸術⽂化ホー

ル
2018/10/6 2018/10/6 千葉県 千葉市

⽇本の伝統的話芸である、「落語」を楽しんでいただける公演である。ホワイエに
は障害者⽤トイレがあり、ホール客席には⾞椅⼦スペース４台分およびその隣に介
助者席を確保、障害者専⽤駐⾞場がホール敷地内にあり、ホール正⾯⽞関から座席
までスロープで移動が可能である。

折衷和楽四⼈衆「⺠謡 津軽三味線和太⿎コン
サート」

⻘葉の森公園
芸術⽂化ホー

ル
2018/10/14 2018/10/14 千葉県 千葉市

千葉県内外の「⺠謡」を、⽇本最⾼峰の「津軽三味線」と「和太⿎」で楽しむコン
サートである。ホワイエには障害者⽤トイレがあり、ホール客席には⾞椅⼦スペー
ス4台分およびその隣に介助者席を確保、障害者専⽤駐⾞場がホール敷地内にあり
ホール正⾯⽞関から座席までスロープで移動が可能である。

平成30年度下總皖ー⾳楽賞 埼⽟県 2018/6/20 2018/9/28 埼⽟県
さいたま
市浦和区

埼⽟県では「下總皖ー⾳楽賞」を設け、⽇本近代⾳楽の基礎を作ったといわれる下
總皖⼀の精神を受け継ぐ、本県ゆかりのプロの⾳楽家を表彰している。本賞は、
「⾳楽⽂化発信部⾨」と「⾳楽⽂化貢献部⾨」の２部⾨からなり、「⾳楽⽂化発信
部⾨」は国内外で幅広く活躍されていて今後更なる活躍が期待できる⽅、「⾳楽⽂
化貢献部⾨」は⻑年にわたり本県の⾳楽⽂化向上に貢献された⽅が対象。今年度の
募集を平成３０年６⽉２０⽇から９⽉２８⽇まで募集を⾏う。表彰式は平成３１年
１⽉もしくは２⽉に⾏う予定。募集要項には、聴覚障害者の⽅も御利⽤できるよう
に⾳声コードを印字している。

こどもライブフェスタ2018in川⼝ まるごと太
⿎体験「太⿎って何だろう？太⿎はばびやん
こ！」

おやこ劇場川
⼝

2018/10/7 2018/11/23 埼⽟県 川⼝市

おやこ劇場川⼝は、川⼝市を中⼼に⼦どもの⽂化活動を通じて、⼦どもたちがと
びっきりの⼦ども時代を過ごせるような地域づくりを⽬指して活動しています。埼
⽟県の⼦ども劇場おやこ劇場とともに『県⺠の⽇を⼦どもの⽂化の⽇に』すること
を⽬的として開催している『こどもライブフェスタ』をこれまで11回（11年）開
催してきました。本事業は、平成30年の『こどもライブフェスタ2018』の地域企
画として実施。太⿎と芝居のたまっ⼦座による『太⿎ワークショップ＋ミニ発表
会』と『太⿎はばびやんこ！』を川⼝市内の公⺠館で開催します。18歳未満の⼦ど
もたちや障害のある⽅を無料で招待し、伝統芸能の魅⼒とともに舞台芸術体験の場
を届けます。

21ｓｔグリーンティーJAZZフェスティバル

グリーン
ティージャズ
フェスティバ
ル実⾏委員会

2018/8/25 2018/8/26 埼⽟県 ⼊間市

幅広い年齢層を対象に多くの⼈にジャズの楽しさ、素晴らしさを伝えると同時に、
地域に潜在するジャズファンの糾合を図ります。また地域の中学⽣、⾼校⽣、アマ
チュアバンドに発表の機会及び、プロミュージシャンとの交流、共演の場を提供し
ます。会場はバリアフリー対応で⾞いすでの鑑賞は可能です。（埼⽟県芸術⽂化祭
2018事業）

第41回墨晨書展“墨の祭り” 墨晨書道会 2018/8/17 2018/8/20 埼⽟県
さいたま
市浦和区

書道の展覧会。出品作品は鑑別のうえ⼊選したものを陳列する。第１科・第２科の
⼊選者には⼊選証を贈る。成績優秀なものには賞を贈ります。半紙部⾨やファミ
リー部⾨もあります。会場はバリアフリー対応で⾞いすでの鑑賞は可能です。（埼
⽟県芸術⽂化祭2018事業）

第34回平成30年度上尾市⽂化芸術祭
上尾市⽂化団

体連合会
2018/11/2 2018/11/4 埼⽟県 上尾市

絵画、書、いけばな、俳句等の作品の展⽰、箏・三弦・尺⼋の演奏、詩吟、詩舞等
の舞台発表、開会式典（落語・⽇本舞踊）の開催。会場はバリアフリー対応で⾞い
すでの鑑賞は可能です。（埼⽟県芸術⽂化祭2018事業）

第70回⾏⽥市⽂化祭
⾏⽥市教育委

員会
2018/11/1 2018/11/4 埼⽟県 ⾏⽥市

広く⽂化に親しむ⼈々の発表及び鑑賞の場を設け、⾏⽥市の⽂化の発展に寄与しま
す。会場はバリアフリー対応で⾞いすでの鑑賞は可能です。（埼⽟県芸術⽂化祭
2018事業）

第72回川⼝市⽂化祭 川⼝市 2018/10/6 2018/11/25 埼⽟県 川⼝市

市⺠⽂化の向上と普及を図ることを⽬的とし、川⼝市⽂化団体連合会と川⼝市⺠⾳
楽協会の加盟団体が⽇頃の⽂化芸術活動の成果を発表します。
⾳楽、⼤正琴、短歌、吟剣、謡曲、新舞踊、三味線、俳句、三曲、華道、愛⽯、ク
ラシックバレエ、合唱、オーケストラ、⽇本舞踊、⺠謡、⼆胡、モダンバレエ、和
太⿎の発表及び展⽰。場はバリアフリーで⾞いすでも鑑賞できます。（埼⽟県芸術
⽂化祭2018事業）



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第29回さやま⼤茶会 狭⼭市 2018/11/11 2018/11/11 埼⽟県 狭⼭市
⽇本の伝統⽂化である茶道に親しみ、理解を深めるとともに、さやま茶をPRするこ
とを⽬的とする茶会。他に、俳句・いけばな展⽰、⼿もみ茶実演、物販等。⾞いす
の⽅の鑑賞できます。（埼⽟県芸術⽂化祭2018事業）

第26回ときがわもみじ太⿎まつり ときがわ町 2018/10/21 2018/10/21 埼⽟県
ときがわ

町

ときがわもみじ太⿎まつりを全県的な発表・交流の場と位置付け、広く県⺠の参
加・創造の意欲を喚起し、⽇本の伝統芸能「太⿎」を通して芸術⽂化の次世代育
成、発展を図るとともに地域⽂化の振興に寄与する。⾞いすの⽅の鑑賞可。（埼⽟
県芸術⽂化祭2018事業）

秩⽗宮記念市⺠会館公演 NBAバレエ団「くるみ
割り⼈形」

秩⽗市 2018/11/25 2018/11/25 埼⽟県 秩⽗市

世界中で⼈々を魅了し続けているバレエ「くるみ割り⼈形」。オリジナルのコミカ
ルでユーモア溢れる演出と、チャイコフスキーの名曲で最も⼈気の⾼いこの作品
を、地元出⾝でNBAバレエ団芸術監督である久保綋⼀⽒による新演出で、華やかな
プロジェクションマッピングを使⽤しレベルの⾼い芸術作品を全幕公演します。会
場はバリアフリー対応で⾞いす観覧席も確保します。

東京2020⼤会に向けた2年前イベントin茨城

茨城県県⺠⽣
活環境部オリ
ンピック・パ
ラリンピック

課

2018/7/29 2018/7/29 茨城県 つくば市

東京2020⼤会の成功に向けた茨城県内の機運醸成を図るとともに，オリンピック
サッカー競技の「茨城カシマスタジアム」開催をPRすることを⽬的に，本県ゆかり
のオリンピアンやサッカー関係者などによるトークセッションや障害者スポーツ体
験等を実施する。
また，本県の特産品をＰＲするコーナー等を設け，本県の⾷⽂化の魅⼒発信も⾏
う。
なお，本イベントは，バリアフリー対応の会場で実施する。

第14回寺野東遺跡縄⽂まつり
寺野東遺跡縄
⽂まつり実⾏

委員会
2018/8/25 2018/8/25 栃⽊県 ⼩⼭市

縄⽂⽂化の⽔準の⾼さを実証した国指定史跡寺野東遺跡を広く知ってもらうため、
毎年「寺野東遺跡縄⽂まつり」を開催しております。まが⽟作りや⽕おこし体験と
いった親⼦で楽しめる様々な縄⽂体験イベントや、地元の学校やサークルによる舞
台発表、地元の⽅による特産品の模擬店販売などを⾏っています。会場は公園のよ
うに通路が整備されており、⾞いすの⽅や⾜の不⾃由な⽅も気軽に来場いただくこ
とが出来ます。

第15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

2018/10/21 2018/10/21 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、10⽉21⽇（⽇）⼩⼭市⽴⽂化センター⼤ホールにて第15回ハンドベルフェ
スタinＯＹＡＭＡを開催します。市内や近隣のハンドベルチームが出演する他、公
募により出演者を募集します。演奏される曲は様々で、⼦供から⾼齢者まで楽しむ
ことができます。会場には託児室があるため、⼩さなお⼦さん連れの⽅もゆっくり
楽しむことができます（要予約）。会場はバリアフリー設計となっており、⾞イス
席を⽤意します。また、外国⼈向けの英語版チラシを作成し配布します。

ラムサール条約湿地登録「渡良瀬遊⽔池」６周年
記念 ⼩⼝⼀郎研究会所管 ⼩⼝⼀郎関係資料悉
皆調査 第１回報告展

⼩⼭市 2018/10/21 2018/10/21 栃⽊県 ⼩⼭市

⾜尾鉱毒事件をテーマにした三部作で知られる、⼩⼭出⾝の版画家・⼩⼝⼀郎の展
覧会を開催します。⼩⼝のライフワークでもある⾜尾鉱毒事件をテーマにした代表
作の版画「野に叫ぶ⼈々」「鉱毒に追われて」を中⼼に、⼩⼝⼀郎研究会所蔵の作
品をご紹介します。版画家として⾜尾鉱毒事件と正⾯から向き向き合い、また地域
住⺠のために美術サークルの指導や作品発表に尽⼒し、コミュニティにおける⽂化
活動を意欲的に展開した活動など、⼩⼝の活動を広く周知する機会とします。会場
はバリアフリー設計となっております。

江差町⽇本遺産認定記念 江差追分札幌コンサー
ト〜⼼沸き⽴つ魂の唄〜

北海道放送株
式会社

2019/1/19 2019/1/19 北海道
札幌市中

央区

江差町は2017年に北海道内で初めて⽂化庁から⽇本遺産に認定されました。「江
差の五⽉は江⼾にもない〜ニシンの繁栄が息づく町〜」として江差は古くからニシ
ン漁で栄え、江⼾時代から伝承されている⽂化と共に、今でも⾊濃く多くの⽂化財
が残っています。芸術⽂化の中では伝統⺠謡の代表と⾔われる「江差追分」の魅⼒
を多くの北海道⺠ほか国内外の⽅に伝えるコンサートを札幌⽂化芸術劇場hitaruで
開催します。迫⼒ある尺⼋100本演奏、上席師匠と⼦供達との合唱、江差追分全国
⼤会優勝者の歌唱、江差追分の⺟唄「江差三下り」や、アイヌ舞踊、江差追分踊り
の披露、そして江差追分が⽣んだ演歌歌⼿、杜このみステージ等、多彩な内容のス
テージです。⾞椅⼦席をはじめ⾝障者の⽅にもバリアフリーで聴いていただける会
場席の設営を⾏い、⼼沸き⽴つ魂の唄を多くの⽅に聴いてもらうものです。

カザフスタン共和国への庭師派遣事業 橿原市 2018/10/28 2018/10/28 奈良県 橿原市

カザフスタンの⾸都・アスタナにあるナザルバエフ⼤学では⽂化センター（仮称）
を建設中で、その施設の中核が、⿓安寺⽯庭のオマージュとなっています。当市で
はこの完成作業を⾏うため、庭師２名を１週間派遣し、維持管理技術や技能の伝承
を図ってきます。
また、現地技術者を対象に、⽇本庭園の背景や特徴を知ってもらうため、また「⽇
本国はじまりの地・橿原」として⽇本⽂化の魅⼒を広く発信するため、アスタナと
アルマトイの２都市で、講演会を実施します。なお、講演会では、現地公⽤語であ
るロシア語を⽤いて⽇本⽂化を伝えます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第46回⼤江⼾活粋パレード ⽇本橋・京橋まつ
り

⽇本橋・京橋
まつり実⾏委

員会
2018/10/28 2018/10/28 東京都 中央区

国道完成記念として1972年に始まって以来、中央区観光商業まつりの⼀環とし
て、毎年10⽉に開催している「⽇本橋・京橋まつり」。回を重ね、今年で46回⽬
となるこのまつりは、⽇本⽂化の発祥・発展の源で、⽇本橋・京橋のＤＮＡである
「諸国往来」をテーマに、⽇本全国の⽂化・⾷が集結。五街道の起点である⽇本橋
から京橋エリアを結ぶ、メインストリート中央通りを約2000名が埋め尽くす「⼤
江⼾活粋パレード」では、全国各地の伝統的な祭りや踊りが繰り広げられます。お
国⾃慢の名産品などを紹介・販売する「諸国往来市」なども開催され、東京の秋の
⾵物詩として、⽇本橋・京橋を華やかに盛り上げ、地域の活性化に寄与していま
す。また外国の⽅々にも内容が理解していただけるように、ＷＥＢサイトでは英語
版でも対応しています。

SHIBUYA AWARDS 2018 ／ 渋⾕芸術祭 
2018

⼀般社団法⼈
SHIBUYA 
AWARDS 

ASSOCIATIO
N

2018/6/8 2019/3/31 東京都 渋⾕区

私たちは、【SHIBUYAAWARDS2018】および、【渋⾕芸術祭2018】の開催を通
して、地域社会と共に⼈々が広く芸術に触れる機会を作ります。
【SHIBIUYAAWARDS2018】では、アート作品の展覧会（公募・招待の2部⾨を有
する）を開催します。公募部⾨は、年齢・性別・国籍の制限無く多種多様な応募者
から作品を募集します。その募集作品の中から⼀次審査を通過したノミネート作品
と、国内外の作家からの招待作品を、【渋⾕芸術祭2018】で⼀般展⽰します。※
公募参加には指定者割引制度（指定者：⾼齢者、低年齢者および障害者）を設けて
対象者へのバリアフリー対策とします。また会場を、⼤型施設や駅構内と設定し、
多⾔語対応のご案内や交通の便の良い環境を整備して⾏きます。

⽇本遺産 出⽻三⼭ ⾃然と信仰が息づく「⽣ま
れかわりの旅」
六⼗⾥越街道トレイルランニング⼤会

出⽻三⼭「⽣
まれかわりの
旅」推進協議

会

2018/8/19 2018/8/19 ⼭形県

⻄川町及
び鶴岡市
朝⽇、櫛
引地内

⼭形県では、「⾃然と信仰が息づく『⽣まれかわりの旅』」と題し、出⽻三⼭を
テーマとした歴史や⽂化に関するストーリーが、平成28年4⽉に⽇本遺産に認定さ
れました。出⽻三⼭は、⼭形県の中央にそびえる⽻⿊⼭、⽉⼭、湯殿⼭の総称で、
⽻⿊⼭は現世の幸せを祈る⼭（現在）、⽉⼭は死後の安楽と往⽣を祈る⼭（過
去）、湯殿⼭は⽣まれかわりを祈る⼭（未来）と⾒⽴てられ、この⼭々を巡ること
は『⽣まれかわりの旅』といわれてきました。
この「出⽻三⼭『⽣まれかわりの旅』」について、県内外への普及啓発を図り、観
光誘客につなげるため、ストーリーの構成⽂化財のひとつである六⼗⾥越街道を舞
台にトレイルランニング⼤会を開催するとともに、当協議会のホームページにおけ
る参加者募集については外国語表記を⾏う。

2018 ミス⽇本酒(Miss SAKE) Promoting 
tourism activity related to Japanese sake and 
culture

⼀般社団法⼈ 
ミス⽇本酒

2018/5/31 2019/3/31 全国 全国

5回⽬となる「2018ミス⽇本酒(MissSAKE)」は、伝統ある⽇本酒と⽇本⽂化の魅
⼒を⽇本国内外に発信する美意識と知性を⾝につけたアンバサダーを選出する⽬的
で⼀般社団法⼈ミス⽇本酒が主催。ウェブサイトでの英語、中国語表記。また活動
時には外国語対応の⼈材を必ず置き「①⽇本酒および⽇本の魅⼒を伝える事業」
「②地域の⾷・農産業に関する事業」「③⽇本の伝統⽂化に関する事業」の3つの
柱を軸に年間を通じて、⽇本全国、海外にも積極的に⾜を運び、⽇本酒を切り⼝に
した⽇本の⾷・⽂化に関する啓発や、⽇本への観光誘致活動を⾏っていきます。
2016年3⽉には海外初となるMissSAKEUSAがニューヨークにて開催され、⽶国の
著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「⽔着審査のない⼥性
の尊厳と平等をうたった⽂化事業」と報じられ、⾼く評価されました。

Business Events Showcase Initiative
株式会社⼋芳

園
2018/8/28 2018/8/28 東京都 港区

2019・2020へ向けての様々な体験ができるイベントです。ホストタウン（⼭梨
県・岐⾩県・徳島県）の魅⼒を体験を通して学ぶことができるコーナー、パラリン
ピック選⼿や電動⾞いすの⽅・弱視の⽅の協⼒で開発した⾷べる道具の提案、農福
連携⾃然栽培パーティーや全国の素材を使ったオーガニック⾷・低アレルゲン⾷の
提案、ソニーモバイルと共同開発した五感で感じる庭園散策の提案やサンライトイ
ベント体験、包括的連携協定を結んでいる福岡県⼤川市と海外のクラフトマンとを
結び実施する⼤川市クラフトマンイベントの紹介、スマートフォンを使⽤したス
マートチェックイン、サイネージとスマートホンを活⽤した多⾔語での会場案内な
ど今の⽇本を感じるイベントです。

Japan Move
Japan Move実

⾏委員会
2018/8/7 2018/9/5 海外 アメリカ

「JapanMove」は⽇本と⽶国の⽂化・芸術交流の促進を軸に、訪⽇観光意欲の喚起
を⽬的に、2015年から開始したプロジェクトです。⽶国の⽇本ファンに向け本格
的な「体験」を提供し、⽇本の「美意識」や「精神性」に触れる瞬間を連続的に創
出します。会場には外国語対応スタッフを設置し、外国語表記案内や外国語表記の
パンフレットやチラシを作成しています。本事業は単に⽇本の⽂化を広めるにとど
まらず、そこから派⽣する「⽇本への興味」をもとに、⽇本の「観光地としての魅
⼒」などを継続的に提供いたします。これにより、⽇本と⽶国の⽂化交流に貢献す
るとともに、訪⽇旅⾏需要の増進にも繋げた事業を実施いたします。

訪⽇外国⼈向け飲⾷店サイトの企画・運⽤
株式会社 

USEN Media
2018/4/1 2019/3/31 WEB WEB

SAVORJAPANは、4⾔語(英語・簡体字・繁体字・韓国語)に対応している、「ヒト
サラ」の多⾔語版グルメサイトです。レストラン情報をはじめ、「料理⼈」に
フォーカスした情報で作り⼿の思いを伝え、⽇本の⾷に関するマナーや⽂化を動画
でわかりやすく解説するなど、⽇本の⾷を多⾯的に紹介しています。
・レストランの掲載店舗数：約2,500店舗
・ユーザー数：約10万⼈（Facebookフォロワー数）
・⽇本の⾷⽂化やマナーなどの動画の再⽣回数：約230万再⽣

ハナスバ2018
NPO法⼈ 福
井芸術・⽂化
フォーラム

2018/8/18 2018/8/19 福井県 福井市

福井芸術・⽂化フォーラムが「アートの可能性」や「アートと社会の関係性」を＜
境界＞をキーワードに2015年から開催しているトークイベント。今回のテーマは
「障がいのある⼈の仕事と⽣活」。事例報告として、滋賀県にある「成安造形⼤
学」と障がい者⽀援施設の「信楽⻘年寮」が⾏ったアートプロジェクト「⽇本遺産
滋賀・びわ湖フィールドサーヴェイプロジェクト2017」や2018年5⽉に⽇本遺産
鯖街道・熊川宿中枢にオープンした障害者アートと現代アートを並列に展⽰する
「熊川宿若狭美術館」の活動を紹介する。また、両者を交えて「アートがしかける
仕事と⽣活のよりよい関係とは？」をテーマにパネルディスカッションを⾏う。翌
⽇の19⽇には「働くとは何か？」をテーマにてつがくカフェを開催する。
会場は、⾞椅⼦の⽅が出⼊りしやすいアルミスロープを設置し専⾨のスタッフを配
置する。情報保障が必要な場合は、⼿話通訳・要約筆記をつける（チラシに明
記）。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

さのふれあいまつり2018

さのふれあい
まつり実⾏委
員会（事務局 
佐野地域学習
センター）

2018/10/21 2018/10/21 東京都 ⾜⽴区

「さのふれあいまつり」は今年で32回⽬を迎える佐野地域学習センター恒例のまつ
りです。発表者はセンターに登録している学習・体育団体の他、センター主催講座
の参加者、近隣の⼀般団体、ボランティアなどからなり、⽇ごろの活動の成果を披
露しています。内容は多岐に富み、茶道や詩吟といった⽇本⽂化を代表するものか
ら⼿⼯芸や美術、またダンスやスポーツの発表なども⾏います。多くの団体が体験
コーナーを設けているため、実際に活動されている⽅々と触れ合うことができると
ともに、⼀⽇で数多くの⽇本⽂化に接することができます。会場はバリアフリー対
応になっており、点字の案内板、スロープやエレベーター、多⽬的トイレなどが設
置され、障がいをお持ちの⽅でも安⼼してご参加いただけます。

中央区産業⽂化展

中央区区⺠部
商⼯観光課、
中央区産業⽂
化展実⾏委員

会

2018/11/4 2018/11/6 東京都 中央区

中央区の産業活動について、その歴史的歩み、現状、未来への展望などを広く紹介
し、区内の産業の振興、発展に寄与するとともに、⻘少年に対する「地域産業教
育」に役⽴てるために実施する。
区内の産業・⽂化を各出展団体が紹介するほか、会場内特設ステージでのプログラ
ム、各種ワークショップ、きものの⼥王コンテスト、第２０回記念特別企画、クイ
ズラリー、などの実施を予定している。
また、会場である晴海トリトンスクエアグランドロビーは１階のパーキングエリア
からエレベーターで直結しており、また、各階に複数の多⽬的化粧室が設置されて
いるなど、障害者にとっても参加しやすくなっている。

吉野⽯膏コレクション・服部コレクション 響き
あうフランス絵画

株式会社⼭形
新聞、⼭形放
送株式会社、
公益財団法⼈
⼭形美術館、
⼭形市、公益
財団法⼈⼭形
県⽣涯学習⽂
化財団、⼭形

県

2018/6/5 2018/6/24 ⼭形県 ⼭形市

⼭形美術館の収蔵品のうち、吉野⽯膏株式会社及び吉野⽯膏美術振興財団から寄託
を受けている「吉野⽯膏コレクション」及び⼭形美術館の新館リニューアルを機に
収集された「服部コレクション」から、選りすぐりのフランス絵画約120点を中⼼
に展⽰する。また、このたび「吉野⽯膏コレクション」に加えられることとなった
⽇本画家・平⼭郁夫の屏⾵作品「絲綢之路天空」も特別展⽰する。フランス絵画の
魅⼒を紹介するとともに、⽇本を代表する画家・平⼭郁夫の作品の展⽰により、⽇
本美術の素晴らしさも広く発信する。
会場の⼭形美術館は障がい者⽤駐⾞場・⾞いす⽤スロープ・多⽬的トイレなどが整
備されており障がい者も参加しやすい取り組みであるとともに、英語対応のＨＰに
て情報発信を⾏うなど外国⼈も参加しやすい取り組みである。

⿅浜寄席
⿅浜地域学習

センター
2018/7/8 2019/3/10 東京都 ⾜⽴区

⼩学校の教科書にも学習題材として取り上げられるなど、落語は娯楽としてだけで
はなく⽇本の伝統・⽂化を知る上で、とても重要な伝統芸能として⽼若男⼥え問わ
ずに親しまれています。地域の皆さんが気軽に伝統芸能を楽しく学んでいただける
ような場を作り、⼦ども・⾼齢者・障がい者・外国の⽅々が⼀緒になって来れるよ
うな機会を提供し地域の交流が図れるように開催してしています。また多くの⽅々
に落語の楽しさや⾯⽩さを発信する場にもしています。
毎回、⾜⽴区にゆかりのある噺家さん２名に約２時間、落語を演じていただき⽣の
落語の素晴らしさやおもしろさを参加者の味わっていただきます。また外国語の表
記のチラシも作成し、近隣の町会、⾃治会や⼩中学校に配布しています。

富⼠の国づくりキッズ・スタディ・プログラム

認定ＮＰＯ法⼈ 富
⼠⼭世界遺産国⺠会
議 ／ 静岡県・⼭
梨県（富⼠の国づく

り推進会議）

2018/4/1 2019/3/31 東京都
港区⻁ノ

⾨

「富⼠の国づくりキッズ・スタディ・プログラム」は、浮世絵「富嶽三⼗六景」を
通じて、⽇本の象徴、⽇本⼈の⼼の拠り所である、世界⽂化遺産富⼠⼭の⽂化的価
値を知り、富⼠⼭や⽇本を⼤切に思う気持ちを醸成するための教育プログラムで、
教職者向けに開発した社会科指導⽤教材です（対象学年：⼩学六年⽣）。葛飾北斎
の世界的傑作「富嶽三⼗六景」の⾼画質データやＮＨＫエドケーショナルの豊富な
映像を使って、江⼾時代の⽣活⽂化を学ぶとともに、当時の⼈々の富⼠⼭への憧れ
を⼦供たちに感じてもらい、⽇本⽂化の魅⼒を発信したいと思います。教材セット
は、Ｗｅｂ配布教材として事前登録制となっています。⽇本が世界に誇る富⼠⼭、
北斎をテーマとした授業は、静岡県、⼭梨県、東京都他、⽇本の各地での授業の実
績もあり、⽇本の伝統⽂化を国内外に幅広く普及させる意義深い内容となっていま
す。また、障害のある⽅もデジタル配信により学習可能です。外国⼈へは、当NPO
のホームページで英語の紹介、また、富⼠⼭世界⽂化遺産協議会のユネスコへの富
⼠⼭保全状況報告書にも英⽂他でこのプログラムが紹介されています。

新・東京スピニングパーティー2018
東京スピニングパー
ティー実⾏委員会事

務局
2018/9/15 2018/9/16 東京都 墨⽥区

⽇本で唯⼀のファイバーフェスティバルとして、今年で通算１6回⽬を迎えます。
今年は会の原点である「⼿紡ぎHandSpinning”」がテーマ。「紡ぐ、染める、織
る、編む、組む、縫う。⼈から⼈へ⼿から⼿へ。」を副題に⽷編の丁寧な暮らしに
寄り添う⼿仕事のための古今の道具や素材、作品販売の出店会場（出店103ブー
ス）と⽇本国内外で活躍中の豪華な講師陣の６のレクチャー・１３のワークショッ
プを開催。海外からも来場者があり、国内外を問わず、⼿仕事を⼤切にする⼈たち
の交流、技術伝承、情報交換、新商品の提案、発表の場でもあり、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。イベント会場に英語対応スタッフを配置、英語の案内看板設置。

たづくり アスリート ワンダー ウォール！２
公益財団法⼈ 調布市
⽂化・コミュニティ

振興財団
2018/7/25 2018/9/24 東京都 調布市

⽂化芸術の⼒によって、アスリートにまつわる驚き（ワンダー）を紹介する企画で
す。ホール、図書館、会議室、保健センター等を有する調布市⽂化会館たづくり
は、⽉平均でおよそ15万⼈の⽅が来館する複合施設です。その調布市⽂化会館たづ
くりのエントランスホールを東京2020⼤会の開催競技の⼤判出⼒イラストでラッ
ピングするほか、陸上競技の世界記録やアスリートの歩幅等を実体験できる装飾を
施します。クールジャパンコンテンツの⼀つであるイラストレーションを⽤いた
ラッピング・装飾で、スポーツの魅⼒と現代⽇本の⽂化の魅⼒を発信します。会場
には障害者⽤トイレ・専⽤駐⾞場を完備し、エントランスホールのインフォメー
ションカウンターには筆談ボードを設置しており、障害をお持ちの⽅にもご来場い
ただき、気兼ねなく楽しんでいただける設備を⽤意しています。

アース・セレブレーション2018
アースセレブ
レーション実

⾏委員会
2018/8/10 2018/10/14 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。
昨年30周年を迎え、これまで以上に島全体を体感できるフェスティバルとして⾶躍
させるため「響く島。SADO」をコンセプトに、現代芸術の展⽰事業やライトアッ
プ事業などを展開します。
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。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

法⼈設⽴15周年記念公演 伝承を現今へ
特定⾮営利活
動法⼈ 集団 
⽇本舞踊２１

2018/11/27 2018/11/27 東京都 千代⽥区

世界のどの国にも、その国を代表する⽂化としての「踊り」があります。⽇本に
は、歌舞伎舞踊を⼟台とし、古代の神楽や中世の能・狂⾔などの影響を受け、洗練
された総合舞台芸術へと進化した伝統芸能である「⽇本舞踊」があります。集団⽇
本舞踊２１では、「伝承を現今（いま）へ」をテーマに、古典作品は勿論の事、優
れた創作作品の伝承にも積極的に取り組んでおり、法⼈設⽴15周年を機に、国内外
の第⼀線で活躍する若⼿からベテランの⽇本舞踊家が、⽇本舞踊の「現今（今）」
を⽰すと共に、⽇本の⽂化や先⼈たちの教えがたくさん詰まった珍しい作品を上演
する公演を開催します。この度の公演では、当⽇配布のパンフレットに英⽂の解説
を記載し、会場に英語対応のスタッフがおります。また、21のウェブサイト、及
び、パンフレットには、団体の概要・⽇本舞踊について英⽂が記載されておりま
す。

第４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
2018/9/15 2019/3/6 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、発展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。開催にあたっては、県内の他団体にも参加を頂
く形で実⾏委員会を組織し、準備を担います。その過程で、ネットワークの構築を
図ります。
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。

ＤＡＳＨＩＪＩＮ事業 ⼋⼾市 2018/5/1 2019/3/31 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。

⼭形ブランド発信イベント in ⽻⽥空港「にっぽ
んは、楽しいぞ！-Waku Waku Nippon-」

⼭形市 2018/6/19 2018/7/1 東京都 ⼤⽥区

⼭形市は「⽻⽥空港国際線ターミナル」を舞台に全国各地の多様な地域⽂化を国内
外に発信する「にっぽんは、楽しいぞ！-WakuWakuNippon-」に参画します。５
階お祭り広場では、⼭形市の花「紅花」で装飾した会場にて⼭形地酒やさくらんぼ
のPR（試飲試⾷・販売）を実施。４階江⼾舞台では花笠舞踊団による花笠踊りの演
舞を披露。また、ターミナル内レストランでは特産の⼭形セルリー・⼭形⽜・⼭形
地酒を使った特別メニューを提供するなど、⼭形市の持つ⾷や祭り⽂化の魅⼒を⽻
⽥空港に⼀同に集結させ、会場全体をやまがた⾵情で盛り上げます。パンフレット
は多⾔語化し、通訳も配置することにより、国内外からの旅⾏客に⼭形市の⽂化の
魅⼒に直に触れていただき、⼭形ブランドを⽻⽥空港から世界に発信していきま
す。

まるごと⼭形 祭りだワッショイ
まるごと⼭形 祭り
だワッショイ実⾏委

員会
2018/10/6 2018/10/6 ⼭形県 ⼭形市

「⼭形まるごとマラソン」の前⽇祭として位置づけ、「郷⼟を誇りに思う⼼をひと
つにし、明⽇を切り拓く活⼒を創出する」をテーマに「⼭形花笠まつり」など県内
を代表するお祭りと「やまがた舞⼦」などの伝統芸能が⼀堂に参集し⼭形の魅⼒を
伝えることで、県内外からの誘客促進や中⼼市街地の活性化につなげる。
また、イベント当⽇にはバリアフリー席をパレードコース上に設置し、⾞いす等で
体が不⾃由な⽅にも対応する。

奈良県×⽂化服装学院 ファッションショー 
「あたらよ」

奈良県 観光局 観
光プロモーション課 2018/8/5 2018/8/5 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。今年度いよいよ中⾦堂落
慶を迎える興福寺を中⼼テーマに展開するほか、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ととも
にソーシャルメディア等による奈良の魅⼒の波及を図る。
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する。

SDGsウォーク2018（「みんわらウィーク
2018」内プログラム）

吉本興業、札幌市、
NPO法⼈札幌歩こう

会
2018/8/4 2018/8/4 北海道 札幌市

「SDGsウォーク2018」は、今年で3年⽬を迎える「みんわらウィ―ク」のシンボ
ルイベントとなる“歩いて・笑って・健康になり、且つ学べるウォーキングイベン
ト”です。⾝近に⼿軽に参加できるウォーキングイベントでは、北海道⼤学や札幌
市時計台を含む街の⽂化に触れる中で、「持続可能な開発⽬標(SDGs)」を知る
きっかけとしてのスタンプラリーの要素を取り⼊れ、よしもと所属芸⼈やスポーツ
選⼿と共に、声を掛けゴールする楽しさ、協⼒の輪をひろげていきます。⾞いすで
の参加も可能です。また、SDGsウォークの参加費の⼀部は、国連WFPの公式⽀援
窓⼝である認定NPO法⼈国連WFP協会を通じ、飢餓ゼロへの取り組みに役⽴てられ
ます。
3年⽬を迎える「みんわらウィ―ク」では、8⽉8⽇を「道⺠笑いの⽇」と制定し、
「笑い」の⼒で健康⻑寿の北海道を⽬指す取り組みの⼀環として、2018年は8⽉1
⽇(⽔)〜8⽉8⽇(⽔)の期間で札幌市内を中⼼に様々なイベントを開催します。

横浜美術⼤学主催 美術・造形に係る各種事業 横浜美術⼤学 2018/6/17 2018/6/20 神奈川県 横浜市

年間を通して本学が主催する以下の各イベントは、美術、造形活動を中⼼とした内
容であり、具体的に和紙等を使⽤するワークショップもあるが、本学（美⼤）で⾏
うこのような取り組みそのものが、⽇本⽂化の魅⼒を発信するものと考える。会場
はエレベータ、障がい者⽤トイレ有り。また必要に応じて学⽣ボランティアを配置
できる。
＜オープンキャンパス＞（6⽉17⽇、7⽉21⽇、22⽇、8⽉18⽇、19⽇、3⽉24
⽇）⾼校⽣をはじめ、美術、造形、デザイン等に興味のある⽅を対象に10コースの
特⾊を⽣かしたワークショップを実施。・＜こどもアトリエ村＞（11⽉頃開催予
定）⼩学⽣の親⼦を対象とした造形講座を開催。・＜⼤学ギャラリー企画展＞（3
⽉頃開催予定）学外の会場にて、本学と招待作家グループによる展覧会を開催・＜
本学客員教授による特別講演会＞（7⽉、8⽉）⼀般の⽅を対象とした講演会など、
年間を通して実施。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⼭形⼤花⽕⼤会
⼭形⼤花⽕⼤
会実⾏委員会

2018/8/14 2018/8/14 ⼭形県 ⼭形市

約２万発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。メッセージ花⽕やワイドスターマイン花⽕など、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ます。平成３０年度の第３９回⼤会では、打上
げ会場近くで「ドローン」を打上げ、撮影した⼭形の夜景と花⽕の映像をビジョン
トラックの⼤型スクリーンへ映しだし、普通では⾒られない⾓度から上映する予定
をしている。
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。

Noh x Contemporary Music「トーク＆コン
サートシリーズ」vol.6

ensemble-no 2018/8/16 2018/9/6 東京都 港区

国際的に活躍する作曲家５名（ファビア・サントコフスキー、シュテファン・バイ
ヤー、アンナキアーラ・ゲッダ、神⼭奈々、パウロ・ブリトー）に委嘱し、演奏発
表を⾏います。2018年8⽉16⽇（⽊）と9⽉6⽇（⽊）の2回の開催で、作曲家２名
と3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
い機会となります。

「ぐるなび」の⾷⽂化発信の取組み
株式会社ぐる

なび
2018/4/1 2019/3/31 WEB WEB

「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
2018/4/1 2019/3/31 WEB WEB

「LIVEJAPAN」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「LIVEJAPANPERFECTGUIDETOKYO」やリアルイベントを通
じて提供します。
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37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。

SURF&SNOW
株式会社ぐる

なび
2018/4/1 2019/3/31 WEB WEB

「SURF&SNOW」は1996年からスキーリゾートを中⼼とした地域観光情報を発
信。ウィンターシーズンだけでなく、年間を通じて観光地の四季の魅⼒を発信して
います。（海外の⽅向けのサイト内特集やイベントレポート、記事等も展開）
外国語版スキー場情報サイト「JAPANSKIGUIDE」では⽇本のスノーリゾートが持
つ豊富な魅⼒を世界に発信し、スノーエリアの地域活性化及び、訪⽇観光客のリ
ピーター増加を⽬指します。（対応⾔語：英語、簡体中⽂、韓国語）

ぐるたび 株式会社ぐるなび 2018/4/1 2019/3/31 WEB WEB

「ぐるたび」は国内旅⾏者（訪⽇外国⼈を含む）を対象とした、現地の観光情報発
信サイト。現地の⽅々が⽇本全国の⽂化・魅⼒を発信しています。フルーツ狩りや
ワイナリー⾒学、乗⾺体験、シュノーケリングなど様々な体験プランも掲載中。編
集部＆現地ライターが今おすすめの観光スポットやグルメ、イベント、お⼟産情報
もご案内します。
また「ぐるたび」では外国⼈向けに他⾔語でも情報発信中（対応⾔語：英語、簡体
中⽂、繁体中⽂、韓国語）

南葵⾳楽⽂庫紀南講演会＆演奏会 和歌⼭県 2018/9/2 2018/9/2 和歌⼭県 ⽥辺市

南葵⾳楽⽂庫とは、紀州徳川家第16代当主徳川頼貞が、主に⼤正時代に私財を投じ
て集めた、⻄洋⾳楽書や楽譜などのコレクションを指す。頼貞の没後に追加された
ものも含めて総資料数約20,000点にも及ぶコレクションの全てが、2016年に（公
財）読売⽇本交響楽団から和歌⼭県に寄託され、2017年12⽉には、整理が済んだ
資料の⼀部が和歌⼭で⼀般公開された。2018年度は紀南地域においても普及啓発
事業を実施。専⾨家による講演会のほか、読響楽団員による室内楽演奏を開催し、
紀州徳川家ゆかりの⽂化遺産を知ってもらう。会場には⼿話通訳者を設置するとと
もに、訪⽇外国⼈への配慮のため⽇本語と英語を併記したリーフレットを配布す
る。

ロシア・ルネサンス〜銀の時代からの⼿紙〜⽯原
佳世&岡崎 章 ピアノデュオコンサート

ふれあいファシリ
ティズ 2018/11/1 2018/11/1 岐⾩県 岐⾩市

⽇本⼈ピアニストである⽯原佳世と岡崎章の語りありピアノデュオコンサート。ピ
アノ連弾、2台ピアノの編曲を含め、2⼈独⾃の世界観で現代クラシックへのアプ
ローチを⾏っており、常に新たな⾳楽⽂化の魅⼒の発展、発信をする取り組みであ

 る。
2⼈の⽇本⼈だからこそできるわかりやすい解説、ロシア・ルネサンス⾳楽を発信

 し、⾳楽の魅⼒だけでなく地域活性も⾏える取り組みである。
障害者にとってのバリアを取り組みについては、サラマンカホールには6席分の⾞
イススペースがあり、公演中サラマンカホールスタッフが待機しており、迅速に対
応を⾏っている。また、アシストフォンの準備をしており、⽿の不⾃由な⽅に貸し
出しを⾏っている。どんな⽅でも⾳楽を楽しんで頂けるようホールスタッフが待機
しており、対応できる取り組みを⾏っている。
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ゴードン・マッタ＝クラーク展

独⽴⾏政法⼈
国⽴美術館東
京国⽴近代美

術館

2018/6/19 2018/9/17 東京都 千代⽥区

本展は、1970年代ニューヨークを中⼼に活躍したゴードン・マッタ＝クラーク
の、アジア初の回顧展。彫刻・映像・写真・ドローイング・関連資料など約200点
を展⽰し、活動期間約10年、わずか35歳で夭折したマッタ=クラークのアート、建
築、ストリートカルチャーのみならず、アーティストいによる⾷堂「フード」の経
営など多⽅⾯な活動を紹介。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。

視覚芸術百態:19のテーマによる196の作品
国⽴国際美術

館
2018/5/26 2018/7/1 ⼤阪府 ⼤阪市

国⽴国際美術館の所蔵作品によって⽇本及び海外の現代美術を再検証する⼤規模な
展覧会です。⾊彩、光、⾃然、動物、偶然など、美術を理解する鍵となる19の作品
群を通して、作品制作の多様な⽅向性を再確認するとともに、視覚芸術の未来を展
望します。なお、国⽴国際美術館はバリアフリー化や⾞椅⼦の貸出し等を実施する
ことでより多様なお客様にお楽しみいただく環境を整備しております。また、本展
においては⾳声ガイド等を多⾔語化（⽇本語・英語・中国語・韓国語）します。

第19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

2018/9/4 2018/9/4 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19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。

歌舞伎義太夫三味線奏者 野澤松也「創作浄瑠璃
弾き語り 第27回築地チャリティライブ」

三味似粋⼈
JAPAN

2018/6/23 2018/6/23 東京都 中央区

⽇本の伝統芸能である「義太夫」や「浄瑠璃」「歌舞伎」の魅⼒を、⼦どもたち
や、これまで歌舞伎や⽂楽に関⼼のなかった⼈たちにも知ってもらうため、現役の
歌舞伎義太夫三味線奏者（⽵本連中）の野澤松也（重要無形⽂化財総合指定保持
者）が、⼟地に伝わる⺠話や童話を題材にした、誰にでもわかりやすい“創作浄瑠
璃”の演奏を、⾃ら弾き語りで⾏う。
また、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取り組みとして、ボランティアによる
わかりやすい解説（⽇・英）を⾏う。
後半に三味線体験も有り。
⼦供の参加可。

劇団うりんこ公演「おじいちゃんのちいさなひみ
つ」

株式会社 劇
団うりんこ

2018/9/23 2018/9/24 愛知県
名古屋市
名東区

制作にあたり、１００名の年配者から⾃⾝の「１番悲しかった思い出」「嬉しかっ
た思いで」を集め、そのエピソードの中から選んで劇にした。１９５０年代の⽇本
の四季を描き、１つ１つの思い出の中で揺れ動く少年の⼼を描いた。この作品はス
ウェーデンの演出家が演出したもので、⾔葉の情報より五感で感じる芝居。劇を通
し外国⼈が⽇本の⽂化を知る１つとなる。スタッフに通訳をおき、外国⼈に対応す
る。また、鑑賞するだけでなく、事後の交流に重きをおき、観客同⼠の世代間交
流、他者理解、多⽂化理解を図る。会場はバリアフリー化が図られており、障害
者、⾼齢者の⽅々が来場しやすく劇場がコミュニテイの場となり、地域社会の発展
を⽬指す。

開館40周年記念イベント 愛知県陶磁美術館 
オープン・アーキテクチャー

愛知県 2018/6/2 2018/6/2 愛知県 瀬⼾市

事前申込により故・⾕⼝吉郎⽒が設計した愛知県陶磁美術館の本館の建物の特徴・
魅⼒を、建築史家の村瀬良太⽒に解説していただき、普段は公開していない場所も
含め特別に⾒学を⾏います。
当美術館は、⾝体障がい者⽤駐⾞スペースの設置や⾞椅⼦、ベビーカーの貸与を
⾏っています。また、外国⼈利⽤者の利便を図るため、施設案内リーフレットの英
語版、中国語版及び韓国語版の配布や、無料公衆無線ＬＡＮを設置しています。

開館40周年記念イベント 建築講演会・対談 愛知県 2018/7/14 2018/7/14 愛知県 瀬⼾市

愛知県陶磁美術館地下講堂において、現代⽇本を代表する建築家・藤森照信⽒をメ
インゲストに迎え、インタビュアーとして建築史家の村瀬良太⽒との対談を⾏う。
6⽉2⽇(⼟)の「オープン・アーキテクチャー」に引き続き故・⾕⼝吉郎⽒が設計し
た愛知県陶磁美術館の本館の建物の特徴・魅⼒に迫る。
講演・対談会場となる愛知県陶磁美術館は、⾞椅⼦の利⽤者などはエレベーターに
より館内を容易に移動することができるとともに、⾝体障がい者⽤駐⾞スペースの
設置や⾞椅⼦、ベビーカーの貸与を⾏っています。また、外国⼈利⽤者の利便を図
るため、施設案内リーフレットの英語版、中国語版及び韓国語版の配布や、無料公
衆無線ＬＡＮを設置しています。

平成３０年度 障害者スポーツ参加促進事業 愛知県 2018/8/25 2018/12/22 愛知県 ⻑久⼿市

2020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
スポーツ経験がない障害者等を対象とし、愛知県にゆかりのあるトップレベルの選
⼿・指導者による講演会や実技指導を⾏う。参加者は障害の有無を問わないため、
本事業を通じて障害のある⽅とない⽅の交流を図ることができ、共⽣社会の実現に
役⽴つ。
また、⾞いすダンスを種⽬の⼀つとして選定し、⽇本の⽂化を取り⼊れたイメージ
のダンスを⾏うことで、⽇本⽂化の発信に取り組む。障害のある⽅に対する配慮と
しては、⾳声コード（読み上げコード）の印刷、モノクロでも⾒やすいカラーバリ
エーションを採⽤し、視覚障害者に対するバリアを取り除く取り組みを実施する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

あいちトリエンナーレ地域展開事業（現代美術制
作・展⽰事業）

あいちトリエ
ンナーレ地域
展開事業実⾏

委員会

2018/9/1 2019/2/11 愛知県 豊⽥市

これまでのあいちトリエンナーレ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豊⽥市内で実施する。
現代美術展に合わせて、豊⽥市内の医療施設（⾜助病院）や観光施設（道の駅どん
ぐりの⾥いなぶ）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（梅
坪⼩学校、敷島⼩学校、御作⼩学校）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
化等、訪⽇外国⼈向けにサービスを充実させる。

あいちトリエンナーレ地域展開事業（若⼿芸術家
育成事業）

あいちトリエ
ンナーレ地域
展開事業実⾏

委員会

2018/6/18 2019/2/24 愛知県
名古屋市

東区

これまでのあいちトリエンナーレ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、若⼿芸術家育成事業を愛知芸術⽂化センターで実
施する。
若⼿芸術家育成事業は、将来、あいちトリエンナーレを始め、全国や世界で活躍す
る芸術家をここ愛知から輩出し、あいちトリエンナーレを開催するに相応しい⽂化
芸術振興の礎を築くため、若⼿芸術家から美術作品の企画募集を⾏い、活動発表の
場を提供する。
また、若⼿芸術家育成事業の会場である愛知芸術⽂化センターはWi-Fi環境が整備
されており、訪⽇外国⼈向けにサービスが充実している。さらに、複数箇所に障害
者向けトイレが設置されていたり、⾞椅⼦を無料で貸し出す等、障害者に配慮した
施設である。

あいちトリエンナーレ地域展開事業（地元⽂化団
体活⽤事業）

あいちトリエ
ンナーレ地域
展開事業実⾏

委員会

2018/2/11 2018/2/17 愛知県 瀬⼾市

これまでのあいちトリエンナーレ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、地元⽂化団体(名古屋フィルハーモニー交響楽団)
を利⽤したワークショップとコンサートを瀬⼾市⽂化センターで実施する。
ワークショップは、⼩中学⽣を対象とし、プロの⾳楽家を講師とした演奏指導の体
験機会を提供する。また、参加者のうち、選抜された⽣徒には、コンサートにおい
て名古屋フィルハーモニー交響楽団と⼀緒に舞台上で演奏する機会を提供する。コ
ンサートでは、クラシックの馴染みの曲をとおしてオーケストラの演奏を⾝近に感
じ、親⼦で楽しむことができるプログラムを実施する。会場となる瀬⼾市⽂化セン
ターは、⾞椅⼦の貸出もあり、⽂化ホールではハンディキャップ席を確保されてい
るなど、障害のある⽅にも気軽に楽しんでいただけます。

中部オカリーナ協会 第２５回オカリーナフェス
ティバル

中部オカリー
ナ協会

2018/7/1 2018/7/1 愛知県
名古屋市

東区

中世から今も連綿と続く焼き物のまちが数多くある中部地区において、焼き物の楽
器「オカリーナ」で時空を超えたセピア⾊の⽇本の原⾵景を表現したいと、⽇頃の
練習成果の発表および県⺠⽂化の向上に寄与するためのコンサートである。会場に
は⾞いす⽤席を４席設け、障害者にとってもバリアを取り除く取り組みをしてい
る。

旭⼭流旭⼭会創⽴5周年記念 吟詠歌謡・詩吟・
舞踊⼤会

旭⼭流旭⼭会 2018/9/30 2018/9/30 愛知県
北名古屋

市

旭⼭流旭⼭会の創⽴5周年記念「吟詠歌謡・詩吟・舞踊」⼤会を開催致します。地
域の⽅に出演していただくのは勿論ですが、東海地区の先⽣⽅にも出演してもらい
ます。北名古屋市の市⺠の⽅、障害者の⽅を含めて200名様を御招待して、伝統芸
能の良さを感じてもらい、楽しんでいただきます。そしてその中から関⼼のある⽅
に仲間に⼊ってもらい輪を広げてまいります。会場はバリアフリー化されており⾞
椅⼦席も設置されていますので多くの⽅に楽しんでいただけると思います。

⾼校⽣のための⽔⼾室内管弦楽団メンバーによる
公開レッスン＆ミニコンサート

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/7/21 2018/7/22 茨城県 ⽔⼾市

県内の⾼校⽣を対象に世界的な演奏家である⽔⼾室内管弦楽団メンバーによる公開
レッスンを実施することで，⾼校⽣の演奏技術や県内の⾳楽指導者の指導技術の向
上とともに，講師によるミニコンサートを実施することで，質の⾼い演奏を聴く機
会を提供する。なお，本事業はバリアフリー対応の会場で開催する。

⽂化芸術体験出前講座
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/5/1 2019/2/28 茨城県 県内全域

児童⽣徒が本格的な⽂化芸術に触れる機会を提供し，将来の担い⼿や鑑賞者を育成
するとともに，若⼿演奏家や⽂化芸術活動団体等に活躍の場を提供する。また，⽂
化芸術活動団体と学校との連携・協⼒体制構築の促進を図る。なお，本事業は特別
⽀援学校においても実施しており，各学校に合った講座内容を提供している。

⼦ども⽂化芸術⼤学
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/5/1 2019/2/28 茨城県 県内全域

⼦どもたちの豊かな感性や創造性を育むため，⼦どもの頃からトップクラスの⽂化
芸術に触れる機会の充実を図る。なお，本事業は，バリアフリー対応の学校で実施
している。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ブルガリア国⽴歌劇場「カルメン」
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/17 2018/10/17 茨城県 ⽔⼾市

⾳楽・演劇・美術・舞踊・⽂学など複数の要素を同時に合わせ持つ総合舞台芸術で
ある本格的で質の⾼い海外オペラ公演を低廉な価格で提供することで，県⺠の⽂化
芸術活動の活性化を図る。
また，学⽣専⽤席を設けて学⽣の鑑賞機会を確保する。
なお，本事業は，バリアフリー対応の学校で実施している。

みんなで楽しむオーケストラ
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/8/25 2018/8/26 茨城県

⽜久市・
坂東市

４歳以上の親⼦を対象に，新⼈演奏会の優秀者とオーケストラをジョイントしたコ
ンサートを開催することで，感受性豊かな⼦どもたちに鑑賞機会を提供するととも
に，若⼿演奏家に発表の機会を提供することで，将来の⽂化芸術を担うアーティス
トの育成を図る。
なお，本公演は，バリアフリー対応の会場で実施する。

茨城国際⾳楽アカデミーinかさまコンサート
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2019/3/23 2019/3/23 茨城県 ⽔⼾市

笠間市で平成17年から開催され，平成28年度に県が共催として参加することと
なった「茨城国際⾳楽アカデミーinかさま」（旧：かさま国際⾳楽アカデミー）で
講師を務める世界的な⾳楽家等の演奏を広く県⺠が鑑賞できる機会を提供する。
なお，本公演は，バリアフリー対応の会場で実施する。

岡⼭芸術交流2019
岡⼭芸術交流
実⾏委員会

2019/9/27 2019/11/24 岡⼭県
岡⼭市北

区

岡⼭城・後楽園周辺の歴史・⽂化ゾーン内において、芸術⽂化を活かした魅⼒的な
まちづくりを進めるため、現代アートの国際展「岡⼭芸術交流2019」を開催す
る。
①現代アート展・・・本国際展のテーマを体現する現代アート（コンセプチュアル
アート）作品の制作及び展⽰
②ラーニングプログラム・・・岡⼭芸術交流の参加作家の作品や展覧会展⽰作品を
素材とし、展覧会テーマや展⽰作品をより深く掘り下げて理解してもらうためのプ
ログラムを実施
③パブリックプログラム・・・岡⼭芸術交流が地域に開かれ、浸透し、持続・発展
していくため、市⺠・県⺠が展覧会により親しんでもらうための各種プログラムを
実施

おかやま⺠俗芸能フェスティバル2018
岡⼭県⺠俗芸
能⼤会実⾏委

員会
2018/10/21 2018/10/21 岡⼭県 新⾒市

⺠俗芸能保存団体による岡⼭県内各地に伝わる⺠俗芸能の実演発表を⾏います。新
⾒市から「太⿎⽥植」と「頭打ち」、⽟野市から「波知の獅⼦舞」、笠岡市から
「⼤島の傘踊」、真庭市から「早川踊り」、美咲町から「境神社・⼋幡神社の獅⼦
舞」を披露いたします。（予定）
また、アトラクションとして⺠話の語りもあります。

真庭市⽂化振興事業公演 DRUM TAO
「RHYTHM of TRIBE〜時空旅⾏記〜」

真庭市 勝⼭
振興局

2018/10/6 2018/10/6 岡⼭県 真庭市

世界24カ国・500都市・観客動員数700万⼈。圧倒的な⾳表現を持つ「和太⿎」そ
して、美しい旋律の篠笛・三味線・筝などを驚異のパフォーマンスで表現し、国内
外で活躍するDRUMTAOの公演は今回で8回⽬を迎えます。あらゆる想像を覆す、
最先端の「THE⽇本エンターテイメント」をお楽しみください。

⽝養⽊堂記念館開館25周年記念 夏の特別展 
「⽊堂さんと⻄郷さん」

⽝養⽊堂記念
館

2018/8/1 2018/8/31 岡⼭県
岡⼭市北

区

⽝養毅（号⽊堂）は、⻄郷隆盛らが起こした⻄南戦争の従軍記者として活躍して
ジャーナリストとして著名になりました。また⽊堂は、後年⻄郷隆盛について調
査・研究をしています。この2⼈に焦点をあて、明治初期の近代史を紹介するとと
もに、⽊堂から⾒た⻄郷隆盛を紹介します。

天神⼭迷図 みえない物語
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/8/12 2018/8/26 岡⼭県

岡⼭市北
区

ギャラリーやホールといった「箱」を超え、天神⼭⽂化プラザという「場」そのも
のを、新たな感覚で発信する企画展「天神⼭迷図」の第2弾。今回は、この場所が
語る「みえない物語」に注⽬します。本展では、天神⼭が発する様々な物語を映像
と⾝体で語ります。映像クリエイターによる⾳や光で⽴ち上がる様々なイメージは
⾒る⼈に合わせて動き出し、楽しくて不思議な体験を創出します。そして館内のい
たるところに出没するダンサーたちのパフォーマンスが⽇常をガラリと反転するよ
うな驚きや感動を⽣むでしょう。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

近藤塾ダンスパフォーマンス
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/8/18 2018/8/18 岡⼭県

岡⼭市北
区

「スプリング近藤塾2018」でコンドルズの近藤良平さんたちと⼀緒に作った作品
を塾⽣たちが披露します。

第69回岡⼭県美術展覧会 岡⼭会場
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/5 2018/9/16 岡⼭県

岡⼭市北
区

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69回⽬を迎えました。⽇本画・洋画・⼯
芸・書道・写真・彫刻の6部⾨で県⺠のみなさんの⼒作を展⽰します。

第69回岡⼭県美術展覧会 津⼭会場
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/20 2018/10/1 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69回⽬を迎えました。⽇本画・洋画・⼯
芸・書道・写真・彫刻の6部⾨で県⺠のみなさんの⼒作を展⽰します。

三陸防災復興プロジェクト2019

三陸防災復興
プロジェクト
2019実⾏委員

会

2019/6/1 2019/8/7 岩⼿県
沿岸13市

町村

復興に⼒強く取り組んでいる姿を発信し、東⽇本⼤震災津波の⾵化を防ぐととも
に、国内外からの復興への⽀援に対する感謝を⽰し、さらには、東⽇本⼤震災津波
の記憶と教訓を伝えることにより⽇本国内はもとより世界の防災⼒向上にも貢献し
ていくこと、また、併せて、豊かで多彩な⾃然環境、地形･地質、⾵⼟に根ざした
歴史の中で育まれた⽂化遺産や伝統芸術、多種多様な⾷材や郷⼟料理など、三陸地
域の多様な魅⼒の国内外への発信と交流の活性化により、三陸地域への関⼼や認知
度を⾼めながら、新しい三陸の創造に繋げていくことを⽬的として、三陸地域全体
を舞台とする総合的な防災復興⾏事「三陸防災復興プロジェクト2019」を開催し
ます。当事業では、多⾔語ウェブサイトの制作などを通じた国外への幅広い情報発
信を⽬指します。

くまもと⼤邦楽祭2018

くまもと⼤邦
楽祭実⾏委員

会
会⻑ 吉丸 

良治

2018/6/3 2018/6/3 熊本県
熊本市
中央区

世界に誇る「邦楽」を継承・発展させるために、全国の才能ある邦楽演奏家を発掘
し、育成の契機をつくるとともに、市⺠の邦楽に対する理解、関⼼を⾼め、新しい
時代の邦楽の進展に寄与することを⽬指すため開催。第1部第24回くまもと全国邦
楽コンクール本選は『箏曲の部』『尺⼋・笛⾳楽の部』『三味線⾳楽の部』『琵琶
楽の部』『三曲等合奏の部』の５つの部⾨からなり、⼀次審査を通過した21名によ
る演奏と本選審査、表彰を⾏う。また第２部には、邦楽の楽しさ、素晴らしさを理
解・体験してもらう参加型の「第4回くまもと⼦ども邦楽祭」を⾏う。コンクール
本選には、毎年海外からも出場され、邦楽を志している外国⼈の⽅はもちろん、⼦
ども邦楽祭では、すべての外国⼈の⽅に⾔葉の壁のない⾳楽を通して、邦楽に親し
んで頂ける内容となっている。

混声合唱団マイコーラス創⽴30周年記念コン
サート

混声合唱団マ
イコーラス

2018/12/6 2018/12/6 埼⽟県 所沢市

混声合唱団マイコーラスは所沢市を拠点として活動しております。創⽴30周年を記
念してコンサートを開催致します。髙⽥三郎作曲の組曲「⼼の四季」を中⼼に合唱
の原点である古典曲⼜はなつかしい童謡集となじみ深い歌を集めてメドレーでうた
う「四季をうたおう」と四部構成で実施します。永い間ご⽀援いただいた⽅々と共
に歌の楽しさを堪能したい。会場はバリアフリー対応で⾞いす席も完備されていま
す。

ナープアナニロアカメアイマカラプア洋舞発表会 マカラプア 2018/6/24 2018/6/24 埼⽟県 深⾕市

ナープアナニロアカメアイマカラプアは、⽇本的和の⽂化を基調とする創作洋舞
チームです。舞踊のエッセンスとして、古典的⽇本舞踊、和太⿎、組体操、そして
フィットネスにおけるフラダンスが⼀体となって、独⾃の⽇本⽂化を形成します。
4者の融合した創作洋舞をこの発表会で開催して記念すべき10年としたいです。第
1部はカヒコと呼ばれる創作舞踊を若⼿会員が⾏います。第2部は⼦供（5〜12歳）
を中⼼とした組体操を実施します。第3部は和太⿎を⾏います。第4部では幼少から
ほぼ全てのジャンルの舞踊、ダンスの経験を積んだ地元深⾕出⾝の野⼝由美⼦が主
催する。マカラプアチームが和の要素を取り込んだ、フィットネスフラを展開しま
す。10年⽬の集⼤成として、本発表会を意義のあるものとして、それぞれの思いを
ぶつけるべく、稽古にも今も全⼒で取り組んでいます。会場はバリアフリー対応で
⾞いすの⽅も観覧いただけます。

群読劇塙保⼰⼀物語公演
塙保⼰⼀物語
劇化実⾏委員

会
2018/8/5 2018/8/5 埼⽟県 上⾥町

塙保⼰⼀物語実⾏委員会は、本庄市⺠を中⼼に活動する団体です。塙保⼰⼀先⽣は
⼦どもの頃に病気で盲⽬となり、15歳で江⼾に出て苦労に苦労を重ねながらも、良
き師匠や多くの⼈に助けられて、群書類従666冊の発刊や和学講談所の開設など
数々の業績を残しました。公演出演者が全て素⼈の演劇集団で、出演者の⼦どもか
ら⼤⼈までが真剣に群読劇塙保⼰⼀の⽣涯を演じる姿を⾒て頂き、来場者の皆様⽅
に少しでも感動と楽しさが伝えられたと考えています。そして、群読劇の素晴らし
さも感じて頂けたら幸いに思います。会場には⾞いす観覧席も確保します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⼦ども体験教室「琴・尺⼋ミニコンサート・体験
コーナー」

上尾市邦楽邦
舞協会

2018/4/1 2018/4/1 埼⽟県 上尾市

上尾市⽂化団体連合会は茶道、いけばな、美術、俳句、囲碁、将棋、邦楽邦舞、吟
剣詩舞道の８団体で構成されている団体です。今回は上尾市邦楽邦舞協会を中⼼に
ミニコンサートと体験コーナーを開催します。ミニコンサートではプロ尺⼋奏者
「安島瑶⼭」⽒を招いて「上弦の曲」「世界の⺠謡メドレー」等を演奏します。体
験コーナーでは⼦ども達が実際に琴に触れ「さくら」「蛙のうた」等を弾いて⽇本
の伝統⽂化の⼀つである琴に興味を持つきっかけを作ります。会場はバリアフリー
対応で⾞いす観覧席も確保します。

⾳楽浴〜家族で楽しむファミリーコンサート〜
特定⾮営利活
動法⼈⾊彩み

らい
2018/4/21 2019/3/30 埼⽟県 越⾕市

⽉に⼀度「⾳楽浴」という御家族向けのミニコンサートを開催します。クラシック
はもちろんその季節に合わせた名曲も取り⼊れながら演奏しています。講師は草加
市、越⾕市在住で埼⽟県にゆかりのある者です。⽇本⼈の作曲家の曲も取り⼊れ、
保育⼠による⼿遊びもあります。講師は英語、フランス語での対応ができます。

柏グリーンハーモニー合唱団創⽴50周年記念
「感謝のコンサート」

柏グリーン
ハーモニー合

唱団
2018/8/26 2018/8/26 埼⽟県 本庄市

柏グリーンハーモニー合唱団創⽴50周年記念「感謝のコンサート」では以下の内容
で演奏会を⾏います。第1部は創⽴当時から歌われている16世紀フランスの世俗
シャンソンの第⼀⼈者クレマン・ジャヌカンの無伴奏曲と、⼀昨年ドイツミュンヘ
ン聖ウルズラ教会聖歌隊とジョイントコンサートで演奏された中から演奏します。
第2部は合唱団50年の歴史の中で、特に思い出深い曲をピックアップして演奏しま
す。第3部は合唱団創⽴時に流⾏っていたオールディーズや、テレビ創成期の「夢
で逢いましょう」を中⼼に、⽇本のポップスも演奏します。第4部はテレビ等でも
活躍するオルガニスト新⼭恵理さんや合唱団ゆかりのプロのソリストを迎え、モー
ツァルト作曲の「戴冠ミサ」を演奏します。以上の様にアカペラの古典からポップ
スまで、⼤変盛沢⼭な内容を予定しています。県北の皆さんは基より、広く埼⽟県
⺠の合唱⽂化発展に寄与する内容と確信しています。会場はバリアフリーで⾞いす
の⽅も観覧いただけます。

埼⽟県ユースホステル協会吹奏楽団第24回定期
演奏会

埼⽟県ユース
ホステル協会

吹奏楽団
2018/4/15 2018/4/15 埼⽟県 春⽇部市

埼⽟県ユースホステス協会吹奏楽団は埼⽟県で⼀番古い吹奏楽団です。今までさい
たま市⺠会館岩槻で演奏会を⾏っていましたが、会場が狭く、⼊場制限が出てし
まったため、春⽇部市⺠⽂化会館⼤ホールに会場を移し、多くの⽅に楽しんでいた
だきたいと思っています。第1部・第3部はクラッシックステージ第2部はポップス
テージになります。ポップステージでは、当団オリジナルのダンスや、歌なども取
り⼊れ、お客様に楽しんでいただけるプログラムを企画しています。当団は「コン
クールバンドではなくライヴバンド」とうたっていますので、ご来場いただいたお
客様に、⾳楽を⾝近に楽しんでいただけるような演奏会を作っていきます。会場に
は⾞いす観覧席を確保します。

⽇・台⽂化交流⾳楽会
混声合唱団あ

るまじろ
2018/10/31 2018/10/31 埼⽟県 和光市

混声合唱団あるまじろは、志⽊市、和光市を中⼼に活動する混声合唱団です。これ
までに⾹港、ウィーン、バルセロナを訪問し地元地域の合唱団と国際親善コンサー
トを⾏ってきました。東⽇本⼤震災の際、台湾から多額の義損⾦が送られた事を機
に、台湾・中壢市を訪問し地域の合唱団とも交流コンサートを⾏い、それ以降も台
湾とは⾳楽交流を⾏ってきました。今年は台湾・台北市の⼥声合唱団と⼀緒に、清
⽔かつら⽒ゆかりの和光市に於いて親善⾳楽会を開催します。第1部は混声合唱団
あるまじろが「⽇本の歌（⺠謡、古謡、演歌）の合唱曲」を歌います。第2部は台
北市愛麗総合合唱団が「台湾の歌」を歌います。⾳楽会を通して、⽇本と台湾の合
唱団同⼠、また合唱団と来場者の皆様が⾔葉を超えた⾳楽による感動を共有できる
ようなコンサートを⾏いたいと思っています。会場はバリアフリー対応で⾞いす観
覧席も確保します。

N's室内アンサンブル演奏会
N's室内アンサ

ンブル
2018/9/22 2018/9/22 埼⽟県

さいたま
市浦和区

テーマ「室内楽演奏会」
【第1部】曲⽬：未定、出演：N'sクラリネット・アンサンブル
【第2部】曲⽬：シューベルト作曲「岩の上の⽺飼い」他、出演：ソプラノ独唱・
⼩川嘉世(客演)、クラリネット・平井洋⾏、ピアノ伴奏・佐藤恵⼦（客演）
【第3部】曲⽬：ベートベン作曲、ピアノ協奏曲第５番「皇帝」（弦楽合奏版）、
出演：ピアノ独奏・佐藤恵⼦（客演）、N's弦楽五重奏団
【開場】18:00【開演】18:30【終演】20:45
会場はバリアフリーで⾞いすの⽅の鑑賞も可能です。

コールファミリー創⽴45周年記念コンサート
コールファミ

リー
2018/9/30 2018/9/30 埼⽟県

さいたま
市北区

コールファミリーは1973年（昭和48年）県⽴川越盲学校卒業⽣によって創設され
た合唱団で視⼒障害者と健常者が⼒を合わせて45年歌い継いできました。本年創⽴
45周年を迎え、記念コンサートを開催します。第１部は活動にご協⼒いただいてい
る⽅々に感謝をこめて「混声合唱のための童謡メドレー、どこかで春が」(14曲メ
ドレー）を歌います。第２部では懐かしい⻘春の愛唱歌を思い出とともに、知床旅
情、若者たち等５曲をコールファミリーが歌います。第３部は客演のフルートデュ
オピアノ「シエフォン」の３名で演奏でＦ．クーラウの三重奏曲、Ｃ．ドビュッ
シーの喜びの島など５曲(選定中）の明るく格調⾼い器楽曲を楽しんでいただきま
す。第４部は世界の名曲を訪ねてと題して増⽥順平先⽣の編曲でロンドンデリーの
歌、遥かなるサンタ・ルチア、トルコ⾏進曲など５曲を⼀部「シエフォン」の合奏
と併せ、創⽴45周年の喜びとご来場の皆様への感謝をこめて、コールファミリーが
歌い納めます。会場はバリアフリー対応で⾞いす観覧席も⽤意しています。

COOL JAPAN FOREST CONCERT SERIES 
2018

公益財団法⼈
所沢市⽂化振

興事業団
2018/9/29 2018/12/9 埼⽟県 所沢市

所沢市では、⽂化と⾃然が共⽣した地域づくりを推進中。航空記念公園の豊かな緑
に囲まれ、世界中から魅⼒あふれるアーティストが集う所沢ミューズを舞台に、⽇
本⽂化や⽇本⼈アーティストによる上質で魅⼒的な公演をはじめ、国際⾊豊かなラ
インナップで、感動と発⾒をお届けします。このシリーズは、⽇本⽂化や⽇本⼈
アーティストによる上質で魅⼒的な公演が含まれています。会場には⾞椅⼦で鑑賞
できるスペースを確保、障害者⽤駐⾞場・トイレ完備。総合案内で⾞椅⼦貸出も⾏
い、障害者の参加にも配慮しています。
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概要

第21回ことばの祭典

仙台⽂学館
（公益財団法
⼈仙台市市⺠
⽂化事業団）

2018/6/17 2018/6/17 宮城県 仙台市

「ことばの祭典」は、万緑に包まれた仙台⽂学館を舞台に、毎年開催している短
歌・俳句・川柳の合同吟⾏会です。会場となる仙台⽂学館は、エレベーター、多⽬
的トイレ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧・ご参
加いただけます。短歌・俳句・川柳の作品は、当⽇発表する共通の「題」をもとに
お作りください。作品の応募は、当⽇会場で受け付けます。

こまつ座第122回公演 ⽇⽴システムズホール仙台
＆仙台⽂学館企画事業『⽗と暮せば』

仙台市⻘年⽂
化センター

（公益財団法
⼈仙台市市⺠
⽂化事業団）

2018/7/14 2018/7/14 宮城県 仙台市

仙台市市⺠⽂化事業団では、仙台⽂学館初代館⻑・井上ひさしゆかりの「こまつ
座」による演劇公演を毎年⾏っています。今年の演⽬は、井上ひさしが、原爆を乗
り越えて⽣きようとする⽗娘の姿を、笑いと涙を交えて描いた⼆⼈芝居「⽗と暮せ
ば」です。会場となる⽇⽴システムズホール仙台は、⾞椅⼦対応の座席があり、エ
レベーター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の
⽅もご観覧いただける催しとなっています。

第37回市⺠能楽講座

仙台市能楽振
興協会、仙台
市、公益財団
法⼈仙台市市
⺠⽂化事業団

2018/7/7 2018/7/7 宮城県 仙台市

⽇本の伝統芸能「能楽」の公演を仙台で開催します。上演演⽬は能「⽥村」と狂⾔
「墨塗」です。能「⽥村」では、専⽤タブレットによる能の字幕解説サービス
「NOH-Tabガイド」をご⽤意しております（2階席中央寄り35席限定）。このサー
ビスにより、⽿の不⾃由な⽅や初めて能を⾒る⽅に対して、あらすじや⾒どころを
⽂字や絵図によりリアルタイムで解説することで、能の観賞をサポートします。ま
た、会場となる⽇⽴システムズホール仙台は、⾞椅⼦対応の座席があり、エレベー
ター、多⽬的トイレ等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご
観覧いただける催しとなっています。

第11回安房の伝統芸能まつり
千葉県南総⽂

化ホール
2018/9/30 2018/9/30 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、参加団体が相互に交流
を深め、後継者育成に資する場としていただくことを⽬的に伝統芸能まつりを開催
する。また、障害のある⽅にも気軽に地域の伝統芸能を楽しんでいただけるよう、
⾞椅⼦⽤の駐⾞場及び⾞椅⼦席を確保し、必要に応じて職員による介助を実施す
る。

第10回国際交流フェスタ in AWA 〜千葉県在住
外国⼈による⽇本語スピーチコンテスト〜

千葉県南総⽂
化ホール

2018/12/9 2018/12/9 千葉県 館⼭市

県⺠による主体的な国際交流活動への機運を⾼め、⽇本と外国との⽂化の違いを互
いに認め尊重し、地域の⼈々と外国⼈との交流を広げることを⽬的とし、安房地域
の3市（館⼭市、南房総市、鴨川市）の国際交流協会や千葉県内の⼤学の協⼒によ
り企画するイベント。また、障害のある⽅にも気軽に来場していただけるよう、⾞
椅⼦⽤の駐⾞場及び⾞椅⼦席を確保し、必要に応じて職員による介助を実施する。

北海道150年事業 松浦武四郎⽣誕200年記念 
幕末維新を⽣きた旅の巨⼈ 松浦武四郎

北海道⽴帯広
美術館

2018/12/15 2019/2/11 北海道 帯広市

江⼾時代終わり頃の北海道を６回にわたり踏査し、「北海道の名付け親」とも呼ば
れる松浦武四郎。
松浦武四郎は、北海道との関わりのみならず、幕末の志⼠や政治家、知識⼈、⽂⼈
たちと幅広い交友を持ち、情報収集家としても著しい実績を残すなど、さまざまな
顔を持ったことでも知られています。
旅に⽣き、時代を⽣きた彼の⽣涯を、地図、⽇誌、絵画、書簡及び収集した古物
（書画⾻董品）などからたどります。
会場となる北海道⽴帯広美術館はバリアフリーの施設となっており、障がいのある
⽅にも安⼼して作品を鑑賞していただくことができます。
また、会場には５カ国語の美術館ガイドブックを設置し、外国⼈にも美術館の魅⼒
を発信。

神⽥⽇勝と道東の画家たち＆岡沼淳⼀・⽊彫の世
界

北海道⽴帯広
美術館

2018/12/15 2019/2/11 北海道 帯広市

神⽥⽇勝は1937年東京に⽣まれ、45年に⿅追町に開拓農⺠として⼊植。農業に従
事しながら画業に携わり、農耕⾺や画室、社会⾵俗などを主題とし独⾃のリアリズ
ムを展開した。その神⽥⽇勝と道東地⽅にゆかりの作家たちの作品を、神⽥⽇勝記
念美術館（⿅追町）の所蔵品などによりご紹介します。あわせて、⾳更町を拠点に
活躍している⽊彫作家・岡沼淳⼀の秀作を展覧します。
会場となる北海道⽴帯広美術館はバリアフリーの施設となっており、障がいのある
⽅にも安⼼して作品を鑑賞していただくことができます。
また、会場には５カ国語の美術館ガイドブックを設置し、外国⼈にも美術館の魅⼒
を発信。
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第５９回⻘森県美術展覧会
⼀般社団法⼈ 
⻘森県⽂化振

興会議
2018/11/1 2018/11/11 ⻘森県 ⻘森市

昭和３５年に⻘森県内唯⼀の公募美術展としてスタートした県展は、本県作家によ
る芸術作品の真価を広く県⺠に知っていただくために開催され、今もなお本県芸術
⽂化の振興・発展に寄与しております。
バリアフリー施設である県⽴美術館を会場として、絵画、彫刻、⼯芸、写真、書道
などの各分野の作品をゆったりと鑑賞いただけます。

第２８回⻘森県⺠⽂化祭
⻘森県⺠⽂化
祭実⾏委員会

2018/9/2 2018/11/11 ⻘森県 ⻘森市

⻘森県⺠の芸術⽂化活動の発表の場及び鑑賞の機会を提供し、芸術⽂化の創造と⼀
層の発展をめざす、県⺠参加の総合的・⾃主的な芸術⽂化の祭典です。
毎年９⽉から１１⽉の開催期間中を「⻘森県⺠⽂化祭⽉間」として、オープニング
フェスティバルを⻘森市で開催するほか、県内各地で分野別にフェスティバル（⾳
楽、⼈形劇、吟剣詩舞、舞踊、美術、茶華道、⽂芸、謡曲、ダンス、吹奏楽、太
⿎、伝統⽂化などの公演や展⽰等）を⾏います。
開催にあたっては、公共ホール等を会場とし、⾼齢者や⾞椅⼦利⽤者等の鑑賞にも
配慮しています。

こちら秘書室公認 「接待の⼿⼟産」
株式会社ぐる

なび
2018/6/1 2018/3/31 WEB WEB

年間約10回の品評会を開催し、約1,000⼈の現役秘書が実⾷を⾏います。その際、
サイズ感や⽇持ち・希少性など、6カテゴリ15項⽬の審査項⽬に沿い、ビジネス使
いにふさわしい⼿⼟産かを選別。「ビジネスシーンに相応しい」と⾼く評価した⼿
⼟産を「接待の⼿⼟産セレクション」として発表しています。
現役秘書が選りすぐった”⼼づかい”が伝わる贈り物として、Web上で多⾔語（⽇本
語・英語）に対応し、国内外に情報を発信。ECの仕組みでお取り寄せができるの
で、外出が難しい⽅からも好評を得ています。また、国内においては書籍化も⾏っ
ており、ビジュアルから選びやすいと好評です。⽇本を代表する⽂化の1つである
「⾷⽂化」「贈答⽂化」の魅⼒を国内外に広く発信する取り組みとなります。

ゆめおどる夏のフェスティバル 成⽊地区⼤盆踊
り２０１８

⻘梅市⾃治会
連合会第７⽀
会・ゆめなり
き盆踊り実⾏

委員会

2018/7/28 2018/7/28 東京都 ⻘梅市

⼦どもから⾼齢者、外国⼈や障がい者まで、成⽊地区内外すべての⼈が楽しめる場
を創ることを⽬的とした、多世代&異⽂化交流盆踊り。⽇本語学校や障がい者施設
と連携し、ダイバーシティ&インクルージョンをキーワードに内容を企画。
障がい者にとってのバリアを取り除く取り組みとして、会場の段差を無くし、⾞い
すの⽅も踊りに参加できるようバリアフリー化を⾏う。また、障がい者の有無にか
かわらず参加できる、フォークダンスを実施する。外国⼈にとっての⾔語の壁を取
り除く取り組みとして、⽇本語学校の学⽣と連携し、会場案内や看板などの多⾔語
化を⾏う。

俳優座⼦ども劇場
俳優座⼦ども
劇場実⾏委員

会
2018/7/25 2018/1/20 東京都 港区

昔ばなしや児童⽂学を⼦どもたちに主体的に関ってもらえる稽古場において俳優座
劇団員により公演する。英字表記チラシの作成を計画し、⼩中学校及び公共施設へ
の配布分に織り交ぜ、国籍や⾔語の垣根なく会場に⾜を運んで貰えるよう配慮す
る。

ふるさとの⾵景

公益財団法⼈⼭形美
術館、株式会社⼭形
新聞、⼭形放送株式
会社、公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学習⽂化
財団、⼭形県、⼭形

市

2018/10/12 2018/10/28 ⼭形県 ⼭形市

⼭形県は峻厳な⼭々と、⼭間を⽔源とする川、そして川沿いに開けた平地と⽇本海
を有し、豊かな⾃然に恵まれていることから、その⾵⼟も多様な様相をみせ、これ
まで多くの作品の題材となってきた。⼭形美術館の収蔵品に加え、さまざまな視点
で⾃然・⾵⼟をテーマにした作品を展⽰することで、ふるさと⼭形県の⾵景の魅⼒
と、⽇本の美術⽂化の素晴らしさを国内外に発信する。
会場の⼭形美術館は障がい者⽤駐⾞場・⾞いす⽤スロープ・多⽬的トイレなどが整
備されており障がい者も参加しやすい取り組みであるとともに、英語対応のＨＰに
て情報発信を⾏うなど外国⼈も参加しやすい取り組みである。

第73回 ⼭形県総合美術展

株式会社⼭形新聞、
⼭形放送株式会社、
公益財団法⼈⼭形美
術館、⼭形県美術連
盟、巡回展開催地教
育委員会、⼭形市、
⼭形県芸術⽂化協

会、公益財団法⼈⼭
形県⽣涯学習⽂化財

団、⼭形県

2018/9/1 2018/9/17 ⼭形県 ⼭形市

⼭形県の美術振興と美術家のレベル向上を⽬指して毎年開催している県内最⼤の公
募展。⽇本画・洋画・彫刻・⼯芸の４部⾨で作品を⼀般公募し、⽇本を代表する作
家を各部⾨の審査員として招き、⼊選作を決定、優秀作を表彰する。これらの作品
に審査員特別出品、委嘱、無鑑査などの作品をあわせ500余点を展⽰公開し、⽇本
の美術の素晴らしさを国内外に発信する。
会場の⼭形美術館は障がい者⽤駐⾞場・⾞いす⽤スロープ・多⽬的トイレなどが整
備されており障がい者も参加しやすい取り組みであるとともに、英語対応のＨＰに
て情報発信を⾏うなど外国⼈も参加しやすい取り組みである。

第４３回 ⼭形県総合書道展

株式会社⼭形新聞、
⼭形放送株式会社、
公益財団法⼈⼭形美
術館、⼭形県総合書
道会、⼭形市、⼭形
県書道連盟、公益財
団法⼈⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、⼭形県

2018/9/22 2018/9/30 ⼭形県 ⼭形市

⼭形県内及び出⾝者の書家、書道愛好家から広く作品を公募し、中央でも活躍して
いる県書壇の重鎮による合同審査を⾏い、優秀作を表彰し、⼊選作を選定する。県
書道界の現時点の⼒量と将来への展望を⽰す展覧会を開催することで、書道⽂化の
素晴らしさを国内外に発信する。
会場の⼭形美術館は障がい者⽤駐⾞場・⾞いす⽤スロープ・多⽬的トイレなどが整
備されており障がい者も参加しやすい取り組みであるとともに、英語対応のＨＰに
て情報発信を⾏うなど外国⼈も参加しやすい取り組みである。
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南郷アートプロジェクト2018「なんごう⼩さな
芸術祭」

⼋⼾市 、 
（株）アート
＆コミュニ

ティ

2018/4/2 2019/3/29 ⻘森県 ⼋⼾市

「南郷アートプロジェクト2018」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⾏っています。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
交流が⽣まれています。
2018年度は、南郷地域の様々な地域資源を「物語」「⾷」「旬」「⾊」「技」
「郷⼟」の観点からあつめ、アーティストと⼀緒に作品制作などのワークショップ
やダンス公演などを⾏う「なんごう⼩さな芸術祭」（会期：10/20〜11/11）を開
催します。
ウェブサイトは⽇・英の⼆ヶ国語で対応しています。

⼋⼾⼯場⼤学2018 ⼋⼾市 2018/4/2 2019/3/29 ⻘森県 ⼋⼾市

「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してい
ます。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”（役⽬を終えて解体され
る予定の⽕⼒発電所の⼤煙突にさよならを告げるアートプロジェクト）を⼤学にな
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しています。

第1回WPPC北海道北広島市・終戦記念⽇

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

2018/8/15 2018/8/15 北海道 北広島市

WPPC（WorldPeacePrayerCeremony：各国の国旗を掲げるセレモニー）とは、
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。

⼩⽥原市 ⽂化創造活動担い⼿育成事業 「スク
ランブル・ダンスプロジェクト」

⼩⽥原市 2018/8/26 2019/3/31 神奈川県 ⼩⽥原市

障がいのある⼈もない⼈も、互いにその⼈らしさを認め合いながら、共にダンスを
創るワークショップ。⽇本独⾃の伝統と前衛の混合形態を持つダンスのスタイルと
して認知されている「暗⿊舞踊」を継承する舞踏家である⼤野慶⼈さん監修の下、
海外でも活躍する舞踏団「⼭海塾」の松岡⼤さんを講師に迎え、障がい者のアート
活動を⽀援する市内NPO法⼈アール・ド・ヴィーヴルの協⼒を受け、個々の障がい
に応じたサポートを⾏いながらワークショップを実施する。最終回にダンス発表を
開催予定。

若⼿⽇本舞踊集団「藝○座」創作舞踊公演 新
作:桃太郎

千葉市美浜⽂
化ホール 指
定管理者ちば
アートウイン
ド運営企業体

2018/8/10 2018/8/10 千葉県 千葉市

訪⽇外国⼈の宿泊も多い海浜幕張に程近い施設で、⽇本伝統芸能である⽇本舞踊公
演を開催。出演は東京藝術⼤学出⾝の若⼿⽇本舞踊家集団「藝○座」。
タイトルのとおり⽇本昔話「桃太郎」という国内では広く親しまれている作品をモ
チーフとして、ストーリーのわかり易さから訪⽇外国⼈にも理解しやすい内容と
なっています。また外国⼈向けに英訳チラシ、ストーリー解説なども準備しており
ます。
またイベント前半では、幅広い年代に⽇本舞踊の魅⼒を伝える「レクチャーコー
ナー」も開催、⽇本の様式美に通じる「所作」や代表的な役柄の踊り分けを解説し
ます。
開催施設はバリアフリー対応となっており、多⽬的トイレ、⾞椅⼦席、また難聴者
⽀援磁気ループが常設されています。

つるおか⼤産業まつり２０１８
つるおか⼤産
業まつり実⾏

委員会
2018/10/13 2018/10/14 ⼭形県 鶴岡市

鶴岡市の基幹産業である農林⽔産業と、商⼯業が創り出す優れた製品や先進的な取
組み等を広く紹介する機会を提供し、来場者との交流を図り、理解を深めていただ
きながら地域産業の活性化を⽬指してイベントを開催。特に、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となっている。
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組みを⾏う。

ピッコロシアター鑑賞劇場 SENDAI座☆プロ
ジェクト「⼗⼆⼈の怒れる男」

兵庫県⽴尼崎
⻘少年創造劇

場／SENDAI座
☆プロジェク
ト （共催）

2018/11/9 2018/11/11 兵庫県 尼崎市

SENDAI座☆プロジェクトは、東⽇本⼤震災後、いち早く地元仙台で公演活動を再
開し、多くの観客を元気づけるとともに、震災後の東北の演劇⼈の活動を地⽅にも
発信しようと、2011年９⽉にピッコロシアターで「⼗⼆⼈の怒れる男」を上演し
た.。そのピッコロシアター公演は、上質の舞台芸術として関⻄の観客を魅了し、被
災地の実演者の底⼒をアピールした。結果として、震災復興⽀援の場の提供という
意味合いだけでなく、ピッコロシアター／ピッコロ劇団にとっても、演劇を通じた
震災復興⽀援から演劇交流事業へと進む第１歩となり、再演希望の声も多く上がっ
た。
ピッコロシアター中ホールはフラットなホールであり、段差のない位置での鑑賞も
可能。⾞いす利⽤の⽅への誘導も職員が対応する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

アンサンブル・フェスティバル兵庫

兵庫県、アンサン
ブル・フェスティ
バル実⾏委員会、
兵庫県⾳楽活動推
進会議、（公財）
兵庫県芸術⽂化協

会

2018/9/16 2018/9/16 兵庫県 ⻄宮市

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
降も引継いでいく。

ひょうご名流舞踊の会

兵庫県、ひょうご
名流舞踊の会実⾏
委員会、兵庫県舞
踊⽂化協会、（公
財）兵庫県芸術⽂
化協会、神⼾新聞

社

2018/10/7 2018/10/7 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
以降も引継いでいく。

詩のフェスタひょうご

兵庫県、詩のフェ
スタひょうご実⾏
委員会、兵庫県現
代詩協会、（公

財）兵庫県芸術⽂
化協会

2018/10/14 2018/10/14 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する。あ
わせて、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。

ひょうご洋舞フェスティバル

兵庫県、ひょうご
洋舞フェスティバ
ル実⾏委員会、兵
庫県洋舞家協会、
（公財）兵庫県芸
術⽂化協会、神⼾

新聞社

2018/10/7 2018/10/7 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以降も引継いでいく。

全国⼿⼯芸コンクールinひょうご

兵庫県、兵庫県婦
⼈⼿⼯芸協会、

（公財）兵庫県芸
術⽂化協会

2018/10/18 2018/10/21 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。

兵庫県いけばな展（神⼾展）

兵庫県、兵庫県い
けばな展実⾏委員
会、兵庫県いけば
な協会、兵庫県い
けばな芸術⽂化振
興会議、（公財）
兵庫県芸術⽂化協
会、神⼾新聞社

2018/10/25 2018/10/30 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、ひょうご
俳句フェスティバ
ル実⾏委員会、兵
庫県俳句協会、

（公財）兵庫県芸
術⽂化協会

2018/11/23 2018/11/23 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、兵庫県いけ
ばな展三⽊市実⾏委
員会、兵庫県いけば
な協会、兵庫県いけ
ばな芸術⽂化振興会

議、
三⽊市、三⽊市教育
委員会、（公財）兵
庫県芸術⽂化協会、

神⼾新聞社

2018/11/24 2018/11/25 兵庫県 三⽊市

⾃然の恵みあふれる三⽊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のに加え、必要に応じて介添対応するなどなど障害者等に
もフレンドリーな事業実施を⼼掛けるとともに、そのレガシーを2020以降も引継
いでいく。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

兵庫県川柳祭

兵庫県、兵庫県川
柳祭実⾏委員会、
兵庫県川柳協会、
（公財）兵庫県芸

術⽂化協会

2018/12/2 2018/12/2 兵庫県 神⼾市

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。

兵庫短歌祭

兵庫県、兵庫短歌
祭加⻄市実⾏委員
会、兵庫県歌⼈ク
ラブ、加⻄市、加
⻄市教育委員会、
（公財）兵庫県芸

術⽂化協会

2018/12/8 2018/12/8 兵庫県 加⻄市

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する。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のに加え、必要に応じて介添対応するなどなど
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、兵庫
県芸術⽂化協

会
2018/1/4 2018/1/6 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する。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。

アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形・街かどコン
サート

アフィニス夏
の⾳楽祭⼭形
実⾏委員会

2018/6/28 2018/7/22 ⼭形県 ⼭形市

プロフェッショナルとして活躍する演奏家のための世界的にもユニークなセミナー
⾳楽祭である「アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形」の開催に向けて、開催地・⼭
形の機運を盛り上げるためのプレイベントとして、⼭形県唯⼀のプロオーケストラ
として45年に亘り同県の⾳楽⽂化を牽引してきた⼭形交響楽団の楽団員によるアン
サンブルコンサートを⼈々が多く集まるスポットで複数回開催し、本県の⾳楽⽂化
の素晴らしさを国内外に発信する。
なお、このイベントについては、多⾔語対応されたＨＰにより情報発信を⾏うな
ど、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組みでもある。

沼垂テラス商店街 朝市
沼垂テラス商
店会（朝市実
⾏委員会）

2018/4/1 2019/3/3 新潟県 新潟市

新潟市・沼垂地域にある昔ながらの⻑屋を活かした商店街「沼垂テラス商店街」で
⾏われる⽉1イベント「朝市」。毎⽉第1⽇曜⽇の朝8時から昼12時に開催され、商
店街店舗のほか、新潟市内外から多くの特別出店が通りに並び、計60店舗以上もの
お店が沼垂の朝を盛り上げる。モーニングにぴったりなパンやコーヒーに加え、
オーガニック⾷品や⼿作り雑貨、モノづくりワークショップなど、⼦どもから⼤⼈
まで楽しめるイベントとなっている。
英語を話せる運営スタッフを常駐させているほか、ホームページでも商店街やイベ
ントについて英語で紹介。今後さらに増えると予想されるインバウンド向けに、外
国語対応のパンフレット等を作成予定である。

有⾺能楽堂 能・狂⾔公演
株式会社三⽥

屋本店
2018/7/27 2018/10/14 兵庫県 三⽥市

世界で初めて、能舞台のあるステーキレストラン「三⽥屋本店」。野外の能舞台に
⼀流の演者たちが舞う、創業より30年以上続く伝統ある公演。8⽉26⽇(⽇)は京都
を本拠として、いつの世も、広く愛され、飽きがこず、味わい深い「お⾖腐狂⾔」
として活躍する茂⼭千五郎家の⽅々が出演。⾞イス対応可。

秋⽥の名匠・辻吉郎顕彰上映会
活動写真実演

会
2018/7/14 2018/7/17 秋⽥県 ⼤館市

映画史初期に⽇本独⾃の⽂化として成⽴した無声映画×活動写真弁⼠×和洋合奏と
いう形態はトーキー（発声映画）の発明と共に急速に数を減じたが、現代に⾄るま
で継承者が存在する。また映像のデジタル化にともない上映環境を整えやすくなっ
た背景も相まって無声映画を新たな娯楽として受容する雰囲気が⽣まれつつある。
本事業では秋⽥県六郷（現・美郷）に⽣まれ、無声映画期における最⼤の映画会社
であった⽇活で⻑年エース監督として⼤衆的な作品を多数⽣み出し映画界をリード
した辻吉郎の作品『沓掛時次郎』を⽚岡⼀郎（活動写真弁⼠）の語りと⽥中まさよ
し（太⿎・上⼩阿仁村出⾝）、宮澤やすみ（三味線）、上屋安由美（ピアノ）の演
奏によって上演する。

⼩⼝正⼆と⾼橋節郎－うるしのいろと彩－
安曇野髙橋節
郎記念美術館

2018/7/7 2018/9/9 ⻑野県 安曇野市
⽇本の伝統⼯芸である漆芸の分野で、⽇展や現代⼯芸美術家協会等において活躍し

 た⼩⼝正⼆と⾼橋節郎の作品を⾊彩表現に焦点をあて紹介する企画展。
展⽰作品の作品名キャプションは英訳を表記。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜⽇本料理祭典における和⾷レクチャーデモンス
トレーション〜

外務省 2018/4/12 2018/4/15 海外 ペルー

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「⽇本料理祭典」において
・⽂化紹介（和⾷）

在外公館⽂化事業
〜⽇本語フェスティバル〜

外務省 2018/4/28 2018/4/29 海外
マレーシ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本⽂化ワークショップ，体験
・⽇本語コーラルスピーキング（群読）⼤会
・ソーラン節コンテスト

在外公館⽂化事業
〜北スマトラ⼤学⽇本⽂化祭〜

外務省 2018/5/4 2018/5/6 海外
インドネ

シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語朗読
・⽇本クイズ⼤会
・教室(書道，茶道)
・浴⾐ファッションショー

在外公館⽂化事業
〜第３９回東ジャワ州⽇本語弁論⼤会〜

外務省 2018/5/5 2018/5/5 海外
インドネ

シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会(第４７回インドネシア⽇本語弁論⼤会全国⼤会予選)

在外公館⽂化事業
〜⽇本語弁論⼤会及び⽇本⽂化祭〜

外務省 2018/5/5 2018/5/6 海外
インドネ

シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会
・広報雑誌配布
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⽇・コロンビア修好１１０周年記念事業：ボゴ
タ⽇本⽂化紹介⽉間〜

外務省 2018/4/10 2018/5/2 海外
コロンビ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演会
・デモンストレーション，ワークショップ(絵本創作，和⾷，漫画)
・展⽰(⽇本カレンダー，⽇本⼈形，⽇本⺠芸品)
・JVT放映

在外公館⽂化事業
〜建築家による講演会及びワークショップ〜

外務省 2018/4/11 2018/4/13 海外
ウルグア

イ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・建築に関する講演会，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜国際⻘少年⽂化教育フェスティバルにおける⽇
本⽂化紹介〜

外務省 2018/4/12 2018/4/13 海外
カンボジ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「国際⻘少年⽂化教育フェスティバル」において
・パネル，説明⽤ポスター掲⽰(⽇本の結婚式の伝統⾐装)
・⽇本の結婚式，着物に関するレクチャー

在外公館⽂化事業
〜⽇本アニメ愛好団体主催イベントにおける⽇本
の伝統⽂化紹介事業〜

外務省 2018/4/14 2018/4/14 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
EXPOFAN（アニメ⽂化愛好家団体）主催のポップカルチャーイベントにおいて
・⻤剣舞の歴史，上演演⽬の説明
・説明(南⽶の⽇系移住地における⽇本の地⽅⽂化の継承に関して)

在外公館⽂化事業
〜第４２回⽇本語弁論⼤会・作⽂コンテスト〜

外務省 2018/4/14 2018/4/14 海外 チェコ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜中南部⽇本語弁論⼤会〜

外務省 2018/4/14 2018/4/14 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜ナッシュビル桜祭り〜

外務省 2018/4/14 2018/4/14 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス（合唱，和太⿎，ソーラン節，コスプレコンテスト）
・ワークショップ，体験（浴⾐，伝統玩具）
・各種⽇本⽂化の専⾨家によるレクチャー
・広報資料配付，展⽰



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜ジャパン・フェアにおける総領事館ブースの出
展〜

外務省 2018/4/14 2018/4/15 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ジャパン・フェア」において
・広報資料配付，ＤＶＤ上映
・展⽰（鯉のぼり，こけし，けん⽟，万華鏡）

在外公館⽂化事業
〜ジャパン・フェスティバルにおける⽇本⽂化紹
介〜

外務省 2018/4/14 2018/4/15 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ワークショップ，パフォーマンス(けん⽟，ミニだるま)
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜第７回ブラジリア⽇本祭り〜

外務省 2018/5/4 2018/5/6 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・料理教室

在外公館⽂化事業
〜和⾷レクチャー・デモンストレーション〜

外務省 2018/4/14 2018/4/15 海外 ブラジル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・和⾷に関するレクチャー，デモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜第２４回⽇本語弁論⼤会〜

外務省 2018/4/14 2018/4/14 海外
ブルガリ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・スピーチコンテスト（初級の部，中級の部）

在外公館⽂化事業
〜メキシコ市友好国⽂化フェアにおける⽇本⽂化
紹介〜

外務省 2018/4/14 2018/4/29 海外 メキシコ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・デザイン史の紹介
・コンサート(和楽器，和太⿎，⽇本舞踊)
・ワークショップ(折り紙，茶道)

在外公館⽂化事業
〜⽇本庭園リオープニング・イベントにおける和
菓⼦紹介及び野点レクチャーデモンストレーショ
ン〜

外務省 2018/4/14 2018/4/14 海外
ルーマニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション(和菓⼦，野点)

在外公館⽂化事業
〜⽇本映画紹介講演会〜

外務省 2018/4/16 2018/4/16 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本映画に関する講演会

在外公館⽂化事業
〜茶道デモンストレーション〜

外務省 2018/4/17 2018/4/17 海外
ホンジュ

ラス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・茶道デモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜リアウ⼤学⽇本⽂化祭〜

外務省 2018/4/19 2018/4/19 海外
インドネ

シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンテスト(⽇本語朗読，弁論，折り紙)
・浴⾐ファッションショー
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜シアトル桜祭・⽇本⽂化祭〜

外務省 2018/4/20 2018/4/22 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチスキットコンテスト
・公演，デモンストレーション（書道，武道，和太⿎）
・体験(播州そろばん作り，俳句，鎧兜試着)
・広報資料配布，映像上映

在外公館⽂化事業
〜映画上映会〜

外務省 2018/4/21 2018/4/21 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・アニメ映画上映



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜第９回「エクスペリエンス・ジャパン」におけ
る⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/4/23 2018/4/23 海外
アイルラ

ンド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演(尺⼋，和太⿎，ソーラン節)
・デモンストレーション(柔道，空⼿)
・広報資料配付，展⽰

在外公館⽂化事業
〜第１６回サンクトペテルブルク⽇本語弁論⼤会
〜

外務省 2018/4/22 2018/4/22 海外 ロシア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・弁論⼤会（上級，初級－中級）
・⽇本語祭り(パフォーマンス)

在外公館⽂化事業
〜ジャパンデーにおける⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/4/22 2018/4/22 海外
ポルトガ

ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演会，パフォーマンス(書道)
・ワークショップ(書道，⽇本語⼊⾨，⼯芸品制作)

在外公館⽂化事業
〜「桜の森まつり」における⽇本⽂化紹介事業〜

外務省 2018/4/25 2018/4/26 海外
オースト

リア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・伝統芸能（お琴，篠笛，剣舞）
・茶道レクチャー，デモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜アジア⽂化祭における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/4/25 2018/4/25 海外
マレーシ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「アジア⽂化祭」において
・和太⿎演奏会，ワークショップ
・⽂化紹介，体験(浴⾐着付け，伝統玩具）
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜泡盛レクチャー・デモンストレーション「琉球
泡盛の⼣べ」〜

外務省 2018/4/26 2018/4/26 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・泡盛に関するレクチャーデモンストレーション
・泡盛を使ったカクテルの紹介

在外公館⽂化事業
〜茶道レクチャー＆デモンストレーション：野点
〜

外務省 2018/4/26 2018/4/26 海外 中国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・茶道レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜アルバータ地区⾼校⽣⽇本語スピーチコンテス
ト〜

外務省 2018/4/28 2018/4/28 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト(ビデオ/スキット/スピーチ)

在外公館⽂化事業
〜⽇本語弁論⼤会（⼤学・⼀般の部）〜

外務省 2018/4/28 2018/4/28 海外
インドネ

シア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜国⽴太平洋戦争博物館⽇本庭園再開所式におけ
る⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/4/29 2018/4/30 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
国⽴太平洋戦争博物館内の⽇本庭園再開所式において
・和太⿎公演
・茶道レクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜ボストン⽇本祭における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/4/29 2018/4/29 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ボストン⽇本祭」において
・紹介（伝統⽂化，ポップカルチャー，⽇⽶関係史）
・ワークショップ(習字，盆踊り，そろばん，⾵呂敷，コスプレ)
・広報資料配布

在外公館⽂化事業
〜⽇・コロンビア修好１１０周年記念式典コン
サート〜

外務省 2018/4/5 2018/4/7 海外
コロンビ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・演奏（ピアノ，オカリナ，笛）



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜バンクーバー桜祭りにおける⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/4/5 2018/4/5 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「チェリー・ジャム・ダウンタウン」において
・演奏(歌唱，和太⿎，三味線)
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜第８回ニューイングランド⽇本語コンテスト〜

外務省 2018/4/7 2018/4/7 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・コンテスト(⽇本語スピーチ，エッセイ)

在外公館⽂化事業
〜第２９回アリゾナ州⽇本語弁論⼤会〜

外務省 2018/4/8 2018/4/8 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会
・⽂化紹介(⽇本舞踊，三味線，折り紙，書道)

在外公館⽂化事業
〜⽇本語スピーチコンテスト〜

外務省 2018/5/11 2018/5/11 海外 セネガル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜ナイロビ国際⽂化祭における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/5/12 2018/5/12 海外 ケニア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション(空⼿，折り紙，書道)
・展⽰(⽇本⽂化，ポップカルチャー)
・ＪＶＴ上映

在外公館⽂化事業
〜地⽅の魅⼒発信事業（沖縄⽂化紹介）〜

外務省 2018/5/12 2018/5/12 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・パフォーマンス(琉球舞踊，太⿎)
・映画上映

在外公館⽂化事業
〜⽇本語スピーチコンテスト〜

外務省 2018/5/12 2018/5/12 海外
マレーシ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜全ドイツ⽇本語スピーチコンテスト２０１８〜

外務省 2018/5/13 2018/5/13 海外 ドイツ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜華道レクチャー及びデモンストレーション〜

外務省 2018/5/14 2018/5/16 海外
スロベニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・華道に関するレクチャー
・⽣け花のデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜三味線レクチャーデモンストレーション地⽅公
演〜

外務省 2018/5/15 2018/5/15 海外 イタリア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・三味線に関するレクチャーデモンストレーション

在外公館⽂化事業
〜組紐ワークショップ〜

外務省 2018/5/15 2018/5/17 海外
オースト

リア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・組紐ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜オシュにおける⽇本デー〜

外務省 2018/5/17 2018/5/18 海外 キルギス

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本事情紹介プレゼンテーション，ＤＶＤ上映
・⽂化体験（⽇本語レクチャー，書道，浴⾐着付け，伝統遊び）
・武道デモンストレーション，ワークショップ
・和太⿎コンサート

在外公館⽂化事業
〜レイキャビク湖畔花⾒の会における尺⼋演奏会
〜

外務省 2018/5/18 2018/5/18 海外
アイスラ

ンド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・尺⼋演奏



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜アジア・フェスティバルにおける⽇本⽂化紹介
〜

外務省 2018/5/19 2018/5/19 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・ワークショップ(オリジナルうちわ作成)
・広報誌配布，展⽰

在外公館⽂化事業
〜ライデン・ジャパンマーケット２０１８におけ
る⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/5/20 2018/5/20 海外 オランダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・かぶと折り紙実演
・⼩型五⽉⼈形展⽰
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜組紐・草⽊染め講演会・ワークショップ〜

外務省 2018/5/21 2018/5/23 海外
マケドニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・講演会，ワークショップ(組紐，草⽊染め)

在外公館⽂化事業
〜アルバニア・クラウドパビリオン・フェスティ
バルにおける舞踏公演〜

外務省 2018/5/24 2018/5/24 海外
アルバニ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演，ワークショップ（現代舞踏，現代⾳楽，ポエム）

在外公館⽂化事業
〜第１１回Ｊ－ＰＯＰ⼤会〜

外務省 2018/5/25 2018/5/25 海外
ウルグア

イ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・カラオケ⼤会(⽇本のアニメソング，ＪＰＯＰ)

在外公館⽂化事業
〜組紐ワークショップ〜

外務省 2018/5/25 2018/5/25 海外
オースト

リア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・組紐ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜⽇本語スピーチコンテスト〜

外務省 2018/5/25 2018/5/25 海外 トンガ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜アニメ・コンベンション「アニメ･ノース」に
おける⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/5/26 2018/5/26 海外 カナダ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「アニメ･ノース」において
・⽇本のアニメツーリズムに関する講演
・広報資料配付

在外公館⽂化事業
〜イベロアニメ（リスボン）における⽇本⽂化紹
介〜

外務省 2018/5/26 2018/5/27 海外
ポルトガ

ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「イベロアニメ」において
・留学相談コーナー
・伝統玩具紹介(けん⽟，福笑い，お⼿⽟)
・ワークショップ(灯籠，折り紙，浴⾐・法被の試着)

在外公館⽂化事業
〜⽇本語スピーチコンテスト〜

外務省 2018/5/27 2018/5/27 海外
カンボジ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜第３１回俳句コンクール授賞式及び第３２回俳
句コンクール広報〜

外務省 2018/5/30 2018/5/30 海外 セネガル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・俳句コンクール

在外公館⽂化事業
〜⽇本庭園における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/5/4 2018/5/4 海外
アイルラ

ンド

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本庭園セミナー
・茶道デモンストレーション
・フォトパネル(明治維新１５０周年の歩み)
・広報資料配付，展⽰



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

在外公館⽂化事業
〜マウイ島における⽇本⽂化紹介〜

外務省 2018/5/4 2018/5/5 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「ハワイ⽇系⼈の歩み」写真展において
・⽂化紹介（剣⽟，輪投げ，折り紙）
・広報資料配付
「マウイまつり」において
・展⽰（剣⽟，輪投げ，折り紙，伝統⼯芸品）
・⽂化紹介(茶道，⽣け花，歌舞伎)

在外公館⽂化事業
〜端午の節句紹介事業〜

外務省 2018/5/5 2018/5/5 海外
クロアチ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・展⽰(五⽉⼈形，鯉のぼり)
・⽇本の昔話の紹介
・レクチャーデモンストレーション，ワークショップ(折り紙，茶道，剣道)

在外公館⽂化事業
〜⽣け花レクチャー及びデモンストレーション〜

外務省 2018/5/5 2018/5/5 海外
スロバキ

ア

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「FloraBratislava」において
・⽣け花に関するレクチャーデモンストレーション，ワークショップ

在外公館⽂化事業
〜第１４回⽇本語スピーチ・コンテスト〜

外務省 2018/5/5 2018/5/5 海外
マーシャ

ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

在外公館⽂化事業
〜第４４回国際図書展における⽇本DAY講演会〜

外務省 2018/5/6 2018/5/6 海外
アルゼン

チン

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
「第４４回ブエノスアイレス国際図書展」⽇本DAYにおいて
・講演

在外公館⽂化事業
〜フェアフィールド郡桜祭り〜

外務省 2018/5/6 2018/5/6 海外 ⽶国

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・公演(⽇本舞踊，和太⿎)
・ワークショップ，体験(⽣け花、折り紙)
・ハチ公物語の紹介

在外公館⽂化事業
〜ヘブライ⼤学ジャパンデー〜

外務省 2018/5/8 2018/5/8 海外
イスラエ

ル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・レクチャーデモンストレーション，ワークショップ(現代⽇本社会，武道，書
道，和⾷）
・「お祭り」ブース（浴⾐着付け，⽇本語名刺書き，アニメ上映）

在外公館⽂化事業
〜第７回全国⽇本語弁論⼤会〜

外務省 2018/6/2 2018/6/2 海外 パナマ

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語弁論⼤会

在外公館⽂化事業
〜⽇本語スピーチ・コンテスト〜

外務省 2018/6/9 2018/6/9 海外
マダガス

カル

本件は，海外で以下の事業を実施することで，⽇本⽂化の魅⼒発信及び外国⼈に
とっての⾔語の壁を取り除く取組となっている。
・⽇本語スピーチコンテスト

岐⾩県障がい者芸術⽂化⽀援センター開所記念事
業

岐⾩県 2018/7/6 2018/7/6 岐⾩県 岐⾩市

岐⾩県では、障がい者の社会参加の促進と共⽣社会実現に向けて、障がい者の⽂化
芸術活動を推進する施策を積極的に展開している。岐⾩県教育⽂化財団は、「⼦ど
も・若者・障がい者の⽂化芸術活動の拠点」である「ぎふ清流⽂化プラザ」に本拠
をおき、美術、舞台芸術、⽂学など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っていくことを⽬的とした事業を展開し
ている。本事業は、障がい者の⽂化芸術活動を⽀援することを⽬的に開設する「岐
⾩県障がい者芸術⽂化⽀援センター」の開所記念事業として開催するものである。

エイブル・アート展 可児市 2018/7/14 2018/7/22 岐⾩県 可児市

「エイブル・アート展」は障がいのある⼈たちが「⽣」の証として⽣み出した作品
を「可能性（able＝エイブル）の芸術」として紹介する展覧会です。全国から集め
られた作品と市内の⽀援学級児童⽣徒の作品を展⽰します。描かれた作品に広がっ
ているのは、過剰であったり、偏ったり、唯⼀無⼆の世界。魅⼒的な作品が障がい
の種別や有無をこえて鑑賞者を⼼の冒険へと誘います。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

くまもと⼤邦楽祭2018

くまもと⼤邦
楽祭実⾏委員

会
会⻑ 吉丸 

良治

2018/6/3 2018/6/3 熊本県
熊本市
中央区

世界に誇る「邦楽」を継承・発展させるために、全国の才能ある邦楽演奏家を発掘
し、育成の契機をつくるとともに、市⺠の邦楽に対する理解、関⼼を⾼め、新しい
時代の邦楽の進展に寄与することを⽬指すため開催。第1部第24回くまもと全国邦
楽コンクール本選は『箏曲の部』『尺⼋・笛⾳楽の部』『三味線⾳楽の部』『琵琶
楽の部』『三曲等合奏の部』の５つの部⾨からなり、⼀次審査を通過した21名によ
る演奏と本選審査、表彰を⾏う。また第２部には、邦楽の楽しさ、素晴らしさを理
解・体験してもらう参加型の「第4回くまもと⼦ども邦楽祭」を⾏う。コンクール
本選には、毎年海外からも出場され、邦楽を志している外国⼈の⽅はもちろん、⼦
ども邦楽祭では、すべての外国⼈の⽅に⾔葉の壁のない⾳楽を通して、邦楽に親し
んで頂ける内容となっている。

かがわジュニア・フィルハーモニック・オーケス
トラ 第17回定期演奏会

⾹川県 2018/8/26 2018/8/26 ⾹川県 ⾼松市

⾹川県が、本県の⾳楽⽂化の次代を担う⼈材の育成を⽬的に、2001年度に設⽴し
たかがわジュニア・フィル（KJO)は、「合奏コース」と楽器別のレッスンを⾏う
「基礎コース」を併設するオーケストラ。その第17回定期演奏会。
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い。

EUROPEAN JAZZ TRIO
 at 外御書院

佐賀県 2018/7/25 2018/7/28 佐賀県 佐賀市

佐賀とオランダの交流を深めるプロジェクト「SAGASEA2018-佐賀とオランダの
“再会”が22世紀の⽂化をつくる」の第⼀弾として、オランダからジャズミュージ
シャンを招き、ジャズライブを⾏う。佐賀の⽂化的・歴史的な魅⼒を感じられる佐
賀城本丸歴史館で開催することで、オランダ⽂化のみならず、佐賀をはじめとした
⽇本⽂化の魅⼒が国内外に発信され、オランダとの⽂化交流がより⼀層促進される
ことが期待される。
また、関連イベントとして、県庁で演奏する「JAZZ県庁-JAZZをオフィスで体感-
」、⾼校⽣を対象としたトークセッション「⽔辺の⾳楽寺⼦屋」を⾏う。オフィス
での演奏や、ジャズに馴染みのない⾼校⽣を対象としたイベントを実施すること
で、⽂化交流に興味を持つ⼈が増えることが期待される。
なお、幅広い年齢層の⽅や障害のある⽅にも楽しんでいただけるよう、客席が畳で
ある佐賀城本丸歴史館のライブでは、座布団のほかに椅⼦席を⽤意し、関連イベン
トにおいても⾞椅⼦の⽅等に配慮した座席配置とする。

なちゅら⾳楽祭2018 コバケンとその
仲間たちオーケストラin飯⼭

⻑野県 2018/8/3 2018/8/5 ⻑野県 飯⼭市

「コバケンとその仲間たちオーケストラ」は、2005年3⽉指揮者の⼩林研⼀郎⽒が
スペシャルオリンピックスの趣旨に賛同し、冬季世界⼤会・⻑野に於いてスペシャ
ルオリンピックスの公式⽂化⾏事の⼀つとしてコンサートを企画したことを機に設
⽴され、「⽀え合い、共に⽣きる」ことで⼤きなエネルギーが⽣まれることをオー
ケストラという集合体で具現化することを⽬指して活動しています。
「なちゅら⾳楽祭2018」においても、知的障がいのある⽅々も招いたボランティ
アコンサートを⾏うことで、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ます。なお、会場は⾞椅⼦の⽅にも対応
しています。

筆⽂字コンクール作品展
筆⽂字⽂化振

興会
2018/9/10 2018/9/16 東京都 中央区

⽇本酒ラベルを通じて、書道と酒⽂化のコラボで地域⽂化発信。酒ラベル筆⽂字の
公募、作品展、筆⽂字体験など。会場はバリアフリーで⾞いすの⽅も鑑賞いただけ
ます。

書道まつりin川越
筆⽂字⽂化振

興会
2018/11/14 2018/11/4 埼⽟県 川越市

地酒「鏡⼭酒造」の跡地の転⽤観光施設「⼩江⼾・蔵⾥」を会場に、県⽴川越⼥⼦
⾼校書道部などの書道パフォーマンスをつうじて、書道⽂化を楽しむイベント。会
場はバリアフリーで⾞いすの⽅も鑑賞いただけます。

夏休み⼦ども博物館
さいたま市⽴

博物館
2018/7/14 2018/8/26 埼⽟県

さいたま
市

「夏休み⼦ども博物館」は、⼩中学⽣を対象にさいたま市における歴史や⽂化につ
いて、⾝近な４つのテーマで展⽰します。⾒沼代⽤⽔や鉄道といった⽇常⽣活や学
校での学習内容を踏まえて、夏休みの⾃由研究にも役⽴つ内容になっています。ま
た、期間中は、各種の昔の道具に関する体験講座を実施します。
会場はバリアフリー対応となっており、⾞いすでの鑑賞も可能です。

第16回ジャパン・オカリナ・フェスティバル

ジャパン・オ
カリナ・フェ
スティバル運

営委員会

2018/5/26 2018/5/26 埼⽟県
さいたま

市

オカリナのフェスティバル。全国のオカリナの⾳に魅せられたオカリナ⼤好き⼈間
のつどい。年１回、プロ・指導者・愛好家が集い交流し演奏する。⽣涯学習として
の役⽬は年々増加し、夫婦、兄弟、親⼦で楽しんでいる⽅も多い。オカリナの振
興・発展に寄与する。会場はバリアフリー対応で⾞いす観覧席も確保します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第57回朝霞市⽂化祭 朝霞市 2018/11/3 2018/12/9 埼⽟県 朝霞市

市⺠に芸術・⽂化の発表と鑑賞の機会を提供することにより、市⺠⽂化の向上と振
興を図ることを⽬的とすると共に、本市の芸術⽂化活動をさらに発展させることを
⽬的に、次世代を担う⼦どもたちも参加しやすい事業を設ける。⽇本の⽂化の魅⼒
を発信する事業です。また会場はバリアフリーで⾞いすの⽅も鑑賞可能です。（埼
⽟県芸術⽂化祭2018事業）

歌舞伎・郷⼟芸能祭（第48回⼩⿅野町郷⼟芸能
祭）

⼩⿅野町 2018/11/17 2018/11/18 埼⽟県 ⼩⿅野町

埼⽟県を代表する⺠俗芸能の「⼩⿅野歌舞伎」や秩⽗囃⼦・神楽・獅⼦舞などの郷
⼟芸能が２⽇間にわたり上演されます。また、⼩⿅野の特産品や⼟産品を販売する
「歌舞伎横丁」も併せて開催しています。⽇本の伝統⽂化の魅⼒を発信する事業で
す。また会場はバリアフリーで⾞いすでも鑑賞できます。（埼⽟県芸術⽂化祭
2018事業）

こしがや能楽の会 越⾕市 2018/10/21 2018/10/21 埼⽟県 越⾕市

こしがや能楽堂を定期利⽤している能楽関係団体の⽇頃の成果を発表する場であ
り、相互の研鑽に役⽴てるとともに、市⺠に鑑賞の機会を提供する。会場はバリア
フリーで⾞いすの⽅も鑑賞できます。また⽇本の伝統⽂化の魅⼒を発信する事業で
す。（埼⽟県芸術⽂化祭2018事業）

フレサよしみミュージック&フラワーフェスタ 吉⾒町 2018年10⽉末
2018年11⽉中

旬
埼⽟県 吉⾒町

「⾳楽」をテーマとした地域住⺠等による演奏会と、「花」をテーマとした⼩学⽣
から地域住⺠による寄せ植え・⽣け花・写真・絵画・書道・墨絵の展⽰会です。⽇
本の伝統⽂化の魅⼒を発信する事業であり、会場はバリアフリーで⾞いすでも鑑賞
可能です。（埼⽟県芸術⽂化祭2018事業）

第21回レインボーコンサート
⾳楽サークル
レインボー

2018/4/22 2018/4/22 埼⽟県
さいたま

市

⾳楽サークルレインボーは、埼⽟県内在住者を中⼼に⾳楽を勉強していこうという
意志を持つ３０代から７０代の男⼥で構成される⾳楽サークルです。これまでにも
２０回コンサートを開催してきましたが、今回は埼⽟県内で最⾼の⾳楽ホールであ
る彩の国さいたま芸術劇場の⾳楽ホールを初めて使⽤してコンサートを開催し、質
の⾼い⾳楽を提供します。内容はピアノ演奏が中⼼ですが、声楽、フルート演奏も
あります。なお、会場はバリアフリー対応となっており、⾞いす対応席も⽤意があ
ります。

第５回コーロ・MAIコンサート ⺟の⽇によせて コーロ・MAI 2018/5/13 2018/5/13 埼⽟県 東松⼭市

コーロ・MAIは今年で42年⽬を迎えます。この年⽉を古澤、塩⾒両先⽣に⽀えられ
ながら、共に歩んで参りました。岸⽥衿⼦さんの鋭い感性を感じさせる詩、その詩
につけられた⽊下牧⼦さんの曲に惹かれ、私達は「花のかず」の曲集に取り組んで
参りました。歌うほどに味わい深いこの曲集を是⾮、皆様にお聴き頂きたくコン
サートを開く運びとなりました。当⽇は「⺟の⽇」でもあります。第⼆部では⾚⽻
了⼦さんを迎え、古澤泉先⽣と⺟に因んだ曲を含めて歌って頂きます。第三部で
は、変わらない⺟を慕う気持ち、⺟への感謝の気持ちを込めて、⺟を歌った曲の中
から選んで歌います。昭和51年から毎週⽔曜⽇に市内の施設で活動を続けて来られ
た事に感謝の気持ちを伝えたい。⾞イスの⽅も御観覧いただけます。

第28回埼⽟県都市公園写真コンクール
公益財団法⼈
埼⽟県公園緑

地協会
2018/7/1 2019/5/30 埼⽟県

さいたま
市

広く県⺠に対し、都市公園に対する理解と愛護の啓蒙を図るとともに、四季を通じ
て⾒どころの多い都市公園を紹介し、イメージアップを図ることを⽬的とする。作
品展はバリアフリーの公園施設にて３⽉下旬〜５⽉下旬まで開催を予定している。

第47回⽂化書道埼⽟県連合会展
⽂化書道埼⽟

県連合会
2018/7/20 2018/7/22 埼⽟県

さいたま
市

本県全域の書道を学ぶ学童及び、⼀般公募作品を対象とした書道展となります。ま
さに書は⽇本の⼼を⽀える⼤切な伝統⽂化です。書道作品を通じ、書道の振興を図
ることを⽬的とした展覧会です。⼒作の中から優秀作品の表彰もあります。表彰式
終了後、同会場において、特別賞受賞者による席上揮毫を⾏います。会場葉バリア
フリー対応で⾞いすでの観覧も可能となっております。多数の⽅々の参観をお待ち
しております。（埼⽟県芸術⽂化祭2018事業）

第32回墨芳展
書道研究墨芳

会
2018/8/22 2018/8/26 埼⽟県

さいたま
市

近代美術館に於いて、本会会員及び全国書道家による全国展です。第１、第３会場
にて展⽰。第１会場は審査対象者の作品。埼⽟県知事賞を始め、１５０名ほどの表
彰。会場はバリアフリー対応施設です。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

2018 ISE COLLECTION 企画展「お祭り備
忘録 〜はぐくまれてきた伊勢の⽂化〜」

伊勢市教育委
員会

2018/8/10 2018/8/19 三重県 伊勢市

御頭神事、かんこ踊りなど伊勢市内の指定無形⺠俗⽂化財を躍動感あふれる写真パ
ネルを中⼼に企画展⽰を⾏います。また、実際にお祭りで使われている道具、書物
等も合わせて展⽰し、道具に秘められたお祭りの意味、各⺠俗芸能の歴史を紹介し
ます。更に企画展⽰開催期間中には、特別公演としてかんこ踊り、河崎⾳頭等の⺠
俗芸能を披露します。⺠俗芸能は普段、お祭りが⾏われる地元でしか⾒ることがで
きませんので、お⾒逃しなく。なお、特別公演の際には、⾞椅⼦でも観覧すること
ができるスペースを設けます。

2018 ISE COLLECTION 世界に発信！ 伊
勢市短詩型⽂学祭

伊勢市教育委
員会

2018/11/30 2018/12/13 三重県 伊勢市

伊勢市の未来を担う市内の⼩中学⽣を対象に、⽇本の伝統的な⽂学である短歌・俳
句を⽤い、瑞々しい感性で世界に伊勢市の魅⼒をＰＲしてもらいたいとの思いを込
め、短歌と俳句の作品公募を⾏います。伊勢のお祭り、おいしい⾷べ物、観光ス
ポットなどを短歌・俳句作品に⼊れるお題としています。最優秀作品については、
海外からの観光客に伊勢の観光スポットなどを知ってもらえるように、英訳したポ
スターを作成し、市内の公共施設や宿泊施設などで掲⽰します。⼦ども達の作品を
通じて、⾷の⽂化や地域で受け継がれているお祭りや伝統的な⾏事など、伊勢の⽂
化の魅⼒を発信していきます。

冨塚晴夫写真展「富⼠きよらなる」

四季の杜おし
の公園 岡⽥
紅陽写真美術
館・⼩池邦夫
絵⼿紙美術館

2018/5/23 2018/7/12 ⼭梨県 忍野村

写真家冨塚晴夫⽒は、1986年から⼭中湖に住み、富⼠⼭とその⾃然と共に暮らし
ています。しかし、それ以前はアメリカで１７年間広告写真に携わり、ハリウッド
の著名⼈等を撮影していました。華やかな都会⽣活から⼀転、30年に渡る⾃然⼀体
⽣活の中で⾒てきた富⼠の姿とは。これまでに冨塚⽒が撮影した富⼠⼭作品の集⼤
成となる展覧会です。
また、当館はバリアフリーとなっているため⾞椅⼦をご利⽤のお客様にも安⼼して
ご⾒学頂けます。

桜座Labo Festa

有限会社タツ
ノプランニン
グ（甲府桜

座）

2018/8/25 2018/8/25 ⼭梨県 甲府市

甲府や⼭梨県の地域振興や連携はもとより、世界的に最先端を歩むアーティストの
紹介、伝統に基づいた⽇本ならではの⼼の表現など、テーマを掲げ、現状を再認識
しながら、将来に向けて歩むべき⾳楽の⽅向性を築き挙げていきます。
今堀達雄（ギタリスト・作曲家）が、アニメや演劇など判り易い作品を⾳楽ライブ
⽤に編集して演奏し、未来のスタンダードを模索します。
なお、障害のある⽅でも観覧可能な会場となっております。

⽣涯学習⽀援事業「職業体験講座」やまなしの匠 ⼭梨県 2018/7/30 2018/8/6 ⼭梨県 甲府市

⼭梨県では、卓越した技能を持ち、その道の第⼀⼈者かつ、他の模範と認められる
⽅に対して「やまなしの名⼯」の名が送られます。その分野は⾮常に多岐に渡って
おり、⼭梨の伝統産業に携わる⽅々も多く受賞されています。しかし、伝統技術を
習得するまでに時間がかかることや、⼈⼝流出によってその技術が失われていく可
能性があります。本講座は、⼩・中学⽣を対象に、職業観の育成や将来の職業を展
望するきっかけを提供するとともに、職⼈の⽅々から直接指導を受ける中で、県内
の優れた伝統産業に興味関⼼をもっていただき、その継承に繋げることを⽬的とし
ます。
本講座を開催する会場はバリアフリー化されており、障害をお持ちの⽅でも気軽に
お越しいただけます。

第37回県下川柳塩⼭⼤会
甲州市塩⼭⽂
化協会川柳部

2018/10/21 2018/10/21 ⼭梨県 甲州市

県下川柳愛好者が、作品の腕を競うと共に相互の親睦を図り、川柳⽂化の向上を⽬
指すことを⽬的とします。
事前の申し込みは必要なく、参加希望者は当⽇会場へ集合し受付となります。
宿題は「志」「⽅」「野」の３題を３句と謝選「⼭」を１句投句し、選者７⼈によ
り選と披講を⾏います。
なお、会場はバリアフリーとなっており、障害のある⽅もお気軽にご来場いただけ
ます。

平成30年⼭梨県俳句⼤会
⼭梨県⽂化協

会連合会
2018/6/1 2018/10/14 ⼭梨県 甲府市

広く⼀般県⺠を対象に俳句作品を募集し、俳句を通して交流する機会を作る。⾼校
⽣の参加を無料とし、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。
応募規定：五句⼀組（⾼校⽣以上の⼭梨県内在住者に限る）
参加料：⼀組2,000円
募集期間：平成30年6⽉1⽇〜7⽉20⽇
⼤会開催⽇：平成30年10⽉14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、バリアフリー化されておりますので、⾞椅⼦の⽅もお気軽にお越し
いただけます。

第40回⼭梨県短歌⼤会
⼭梨県⽂化協

会連合会
2018/8/1 2018/11/29 ⼭梨県 甲府市

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する。
応募規定：１⼈３⾸（未発表作品に限る）
参加料：2,000円（作品集代込み）
募集期間：平成30年8⽉1⽇〜9⽉10⽇
⼤会開催⽇：平成30年11⽉29⽇
選奨：⼤会会⻑賞、知事賞、県議会議⻑賞等
選評・講演：三枝浩樹⽒（歌誌「沃野」代表、現代歌⼈協会・⽇本歌⼈クラブ会
員、⼭梨県歌⼈協会会⻑）
※⼤会会場は、バリアフリー化されておりますので、⾞椅⼦の⽅もお気軽にお越し
いただけます。
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アキタミュージックフェスティバル2018
Akita Music 

Festival実⾏委
員会

2018/9/1 2018/9/2 秋⽥県 秋⽥市

ジャズ、ポップスから吹奏楽、ゴスペル、⺠謡まで様々なジャンルの⾳楽が楽しめ
る秋⽥県内最⼤級の⾳楽イベントです。秋⽥市内中⼼市街地９箇所を会場に、街を
回遊する、街歩きをしながら⾳楽を楽しめる地域密着型のイベントです。⼀般市⺠
から公募したのち⾳源審査を⾏い街に優しい⾳楽を⽬指しています。オールジャン
ルのイベントなので、全ての⾳楽愛好家が出演可能であり、アーティスト同⼠の交
流の機会とネットワークの構築をすすめています。また、障害者も出演可能として
おり、全ての市⺠・県⺠が⾳楽を楽しめる機会を提供しています。会場では、⾞い
すの⽅でも会場内をスムーズに移動できるよう、コンパネを敷くなど配慮します。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（プラハ・カルテット）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/6/4 2018/6/6 新潟県
①⼗⽇町

市
②柏崎市

プラハ⾳楽アカデミーで学んだ４⼈の凄腕たちによるチェロ四重奏のコンサート。
クラシックの定番から映画⾳楽、ポップスまでダイナミックでユーモア溢れる演奏
が楽しめる。
①2018/6/4：⼗⽇町市
②2018/6/6：柏崎市

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（⿎動交流公演）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/6/8 2018/11/11 新潟県
①津南町
②⾒附市
③⻑岡市

観客との交流を重視した和太⿎芸能集団「⿎動」の公演。太⿎体験コーナーやトー
クも⼈気の企画。
①2018/6/8：津南町
②2018/6/9：⾒附市
③2018/11/11：⻑岡市

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（⼈形劇団プーク「エルマーの冒険」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/7/29 2018/7/29 新潟県 新潟市 児童⽂学作品「エルマーのぼうけん」を⼤迫⼒の⼤型⼈形劇で上演。公演前⽇に⼈
形づくりワークショップも開催。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（劇団かかし座「WONDER SHADOW」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/7/29 2018/7/29 新潟県 柏崎市
劇団かかし座の影絵劇。第１部「影絵のしくみや操作の仕⽅・演じ⽅などの紹
介」、第２部「本編鑑賞」の構成で、影絵の持つ⾃由で豊かなイメージを感じ取っ
てもらう。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（りゅーとぴあ演劇スタジオ キッズ・コース
APRICOT2018夏季公演「ハイジ」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/8/10 2018/8/12 新潟県 新潟市 家族で感動できる舞台を⽬指して活動を続ける⼦ども劇団「APRICOT」による、名
作「ハイジ」の上演。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（⾒附市⽂化ホール25周年 市⺠ミュージカル
「夏の夜の夢」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/8/18 2018/8/19 新潟県 ⾒附市 ⾒附市⽂化ホールアルカディア25周年記念事業としてシェイクスピア喜劇「夏の夜
の夢」をオリジナル・ミュージカル作品にして上演。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（創作劇「新版「⼆⽇⽉」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/8/25 2018/8/26 新潟県 新潟市 昨年上演し好評を得た「⼆⽇⽉」を新たな演出で新版として再演し、市⺠の⼿で演
劇作品を創り上げる。



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30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（新国⽴劇場バレエ団 こどものためのバレエ劇
場「シンデレラ」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/9/23 2018/9/23 新潟県 新潟市 新国⽴劇場バレエ団による、三世代で楽しめる本格的クラシックバレエ公演。演⽬
は誰もが知っている「シンデレラ」の物語。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（劇団四季ファミリーミュージカル「王様の⽿は
ロバの⽿」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/9/30 2018/10/14 新潟県

①南⿂沼
市

②⽷⿂川
市

劇団四季が⼩学⽣向けに制作した、⼀家三世代で観ても楽しめるミュージカル公
演。わがままな性格からロバの⽿に変えられてしまった王様と、その秘密を知った
⼀⼈の床屋の物語。
①2018/9/30：南⿂沼市
②2018/10/14：⽷⿂川市

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（りゅーとぴあ開館20周年記念ミュージカル
「シャンポーの森で眠る」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/10/18 2018/10/21 新潟県 新潟市
開館記念ミュージカルを、20周年を機に再演。オーディションで合格した新潟キャ
スト、新潟スタッフ、東京で活躍するキャスト・スタッフたちと作品を創り上げ
る。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（「はじめての落語」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/10/20 2018/10/21 新潟県
①湯沢町
②柏崎市

「笑点」でおなじみの林家三平と、新潟県出⾝の瀧川鯉橋による、『落語』がさら
に⾯⽩くなる講座つき落語公演。
①2018/10/20：湯沢町
②2018/10/21：柏崎市

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（「アートの体験ひろば「ミュージカル」・「和
太⿎」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

①ミュージカル
2018/10.6
②和太⿎
2019.3頃

①2018.10.8
②2019.3頃

新潟県 ⿂沼市 プロの講師による初⼼者向けの体験講座。２〜３⽇間に渡る体験講座の後、保護者
や関係者に向けて成果発表を⾏う。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（「はじめてのオペラ「魔王」読み聞かせコン
サート」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/11/4 2018/11/4 新潟県 ⻑岡市 ⼆期会メンバーによる親⼦参加型のオペラコンサート。「魔王」読み聞かせコン
サートや童謡メドレーなど盛り沢⼭の内容。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（「北区⾳楽⽂化の祭典」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/11/11 2018/12/1 新潟県 新潟市

新潟市北区⽂化会館を会場に、３週にわたって「北区⾳楽⽂化の祭典」を開催す
る。
①11/11 ②11/18
③11/25 ④12/1

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（「池辺晋⼀郎 ⾳楽の不思議〜東京混声合唱団
〜」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/11/10 2018/11/10 新潟県 柏崎市 作曲家池辺晋⼀郎⽒の軽妙洒落なトークと、古典から現代作品まで国内外を含め多
様な分野を網羅する東京混声合唱団による公演。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（「声明「螺旋曼荼羅海会」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2018/12/15 2018/12/15 新潟県 上越市

⽇本の伝統⾳楽の源流とも⾔える声明の演奏会。1200年以上歌い継がれてきた声
明は今、宗派、国籍、世代を超えて、多くの⼈々の⽀持を受けている。螺旋曼荼羅
海会は、講式⾵の朗誦、特殊⾔語なマントラ⾵のテクストを気鋭の作曲家が重層な
⾳楽にと仕⽴て上げ、神秘的であり躍動感あふれる演奏会とする。
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平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（「くびき野の歌」の再演のためのワークショッ
プ」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2019/2/16 2019/3/17 新潟県 上越市
平成22年に初演された市⺠創作⾳楽劇『くびき野の歌』の再演を⽬指し、演劇と合
唱のワークショップを開く。講師には専⾨家を招聘し、質の⾼い舞台を創ることを
⽬指す。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（⾼校⽣脚本による⾼校⽣創造劇「⽩百合の
湖」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2019/3/2 2019/3/3 新潟県 新潟市 ⾼校⽣の脚本である「⽩百合の湖」を題材に、⾼校⽣と新しい演劇を創り上げ上演
する。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（はじめての⽂楽「ひとみ座⼄⼥⽂楽」」）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2019/3/10 2019/3/10 新潟県 ⿂沼市

現代⼈形劇センターの⼥性による⽂楽で、⿂沼市で初めての⽂楽公演となる。義太
夫⽣演奏。演⽬の⼀つ「三番臾」
は、地元⽂化団体「⼲溝歌舞伎」」のやまびこ三番臾とのコラボ出演を予定。⿂沼
市⽂化協会20周年プレイベントとして、⽂化活動紹介展を同時開催する。

平成30年度舞台芸術への県⺠参加推進プロジェ
クト
（りゅーとぴあ演劇スタジオキッズ・コース
APRICOT2019春季公演）

新潟県
（平成30年度舞台
芸術への県⺠参加
推進プロジェクト

実⾏委員会）

2019/3/16 2019/3/21 新潟県 新潟市 APRICOTの⼦ども達⾃らが演出した作品を創り、発表する。⼦どもならではのアイ
デアとユーモアで創作した作品を上演。

第73回新潟県美術展覧会 新潟県ほか 2018/5/25 2018/6/24 新潟県

①新潟市
②上越市
③佐渡市
④⻑岡市

毎年約4,000点の出品を誇る県内最⼤の公募の美術展覧会である。７部⾨（⽇本
画、洋画、版画、彫刻、⼯芸、書道、写真）で実施し、新潟展をはじめ県内３箇所
で巡回展も開催する。期間中は専⾨家による作品鑑賞会の開催など、県⺠が美術に
気軽に鑑賞できる機会を設ける。
①2018/5/25〜2018/6/3：新潟市
②2018/6/6〜2018/6/10：上越市
③2018/6/13〜2018/6/17：佐渡市
④2018/6/20〜2018/6/24：⻑岡市

劇団四季「ソング＆ダンス６５」
（公財）新潟
県⽂化振興財

団
2018/10/20 2018/10/20 新潟県 上越市 『オペラ座の怪⼈」「キャッツ」「ウエストサイド物語」など海外の有名なミュー

ジカル作品の「劇団四季」によるミュージカル公演。県内出⾝の団員も出演予定。

第２回世界⼤正琴交流⼤会琴リンピック2018イ
ン新潟

世界⼤正琴交
流⼤会琴リン
ピック2018イ
ン新潟実⾏委

員会

2018/7/19 2018/7/23 新潟県 新潟市

⼤正琴を世界に広めるべく、全国から集まった不⽤になった⼤正琴をボランティア
で再⽣し、世界の⼦ども達にプレゼントする「⼤正琴を世界に拡げよう運動」のシ
ンボルとして、実施する⼤会である。期間中は海外から⼦ども達を招待し、新潟や
⼤正琴の魅⼒をアピールするとともに、次世代に⼤正琴を継承するイベントであ
る。

第30回農⼤祭 新潟県 2018/10/20 2018/10/20 新潟県 新潟市

毎年秋に開催する農業⼤学校の主要な学校⾏事であり、⼤学校と学⽣⾃治会が⼀体
となって⾏う⾏事である。学⽣が取り組む課題内容等の農業⽣産に関する展⽰、学
⽣や同窓⽣が⽣産した農畜産物や加⼯品の販売を⾏う。また、地元市も連携し、地
元産農産物や加⼯品の販売も⾏う。さらに、ふれあい動物園等の地域の農業が感じ
られるイベントを開催する。

法政⼤学総⻑⽥中優⼦公開⽂化講演会「江⼾から
考える変⾰の時代」

法政⼤学、法
政⼤学後援

会・校友会新
潟県⽀部

2018/8/19 2018/8/19 新潟県 新潟市
江⼾時代から今⽇に⾄るまで、江⼾と新潟県は、どういう交流や関係にあったか、
県の⽂化的特⾊、歴史などを振り返りながら、それが現在とどのようにつながって
いるのかを考えてみます。
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親⼦⽂化体験教室 はじめてのお茶とお花

⽯川県（兼六
園周辺⽂化の
森活性化実⾏

委員会）

2018/9/9 2018/9/9 ⽯川県 ⾦沢市

お茶とお花の体験等を通じ、普段お茶やお花に接することのない⼩学⽣とその保護
者に、⽯川の地に根付く⽂化への理解を深めてもらう。
今年度は、より⼦供と⼤⼈が⼀緒になって楽しんでいただけるよう体験内容を⼯夫
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。

第⼗九回九州学⽣能楽連盟夏季⼤会
九州学⽣能楽

連盟
2018/6/9 2018/6/9 福岡県 福岡市

九州学⽣能楽連盟は，⽇本の伝統芸能の⼀つである能楽を学ぶ⼤学⽣の団体です。
夏季⼤会では，能の⾒どころだけを抜き出した仕舞，囃⼦や舞はなく謡だけを⾏う
素謡，ワークショップとして能装束をつけての舞など，⽇ごろのお稽古の成果を披
露いたします。初めて能に触れる⽅にも楽しんでいただけるよう分かりやすい解説
を⾏います。また，⽇本⽂化を外国の⽅にも知ってもらうために，外国⼈向けのパ
ンフレットも⽤意する予定です。グローバル化が進む今だからこそ，外国⼈の⽅に
はもちろん，⽇本⼈の⽅にも⽇本⽂化に触れていただきたいと思います。

博多座 コンドルズ公演 「FRY AGAIN」
株式会社 博

多座
2018/8/2 2018/8/3 福岡県 福岡市

この⽇、未来の福岡ヤフオク！ドームに集った⼈々たちの⼈⽣模様を通して、志を
抱くこと、
どんな逆境でも明⽇に⽴ち向かうことの⼤切さを描きます。
決戦の舞台は未来の福岡ヤフオク!ドーム!!
福岡ソフトバンクホークス宿願のメジャーリーグ進出第１戦！
相⼿はメジャーリーグ万年下位の球団。これはホークスの圧勝！と思いきや、3回
の表を終わりホークスが48点を追う展開に。記念すべき第１戦に、「奇跡の⼤逆
転」は起きるのか？
ロック⾳楽を多⽤したダンスシーンをふんだんに交え、ダイナミックかつユーモラ
スに、
問答無⽤のエンターテイメントとしてお届けします。

コンドルズの遊育計画 2018 in 博多座
株式会社 博

多座
2018/8/3 2018/8/3 福岡県 福岡市

”動き”の専⾨家コンドルズが，博多座を遊び場にして，夏休みのみんなと遊ぶ
よ！！体を使って楽しみ，遊びながら”動き”を学ぼう。
”動き”を⾝につけるのに最適なのはこども時代。”動き”の経験と習得は，将来のこ
どもの可能性を広げます。”動き”を楽しく⾃然に⾝につけられるのは「からだあそ
び」世代を超えたコミュニケーションにもつながります。あそび⼼いっぱいのコン
ドルズと，みんなでいっしょに”あそいく”の世界を体感しよう！！

⼩川原脩展「遥かなるイマージュⅠ」
⼩川原脩記念

美術館
2018/4/28 2018/8/26 北海道

虻⽥郡倶
知安町

1911年、倶知安に⽣まれた⼩川原脩は、東京美術学校（現在の東京藝術⼤学）を
経て、戦後は倶知安に戻り、以後60数年もの間、郷⾥で新たな造形の可能性を求め
続けました。「遥かなるイマージュ」は1988年に北海道⽴近代美術館において開
催された⼤規模な回顧展の副題＜対話・沈黙ー遥かなるイマージュ＞より抜粋した
⽂⾔で、⼩川原脩の創作姿勢を想起させるフレーズです。
⼩川原脩作品の全年代を網羅しながら、特に、昨年度修復を実施した「植物園」に
代表される1930年代後半のシュルレアリスム作品から1950年代にいたる作品を充
実させて紹介します。
当館はバリアフリー設計で、対応のトイレも設置しており、障害者の⽅が来館され
ても対応できるような体制を整えている。

武内コレクション・プラス展「ちいさな⽝の作品
たち」

⼩川原脩記念
美術館

2018/4/28 2018/7/8 北海道
虻⽥郡倶
知安町

「武内コレクション」は、当館開設に⼒を注いだ故・武内⼀男⽒から寄贈を受けた
当館のもうひとつのコレクションです。103点にも及ぶ作品は、北海道そして国内
外を代表する作家の油彩画、⽔彩画、版画、素描などバラエティーに富んでいま
す。この「武内コレクション」は、武内⽒というひとりの美術愛好家によって集め
られたものであり、そこには独⾃の魅⼒と個性豊かな内容をみることができます。
本展では、この「武内コレクション」の多彩さをご覧いただくとともに、⽝を描い
た⼩川原脩の作品を選びご紹介します。
当館はバリアフリー設計で、対応のトイレも設置しており、障害者の⽅が来館され
ても対応できるような体制を整えている。

全⾳連歌唱全国⼤会２０１９北海道地区予選会＆
第２４回発表会

全⾳連歌唱全
国⼤会２０１
９北海道地区
予選会＆第２
４回発表会実

⾏委員会

2018/7/6 2018/7/6 北海道
札幌市中

央区

年に１度開催される全⽇本⾳楽教室指導者連合会（全⾳連）本部⾏事、⽇本最⼤規
模の歌唱全国⼤会（東京にて）の北海道地区予選会＆発表会を札幌地区と北⾒地
区、毎年交代にて開催しております。「歌謡を芸術の域へ」をモットーに聴き⼿の
⼼に届く歌唱を⽬指して、⽇々レッスンしています。全⾳連⾨下⽣・孫⾨下⽣・⼀
般の参加者も含めて、毎年１００名近い参加者と２００名程のご来場者の⽅がいら
しゃいます。ｲﾍﾞﾝﾄを通じて皆様との交流、歌唱する⼈・聴く⼈がホールにて⼀帯
になる瞬間こそ、歌の⽂化の素晴らしさと思います。⽂化⾏事として、北海道はじ
め札幌市、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、北海道新聞社、朝⽇新聞北海道
⽀社・毎⽇新聞北海道⽀社・読売新聞北海道⽀社・各位様に後援をいただいており
ます。
会場は、バリアフリーに対応した施設を利⽤し、⾞いすの⽅が鑑賞できるスペース
を確保するなど、障害のある⽅も参加できる体制を整えております。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第52回⺠謡三橋流発表会 三橋美智⼀会
⺠謡三橋流 
三橋美智⼀会

2018/9/2 2018/9/2 愛知県
名古屋市

中区

⽇本各地で歌い継がれていた⺠謡を⺠謡三橋流、名取三橋美智⼀師が全国に普及さ
せることを⽬的に⺠謡発表会を開催します。⺠謡は、声量の多さ、声域の広さ、及
びこぶしのある歌声が、郷⼟の味わい、忘れがたい祭りの情景を甦えさせるため、
⼼ゆくまで納得することでしょう。そして、伝統楽器の名⼿たちが三味線・津軽三
味線・尺⼋で⼼に響く贅沢なステージを⾼鳴らせます。
公演会場は、⾞椅⼦スペースを設けている他、バリアフリー化されており、どなた
でも楽しく鑑賞いただけるよう配慮しています。

愛知県⽂化振興条例制定記念イベント「⽂化芸術
フェスタあいち」

愛知県 2018/6/30 2018/6/30 愛知県
名古屋市

東区

愛知県では、年齢、障害の有無等にかかわらず等しく、⽂化芸術の鑑賞等ができる
環境の整備や、観光、福祉等の各関連分野との有機的な連携を基本理念とした「愛
知県⽂化芸術振興条例」を平成30年3⽉に制定しました。この理念をより多くの県
⺠の皆様に知っていただくとともに、多様な⽂化芸術を体験していただくイベント
を開催します。
当⽇は、書道家武⽥双雲⽒による講演の他、筋ジストロフィーと闘う
DAISUKEMASK⽒によるリーディングラップ・ライブ、国指定重要無形⺠俗⽂化財
「尾張万歳」のステージ、また、写真家デン真⽒による「愛知の祭り写真展」も同
時開催します。
会場には、⾞いす席を設けるほか、⼿話通訳を⾏います。

第46回公募愛知⽂化書道展
⽂化書道愛知

県連合会
2018/10/4 2018/10/7 愛知県

名古屋市
中区

本部学会と連携を密にしその指導を受け会員相互の親睦を図ると共に書技の向上に
努め、且つまた社会⼈としての教養を⾼め、⽂化書道会発展のために寄与すること
を⽬的としている。
主な活動内容：⽉１回以上の書技研修、年１回⼀般及び学童部の書道展を開催。年
1回全国連盟錬成会⼜は研修を兼ねた総会に参加。
また、会場はエレベーターがあり、バリアフリー対応の展⽰会場のため障害者の⽅
を始めどんな⽅でも鑑賞ができ、「書」に親しむことが充分できると思います。

第５４回メサイア演奏会 ヘンデル協会 2018/12/16 2018/12/16 愛知県
名古屋市

東区

私たちは５０年以上の⻑きにわたり、⾦城学院卒業⽣が中⼼になり、愛知県、名古
屋市周辺の地区のコーラス愛好家が参集し、「合唱・オーケストラ・ソリスト」の
皆様の⼒を結集して「ヘンデル曲・オラトリオ・第５４回メサイア演奏会」を英語
で演奏いたします「ヘンデル協会」です。
演奏会場は、バリアフリー化及び外国語表記の案内がされており、⽬の不⾃由な⽅
などの参加、盲学校の⽅々の招待、⾞椅⼦での鑑賞場所の確保など、国内外のより
多くの⾊々な⽅の参加とより多くの⾊々な⽅に聞いて頂けるよう開催いたします。
また、パンフレットの曲⽬にはメサイア対訳を掲載します。

中京歴史⽂化遺産活性化事業
⽇本の伝統⽂
化をつなぐ実

⾏委員会
2018/6/16 2019/2/3 愛知県

名古屋市
中区

愛知県内の⽂化遺産を会場に、14代尾張藩主徳川慶勝の撮った貴重な写真を展⽰す
る「殿様の写真、尾張の遺産・特別公開」を開催。本年度は明治維新より150年の
節⽬の年であり、維新の成⽴と江⼾幕府の幕引きに⽋かすことのできない徳川慶勝
を中⼼に、彼らの残した⽂化財を歴史的な役割と地域的な役割を考察し、地域の⽂
化財の継承、活⽤および保護の意識を多くの⼈と認識できるよう、この地域に住む
⼈々や旅⾏者に発信する。写真展に加え、寺社の特別公開や講演なども同時開催。
パンフレットやチラシ等英語対応。

Ballet Around The World!!〜⺠族⾳楽で舞う魅
惑のバレエダンサー〜

公益財団法⼈
名古屋市⽂化
振興事業団

2018/9/28 2018/9/29 愛知県
名古屋市

中区

名古屋を中⼼に活動する振付家とダンサーが、バレエ団の枠を超えて集結する公
演。エキゾチックな雰囲気あふれるインドネシアのバリ島伝統⾳楽ガムランや情熱
的なアルゼンチン・タンゴをはじめ、6種の⺠族⾳楽を⽤いて新たな作品を創作す
る。バレエで通常⽤いられることのない⺠族⾳楽を⽤いるため、趣きの異なる様々
な⾳⾊での踊りを楽しむことができる。
バリアフリー完備の会場での実施に加え、チケット料⾦に障がい者割引を設定して
いるため、障がいをお持ちの⽅でも気軽に鑑賞できるコンサートである。

NAGOYA GROOVIN' SUMMER 2018
公益財団法⼈
名古屋市⽂化
振興事業団

2018/7/28 2018/7/29 愛知県
名古屋市

東区

２００８年に始まった「NAGOYAGROOVINʼSUMMER」。
ビッグバンドの活動が盛んな中部地区から、未来のジャズミュージシャンたちを応
援したい・・・
地元にあるすばらしい⽂化を多くの⽅に知っていただき、⼀緒に盛り上げていきた
い・・・
クオリティの⾼い演奏をお届けし、ジャズをもっと好きになって欲しい・・・
この思いで１０年間イベントを継続してまいりました。
会場のオアシス21とナディアパークには障がい者⽤のお⼿洗いが設置しており、客
席もフラットなので
バリアフリーでご鑑賞いただけます。
多くのお客様の応援を⼒に、11年⽬を迎える２０１８年も熱いステージをお贈りし
ます！



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

OPEN！FURNITURE
OPEN！

FURNITURE実
⾏委員会

2018/7/7 2018/10/31 東京都 港区

私たちは港区芝浦のランドマークである運河を活⽤し、地域に集う⼤⼈から⼦供ま
で様々な世代を中⼼として、⽔辺で使える家具を制作し、市⺠⾃らの⼿でまち全体
を活性化させるプログラム「OPEN！FURNITURE」を⽴ち上げます。港区の景観
や資源に注⽬しながらパブリックスペースのあり⽅を再考し、港区在住者や在勤
者、訪問者に対して新たな活⽤⽅法を提案します。
制作した家具は、芝浦商店会が携わる地域のお祭りの際に訪れた⼈が誰でも使⽤で
きるように提供する予定です。さらには外部団体や建築家、建築・デザインを学ぶ
学⽣、海外アーティストと協働し、まちあるきやアートイベントを通して市⺠が運
河を利⽤するためのきっかけを考案します。会場では外国⼈対応スタッフを配置し
たり、⾔語を介さない表現を通して多様な⼈が参加できるプログラムを提供しま
す。

ごてんば市⺠芸術祭
ごてんば市⺠
芸術祭実⾏委

員会
2018/9/22 2019/2/14 静岡県 御殿場市

ごてんば市⺠芸術祭は、ステージ部⾨９事業、展⽰部⾨１０事業、その他６事業の
計２５事業を開催。毎年多くの市⺠から参加があり、観覧⾃由のため多くの観客が
訪れている。
内容は、⽇本芸能や邦楽、着物の展⽰・着付、将棋や囲碁⼤会など⽇本⽂化の魅⼒
に触れる機会を多数発信。障害のある⽅からの応募もあり、展⽰を⾒に訪れた⼈に
理解を深めるきっかけ作りとなっている。会場は、⾞いすの配備及び誘導看板や多
⽬的トイレの設置、タブレット端末による筆談などバリアフリー対応。ホームペー
ジは多⾔語対応となっており、また御殿場市国際交流協会にチラシを置くなど、外
国⼈も参加していただける機会を提供。

富⼠⼭の麓で歌う第九演奏会
富⼠⼭の麓で
歌う第九演奏
会実⾏委員会

2018/12/16 2018/12/16 静岡県 御殿場市

ベートーヴェンの第九を、地元で活躍する交響楽団の演奏と共に参加者がドイツ語
で歌う。指揮者、ソリスト等を招き、本格的な合唱を⽬指し平成30年12⽉に開催
予定。第九の他にフィンランディア、御殿場市歌等の合唱もあり、地域⽂化に親し
みを持ってもらうとともに、外国語や外国⼈に対する理解を深めるきっかけともな
る。
会場スタッフは外国⼈のお客様でもタブレット端末翻訳機能で対応。ホームページ
は多⾔語対応となっており、また御殿場市国際交流協会にチラシを置くなど、外国
⼈に向けても情報を発信している。

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

2018/10/4 2018/10/23 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。

MATSURI JAPAN
株式会社⼋芳

園
2018/8/23 2018/8/24 東京都 港区

この夏、⼋芳園に⾼円寺阿波踊り・⽇向ひょっとこ踊り・⿃取傘踊り・朝霞なるこ
遊和会はじめ全国から⽇本の祭りが⼤集合。実際に⾒て・踊って・体験しながら⽇
本の祭りを楽しみます。飴細⼯や綿菓⼦、ヨーヨーなどの縁⽇や、東京の⾷材を
使った江⼾屋台料理や調理⼈の技を⽬の前で⾒ながら味わう縁⽇料理コーナーも⾷
べ放題で設置。更に⽇本のワイン・⽇本酒などのアルコール、ラムネはじめ祭り気
分を盛り上げる飲み物が飲み放題です。また当⽇はOMOTENASHIセレクションに
選ばれた⽇本の伝統技術を活かした商品の展⽰・販売やオリジナル法被やうちわの
販売もあり、多くの⽇本⽂化を1⽇で体験することができます。イベントの最後は
東京2020⾳頭で東京を盛り上げます。
告知パンフレット、SNSは全て英⽇で表記、当⽇もバイリンガルのMCが解説、各
国⾔語対応のスタッフが当⽇サポートします。

川井郁⼦ １００年の⾳楽コンサート

公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、

⼭形県

2018/10/19 2018/10/19 ⼭形県 ⼭形市

⽇本を代表するヴァイオリニスト・作曲家の川井郁⼦⽒によるコンサートを開催す
る。⽒は国内外の主要オーケストラとの共演だけでなく、世界的コンダクターや歌
⼿、ポップ系アーティストやバレエ・ダンサーなどとのジャンルを超えた共演、ま
た、作曲家としてもＴＶやＣＭ、映像⾳楽の作曲にも積極的に取組み、⽇本の⽂化
振興に⼤きく貢献している。今回のコンサートにおいては、世代を超えて楽しめる
クラシック⾳楽や⺠謡、映画⾳楽などを演奏し、国内外に良質な⾳楽に触れる機会
を提供するとともに、⽇本の⾳楽⽂化の素晴らしさを発信する。
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されており、障害者も参加
しやすい取組みである。

⾼尾⼩仏植樹祭・育樹祭

特定⾮営利活
動法⼈ 国際
ふるさとの森
づくり協会

2018/9/24 2018/9/30 東京都 ⼋王⼦市

⾼尾の豊な⾃然は⽇本の森林⽂化の源です。現在、年間300万⼈を超える登⼭者を
迎える⾼尾⼭。しかし、その環境は⼤きく変化しています。イベントは、⾼尾⾃然
公園内の登⼭⼝に⾯した裸地を市⺠参加型による植樹祭、及び、育樹祭（草抜き）
です。私達が育まれ⽣かされてきた⾃然を「ふるさとの森づくり」の⼿法により命
あふれる森を創り、⾃然に戻すものです。⼦ども、障害のある⽅も、いろいろな
⼈々が共に活動し、命を、⼼を、⽂化を守るために⽊を植えます。植樹した⼦ども
達が将来、必ず⾃分の⼦度たちに⾃慢し、この⽂化を継承するときが来ます。参加
された⽅たちの環境問題への取り組みが進むことを願って企画します。
イベントには福祉団体・障碍者施設の協⼒、英語対応のスタッフを配備します。
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ドリーム夜さ来い祭り in シンガポール

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

2018/6/30 2018/6/30 海外
シンガ
ポール

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
開アジア版。
【１】⽇本のよさいチームによるよさこい鳴⼦踊り
【２】観客⾶⼊り体験参加型演舞・総踊り等
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。演舞会場に多⾔語対応スタッフを配置。WEBサイト
も英語版で対応する世代・国籍・⾝体の障害を超えた「ユニバーサル型」の祭りが
特徴。

平成30年度 滋賀県次世代創造発信事業 古典
芸能キッズワークショップ

滋賀県⽴⽂化
産業交流会館

2018/5/15 2019/2/17 滋賀県
⽶原市、
⾼島市

次世代への継承と⼦どもたちの感性を磨くための古典芸能キッズワークショップ。
技術習得だけでなく⼦どもたちの仲間意識や礼儀作法などを⾝に着けるとともに情
操教育の⼀助となることを⽬指し開催します。ジャンルは、箏・⽇本舞踊、対象は
⼩学⽣です。
今年度は、ジュニアコース（昨年度参加者の中から講師が選抜し、より⾼度な技術
習得する）と、通常のキッズワークショップ（成果発表会を⽬指し10数回のワーク
ショップを開催。基礎から実技の初歩的なことを習得する）の2コースです。障害
者・外国⼈に関わらず、⽇本の伝統芸能に興味がある⽅々に体験して頂けます。箏
のワークショップ会場は、バリアフリーになっています。

第六回碁⽯海岸で囲碁まつり〜全国・台湾・韓国
盲学校囲碁⼤会の開催

碁⽯海岸で囲
碁まつり実⾏

員会
2018/5/9 2018/5/13 岩⼿県 ⼤船渡市

伝統⽂化・囲碁の別名は「⼿談」。道具にも対局の際も⾔語が要らない。世界共通
ルールで3800万⼈の囲碁ファンが世界にいる。囲碁は⽇本が世界に発信できる最
も重要なユニバーサル⽂化であり、視聴覚障害、⾼次脳機能障害、全⾝性障害、知
的障害の壁も超えて各国に拡がっている。
私たちは2019年５⽉に「第⼆回全国・台湾・韓国盲学校囲碁⼤会」、2020年５⽉
に「世界碁縁芸術祭（囲碁、⾳楽、アート）」を開催する。バリアフリー会場、⼿
話通訳に加えて、視覚障害者が晴眼者と対等に碁が打てるように特製碁盤アイゴを
装備する。プロ棋⼠の⼤盤解説会ではスタッフがマンツーマンでアイゴに⼤盤画⾯
を再現し、視覚障害者は晴眼者と同じ解説を楽しむことができる。スタッフには各
種の障害者や家族がたくさんおり、参加者と⼀緒に助け合って障害の壁を取り除
く。会場に⽇英中韓対応のスタッフを配置し、⾔葉の壁を取り除く。

秋⽥竿燈まつり
秋⽥市竿燈ま
つり実⾏委員

会
2018/8/3 2018/8/6 秋⽥県 秋⽥市

東北三⼤まつりの⼀つである竿燈まつりは、260年以上の歴史を持つ国重要無形⺠
俗⽂化財であり、毎年８⽉３⽇から６⽇までの４⽇間開催され、例年100万⼈以上
の⼈が訪れる。会場となる竿燈⼤通りを280本もの竿燈が埋めつくし、稲穂に⾒⽴
てた提灯が夜空に揺らめくさまはまるで天の川のような幻想的な光景が広がり、⾒
るものを魅了する。
竿燈まつり期間中は運営本部に通訳を常設し、外国⼈の⾔語対応を実施するととも
に、外国語版リーフレットを配付。また、障がいのある⽅も楽しめるよう、⾞いす
利⽤者の観覧にも対応している。

アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形プレイベン
ト・出張ＰＲコンサート

アフィニス夏
の⾳楽祭⼭形
実⾏委員会

2018/6/30 2018/6/30 ⼭形県 ⼭形市

プロフェッショナルとして活躍する演奏家のための世界的にもユニークなセミナー
⾳楽祭である「アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形」の開催に向けて、開催地・⼭
形の機運を盛り上げるためのプレイベントを実施する。その第⼆弾として、⼭形県
有数の観光地である⼭寺において、⼭形県唯⼀のプロオーケストラとして45年に亘
り同県の⾳楽⽂化を牽引してきた⼭形交響楽団の楽団員によるアンサンブルコン
サートを開催し、本県の⾳楽⽂化の素晴らしさを県⺠だけでなく、観光客にも積極
的にＰＲする。
会場となる⼭寺芭蕉記念館は障がい者⽤のスロープや駐⾞場等の設備が完備されて
おり、障がい者にとってのバリアを取り除く取組みであるとともに、多⾔語対応さ
れたＨＰにより情報発信を⾏うなど、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組み
でもある。

ＳＥＲＥＮＡＤＥ in  ＳＨＩＲＡＴＡＫＡ

ＳＥＲＥＮＡ
ＤＥ in  ＳＨ
ＩＲＡＴＡＫ

Ａ

2018/8/5 2018/8/5 ⼭形県 ⻄置賜郡

東北初のプロオーケストラとして設⽴以来、４５年以上に亘り⼭形県の⾳楽⽂化を
牽引してきた⼭形交響楽団のメンバーによる弦楽アンサンブルコンサートを開催。
市部に⽐べ「⽣の演奏」に触れる機会が限られている町部で開催することで地域住
⺠に質の⾼い⾳楽鑑賞の機会を提供するとともに、⽇本の⾳楽⽂化の素晴らしさを
国内外に発信する。
ポスターやチラシには⼀部英語を併記し、積極的に外国⼈の誘客を図る。また、会
場の「あゆーむ」は、⾝障者⽤トイレ、駐⾞場、スロープ、点字ブロック等が整備
されており、障害者も参加しやすい取組みである。

みなと横浜 ゆかた祭り２０１８ ／七⼣イベン
ト

みなと横浜 
ゆかた祭り実

⾏委員会
2018/7/7 2018/7/7 神奈川県 横浜市

「みなと横浜ゆかた祭り」は横浜に出かけたいと思う「魅⼒」・「分かりやす
さ」・『⼿軽さ」・「楽しさ」を実現するために、ゆかたを着て出かけたいと思え
るイベント・キャンペーンを実施する。2018年で４回⽬の開催となり、継続開催
することで、夏の定番イベントを⽬指す。応援⼤使である男性ヴォーカルグループ
「SOLIDIMO」のライブや、浴⾐着⽤のお客様を多く集客したイベントを開催す
る。
「⽇本達⼈（7/1配布開始号）」（JAL機内で配布している中国語（繁体字・簡体
字）、韓国語、でイベント情報を記載された冊⼦）においても、みなと横浜ゆかた
祭りの告知があり、⽇本酒イベントに冊⼦を持参した外国の⽅には割引で⽇本酒飲
み放題チケットを販売するインセンティブを設定しています。
また、各イベント開催の会場では、⾞椅⼦等のバリアフリー対応がなされている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
概要

⼈形劇団クラルテ第117回公演 創⽴70周年記念
公演「はてしない物語」

有限会社⼈形
劇団クラルテ

2018/9/2 2018/9/15 兵庫県 神⼾市

地域と繋がりながら全国で活動する⼈形劇団クラルテが創⽴70周年記念作品として
ドイツファンタジー⽂学の傑作を⼈形劇上演。
主な対象⼩学⽣〜⼤⼈
原作／ミヒャエル・エンデ（岩波書店刊）脚⾊／宮本敦演出／東⼝次登上演時間約
2時間（途中15分休憩）出演／⼈形劇団クラルテ18名他
孤独な少年バスチアンが出会った不思議な本。ファンタージエンを救うため本の中
の世界へ。ファンタージエンは⼈間の想像⼒によって創られた世界。⼈間の想像す
る⼒が弱まることでファンタージエンに危機が訪れます。そこで出会う不思議な⼈
物、奇妙な⽣き物、⼼躍る冒険。バスチアンが再び現実に⽴ち向かうための、かけ
がえのない体験。会場には⾞椅⼦席あり、ご予約可能。

第18回 いつきのみや観⽉会
公益財団法⼈ 
国史跡斎宮跡

保存協会
2018/9/23 2018/9/23 三重県 多気郡

ここ「斎宮」は天皇にかわり伊勢神宮の祭祀に奉仕する「斎王」が住んでいた所。
斎王制度は⾶⿃時代から約660年間続き、⼀番華やかだった平安時代にスポットを
当て、歴史体験ができる施設。観⽉会は中秋の名⽉に最も近い⽇曜⽇に開催。斎宮
跡歴史ロマン広場に3000本のろうそくを灯し、当館の中庭では⿓笛講座⽣が雅楽
演奏や舞を披露。観⽉の儀、披講には斎王が登場し、当館ならではの「観⽉の宴」
を催す。会場には、⾼齢者・障がい者等の⽅にご利⽤していただける「思いやり
席」を設け、会場内の⾞いすでの移動も可能。どなたでも楽しめるイベント。
また、御舘広場では斎宮跡を核にした地域交流の場として催しを⾏い、歴史ロマン
の町として啓発する。

⽩河戊⾠150周年記念事業・舞台公演 新作楽劇
「影向のボレロ」

⽩河市、⽩河
⽂化交流館コ
ミネス、⽩河

戊⾠150周年記
念事業実⾏委

員会

2019/3/24 2019/3/24 福島県 ⽩河市

戊⾠戦争150周年を記念し、その最⼤の激戦地である奥州⽩河の地で地域住⺠参加
型の新作楽劇を創作・上演します。
楽劇では、全ての⽇本⼈の⼼に宿る、他⼈を思いやる「仁」の⼼。我が国が新しい
時代へ向かおうとした覇権争いの中、両軍の犠牲者を⼿厚く弔った⽩河の⼈々の⼼
に宿る「仁」の姿を「⾳楽」・「群集劇」・「ダンス」・「合唱」で描く⼀⼤スペ
クタクル劇として表現します。
出演者にはプロの演奏家やダンサー等を迎えるとともに、地元からも出演者をオー
ディション等により募り、プロのアーティストと地域の⼒が融合した舞台を創りま
す。また、客席には⾞椅⼦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。

加賀百万⽯「盆正⽉」
加賀百万⽯盆
正⽉開催委員

会
2018/6/2 2018/6/3 ⽯川県 ⾦沢市

藩政期に前⽥家の嫡⼦誕⽣や官位昇進などの慶事を城下挙げて祝った「盆正⽉」を
再現し、⾦沢城公園内を藩政期の熱気で包む。ステージでは武将隊や太⿎、獅⼦
舞、⽕縄銃鉄砲隊の演舞が⾏われる。また、九⾕焼の下絵付け、和菓⼦づくり、ダ
ンボールの甲冑づくりといった体験が楽しめるブースも設置され、⽇本・⾦沢の歴
史や伝統⽂化に気軽に触れることができる。開催地である⾦沢城公園内にはオスト
メイト対応も含めて多⽬的トイレが５カ所設置され、障害のある⽅が来場しやすい
会場となっている。なお、本事業は東アジア⽂化都市2018⾦沢の交流事業とし
て、中国・ハルビン市、韓国・釜⼭広域市からの出演者によるステージイベントや
ブースの出展も⾏われる。

暮らしの中で楽しむいけ花
⾜⽴区佐野地
域学習セン

ター
2018/6/4 2019/3/4 東京都 ⾜⽴区

「暮らしの中で楽しむいけ花」は、⽇本の伝統⽂化である華道を現代の⽣活スタイ
ルに合うようにアレンジし、より⾝近に⽇本⽂化に触れることが出来る講座となっ
ています。花器に直接花を⼊れる「投げ⼊れ」のように活けていくため、⽔盤や剣
⼭、吸⽔フォームを使⽤せずにいけ花を愉しむことが出来ます。ハサミを⽤いなく
とも活けることが可能であり、様々な障がいをお持ちの⽅にもご参加いただけま
す。会場はバリアフリー対応になっており、点字の案内板、スロープやエレベー
ター、多⽬的トイレ、ユニバーサルサインが設置され、障がいをお持ちの⽅でも安
⼼してご来館いただけます。

学校と美術館・劇場・芸術家が連携した⼦ども向
け芸術体験活動の⽀援事業

滋賀次世代⽂
化芸術セン

ター
2018/5/1 2019/3/31 滋賀県

滋賀県内
市町

当センターは、学校（⼩・中・⾼校、特別⽀援学校、適応指導教室等）と、美術
館・劇場・芸術家との連携による「⽂化芸術連携授業」をコーディネートする中間
⽀援組織です。特⾊は、学校のカリキュラムに沿った体験活動を実施し、特に茶
道、陶芸、⽔墨画など⽇本の伝統⽂化を次世代へ伝えるプログラムを⾏っていま
す。また、不登校児童や⼼や⾝体に障害を持った⼦どもたちへの芸術体験活動⽀援
（素材検討をはじめ障害を持った児童・⽣徒も参加可能なプログラムの提供、ス
タッフによる個別対応等）も実施しています。さらに、海外選⼿団受け⼊れのホス
トタウン（守⼭市）との連携により、⽂化交流プログラムも実施し、2020年に向
けた関⼼を⾼め、相互理解を深める取組もしています。

平成３０年度福島県芸術祭

福島県芸術⽂
化団体連合

会、福島県、
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

2018/6/1 2018/12/31 福島県
⽩河市ほ
か県内各
市町村

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、毎年開催している。
今年度は、県南地区を重点地区として「未来をつなごう、歴史と伝統芸能〜⽂化の
祭典inしらかわ〜」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（２５⾏事）と、各⽂化団体が⾃主的に実施する
参加⾏事（８０⾏事）を県内各地で開催する。
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もの
である。
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（市区町村）
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⽂化芸術のちから集中プログラム（ミナコレ） 港区 2018/7/21 2018/8/31 東京都 港区

毎年、夏季をミナコレ（MINATOCOLLECTION）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。
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⽇英併記の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。また、港区⽂化芸術振興プランにおけ
る「誰もが共⽣できる地域社会」を⽬指し、ベビーベッド・ベビーチェア対応トイ
レの有無や、⾞いす貸出の可否、英語対応できるスタッフの有無など、各館で対応
していることを記載します。

⽇露交歓コンサート２０１８開催事業

⽇露交歓コン
サート２０１
８開催事業実

⾏委員会

2018/9/19 2018/9/20 ⻘森県 ⻘森市

（公社）国際⾳楽交流協会の協⼒により、パリ⾳楽院、ジュリアード⾳楽院と並ぶ
世界３⼤⾳楽院の１つであるチャイコフスキー記念国⽴モスクワ⾳楽院の教授等⼀
流の国際的⾳楽家を招聘し、広く県⺠に上質な⾳楽を鑑賞する機会と、⼦供達を対
象とした公開レッスンを実施することにより、技術向上・国際交流の機会を提供す
る。
コンサートにおいては、地元合唱団体との共演プログラムも予定しており、懐かし
く、⽿に馴染んだメロディを会場全体で共有しながら、⽇本歌曲の素晴しさを改め
て知る機会とする。
会場はバリアフリー対応であり、⾞椅⼦に座ったまま観賞できるスペース等を設置
するほか、⼊退場時、介添え等が必要な場合には、会場に連絡すれば、スタッフが
対応します。

新座市制施⾏記念 林家三平 落語会

株式会社ケイ
ミックスパブ
リックビジネ

ス

2018/11/1 2018/11/1 埼⽟県 新座市

 11⽉1⽇の新座市制施⾏を記念し、「林家三平落語会」を開催します。⽇本の伝統
 芸能である落語を取り上げ、メディアでお馴染みの⼈気落語家を起⽤することによ

  り、新座市⺠をはじめ多くの⽅々にお楽しみいただけるよう企画します。会場であ
 るホールは、客席内に⼊⼝から段差なく⼊れる⾞椅⼦スペースを⽤意しており、⾞

椅⼦の⽅でも安⼼して来場できるよる取り組んでおります。

⽇本・スウェーデン外交関係樹⽴１５０周年 イ
ンゲヤード・ローマン展

独⽴⾏政法⼈
国⽴美術館東
京国⽴近代美

術館

2018/9/14 2018/12/9 東京都 千代⽥区

本展は、⽇本とスウェーデンの外交関係樹⽴１５０周年を記念して開催する。ス
ウェーデンを代表するデザイナーであり、陶芸家のインゲヤード・ローマンを本格
的に紹介する⽇本初の展覧会。機能性を重視した⽇常づかいのガラス⾷器や陶磁器
は、⾊も形も極めてシンプルであるが、⼀貫して凜とした美しさと⼀⼈の使い⼿と
しての真摯な視点が感じられる作品を、作者⾃⾝が選んだ代表作を中⼼に展⽰。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。

⽩⽯加代⼦ 「百物語」シリーズ アンコール上
演 三遊亭圓朝『牡丹灯篭』

⾜⽴区シア
ター1010指定

管理者
2018/7/18 2018/7/21 東京都 ⾜⽴区

映画や歌舞伎、落語、新劇といった様々なジャンルでも⼈気の作品を前後編の通し
狂⾔⼀本⽴てでお贈りした、⽩⽯加代⼦「百物語」シリーズの総決算『牡丹灯篭』

 のアンコール上演。
【百物語について】明治から現代の⽇本の作家の⼩説を中⼼に、それを⽩⽯加代⼦
が朗読するという形で出発した。朗読という枠を超えた⽴体的な語りと動きで⼈気
を博す。
【会場設備について】会場内にはは⾞椅⼦のお客様がそのまま、ご観覧頂ける様に
⾞椅⼦ご観覧スペースを設置。また、会場スタッフによるご観覧スペースまでのご
誘導。劇場までの表記看板を多⾔語にて表記。

福岡市科学館クリエイティブスペースプロデュー
スコンテスト

㈱福岡サイエ
ンス＆クリエ

イティブ
2018/5/16 2018/6/25 福岡県 福岡市

福岡市科学館の中で最もクリエイティブに特化したスペースとして展開する「クリ
エイティブスペース」をプロデュースする企画（展⽰作品）を募集するコンテスト
を実施します。
⼤賞を受賞した企画で提案された展⽰作品は，クリエイティブスペースに１年間展
⽰され，福岡発のコンテンツとして、広く国内外にPRされます。
「クリエイティブスペース」は，福岡にゆかりのあるクリエイターの発表の機会を
提供し，福岡発のクリエイティブ関連産業の振興を実践するため，福岡市科学館基
本展⽰室の⼀⾓に設けられています。触れて，⾒て楽しむインタラクティブな展⽰
作品を募集し，⾔語が分からなくても楽しめる展⽰空間を⽬指します。

第48回福岡総合俳句⼤会
福岡俳句⽂学

協会
2018/4/1 2018/10/14 福岡県 福岡市

福岡俳句⽂学協会は、⽇本の良き伝統⽂学である俳句を継承・普及させ、その精神
を深め、⽂化向上に寄与することを⽬的としている。季節ごとの俳句誌の刊⾏、⼀
般の参加者も対象にした吟⾏の開催、毎⽉の幹事会を⾏っている。その中でも、年
に⼀度の福岡総合俳句⼤会では、俳句愛好者はもちろん、⼦どもも含めた⼀般の参
加者からの事前の投句作品の発表と、講演会とを企画している。
福岡総合俳句⼤会では、有季定型の俳句を後世に伝えていくため、⼀年に⼀度の合
同⼤会として、俳句愛好者が流派を問わず⼀堂に会し、作品の発表を⾏い交流する
ものである。⼦ども俳句も募集し、併せて講演会も⾏い、俳句への理解を深めるこ
とも⽬的としている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

博多粋⼈クラブ ベルサイユの薔薇 五代眞⼸
『宝塚の世界』

有限会社 ア
クティブハカ

タ
2018/5/26 2018/5/26 福岡県 福岡市

⼈⽣を楽しむ博多の街の⽂化サークルとして、カルチャーイベントを毎⽉１回実施
します。会員制での運営⽅式で、登録会員にはライブ情報の定期連絡、ライブ当⽇
の商品抽選会への参加券等の特典があり、会員親睦交流会等も実施予定です。
５⽉は「ベルサイユの薔薇五代眞⼸『宝塚の世界』」と題したイベントを⾏いま
す。⾊とりどりの薔薇が咲き誇る五⽉、そして美⼥達が咲き誇る宝塚歌劇団。宝塚
⾳楽学校では何を学ぶのか、歌劇団とはどんな世界なのか？現在もアーティストと
して活躍を続ける、元タカラジェンヌの五代眞⼸さんが、美しい歌声と共に熱く語
ります。⼩劇場に再現する『宝塚の世界』を是⾮お楽しみください。

博多粋⼈クラブ 夢語り千夜 語り部・靜 ⼼に響
く語りとギターの世界

有限会社 ア
クティブハカ

タ
2018/6/20 2018/6/20 福岡県 福岡市

⼈⽣を楽しむ博多の街の⽂化サークルとして、カルチャーイベントを毎⽉１回実施
します。会員制での運営⽅式で、登録会員にはライブ情報の定期連絡、ライブ当⽇
の商品抽選会への参加権等の特典があり、会員親睦交流会等も実施予定です。
６⽉は「夢語り千夜語り部・靜⼼に響く語りとギターの世界」と題したイベントを
⾏います。
「語り」とは、物語を暗記して、元の⽂を語り⼿⾃⾝の⾔葉として、また、会話⽂
は登場⼈物によって演じ分けをしながら、聞き⼿の⽅に直接「語る」表現スタイル
です。語り部が⾔葉を紡ぎ、ギターの⾳⾊と共に情景を描き、聞き⼿に⼼地良い感
動をお届けします。今回は、⼈気の詩・童話・短編⼩説等の⽂学作品から選んでみ
ました。合間のジャズギターのソロ演奏もお楽しみください。

博多粋⼈クラブ 博多に響く三線の歌声！沖縄サ
ウンド夏ライブ

有限会社 ア
クティブハカ

タ
2018/7/18 2018/7/18 福岡県 福岡市

⼈⽣を楽しむ博多の街の⽂化サークルとして、カルチャーイベントを毎⽉１回実施
します。会員制での運営⽅式で、登録会員にはライブ情報の定期連絡、ライブ当⽇
の商品抽選会への参加権等の特典があり、会員親睦交流会等も実施予定です。
7⽉は「博多に響く三線の歌声！沖縄サウンド夏ライブ」と題したイベントを⾏い
ます。
夏になると何故か聞きたくなる沖縄の⾳楽、どこか懐かしく素朴なリズムが元気を
くれるせいかもしれません。今回は福岡県各地で活動する⼥性⼀⼈男性⼆⼈の三線
バンド「三線ロビンズ」が、琉球⺠謡や沖縄テイストの⼈気のヒット曲の数々をお
届けします。沖縄サウンドで、夏を満喫してください！

筑前琵琶の世界〜漆の町家・箱嶋邸に響く⾳と語
り〜（５⽉）

唐津街道箱崎
宿お宝探索プ
ロジェクト

チーム

2018/5/26 2018/5/26 福岡県 福岡市

かって唐津街道の箱崎〜博多〜姪浜の各宿場は九州の中⼼として賑わっていまし
た。明治維新150年の今、町も⼈の⼼も⼤いに変わり、先⼈が伝えてきた伝統⽂化
が消えようとしています。私たちは唐津街道に埋もれた⺠話や歴史、そのほか様々
な物語を「唐津街道⽂化遺産伝承シリーズ」として、博多発祥の伝統楽器・筑前琵
琶の⾳⾊に乗せて毎⽉お届けします。
5⽉は「蜘蛛の⽷」「元寇」の演奏等を⾏います。
「ここに⾏けば、筑前琵琶が聴ける!」その場所が江⼾時代の⽣活空間を残し、漆の
町家でもある国登録有形⽂化財「箱嶋家住宅」です。146年を経た町家の格⼦窓か
ら柔らかくこぼれる光、⼟間をひんやりと渡る涼やかは⾵の道・・・そこに流れる
筑前琵琶の⾳と語りをお楽しみください。
外国のお客様向けに、英語の説明⽂も設置しております。

筑前琵琶の世界〜漆の町家・箱嶋邸に響く⾳と語
り〜（６⽉）

唐津街道箱崎
宿お宝探索プ
ロジェクト

チーム

2018/6/23 2018/6/23 福岡県 福岡市

かって唐津街道の箱崎〜博多〜姪浜の各宿場は九州の中⼼として賑わっていまし
た。明治維新150年の今、町も⼈の⼼も⼤いに変わり、先⼈が伝えてきた伝統⽂化
が消えようとしています。私たちは唐津街道に埋もれた⺠話や歴史、そのほか様々
な物語を「唐津街道⽂化遺産伝承シリーズ」として、博多発祥の伝統楽器・筑前琵
琶の⾳⾊に乗せて毎⽉お届けします。
6⽉は「平家物語」「⽶⼀丸」の演奏等を⾏います。
「ここに⾏けば、筑前琵琶が聴ける!」その場所が江⼾時代の⽣活空間を残し、漆の
町家でもある国登録有形⽂化財「箱嶋家住宅」です。146年を経た町家の格⼦窓か
ら柔らかくこぼれる光、⼟間をひんやりと渡る涼やかは⾵の道・・・そこに流れる
筑前琵琶の⾳と語りをお楽しみください。
外国のお客様向けに、英語の説明⽂も設置しております。

栃⽊県⽴博物館第121回企画展「レッドデータ
ブックとちぎ2018」

栃⽊県⽴博物
館

2018/7/14 2018/10/8 栃⽊県 宇都宮市

豊かな⾃然が残る栃⽊県においても、さまざまな環境変化によって多くの動植物や
⾃然景観が失われてきた。栃⽊県では、絶滅のおそれのある動植物や後⽣に残した
い地形地質を広く知っていただくため、平成17（2005）年に「レッドデータブッ
クとちぎ」を作成し、今年３⽉には、その後の状況の変化を反映した改定版「レッ
ドデータブックとちぎ2018」を刊⾏した。
本展ではその内容をもとに、本県の宝である、将来にわたって残したい動植物や地
形地質を紹介する。また、貴重な⾃然を保全するために県内で⾏われている取り組
みも紹介する。
なお、当館では施設のバリアフリー化や、常設展⽰（企画展と同時に観覧可能）の
多⾔語化を実施している。



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 ファンタスティック・オーケスト
ラ〜みんなで集えるコンサート〜

公益財団法⼈ 
東京交響楽団

2018/10/9 2018/10/9 神奈川県 川崎市

共⽣社会の実現を強化する取組として、川崎市フランチャイズオーケストラ・東響
交響楽団が開催する、障害者・⾼齢者・⼦育て中の保護者・⻘少年などの多様な
⼈々が共に鑑賞するコンサート。障害のあるなしに関わらず安⼼してコンサートが
楽しめるよう⾞椅⼦席の拡充、体感⾳響システム席（ろう者主対象）を導⼊する⼀
⽅、出演ゲストにパラリンピック選⼿の参加を依頼するなど、オリンピック・パラ
リンピックへの機運も⾼めていく。

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

2018/7/4 2019/3/31 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。

あさお芸術のまちコンサート

あさお芸術の
まちコンサー
ト推進委員

会、川崎市⿇
⽣区

2018/7/30 2019/3 神奈川県 川崎市

「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。
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です。また、すべて会場はバリアフリーに対応し
ており、⾞いすの⽅もお楽しみいただけます。

出会う！つながる！パラアート・ミーティング 川崎市 2018/6/28 2018/6/30 神奈川県 川崎市

障害者による⽂化芸術の普及促進などを通じて、障害の有無に関わらず誰もが⽂化
芸術活動に親しめる環境づくりに向けた取組として、パラアート・ミーティング
は、市内でパラアートのネットワークや活動しやすい環境づくりを進めることを視
野に、福祉施設や⽂化芸術団体、学校など地域で活動している⽅が、⽇頃の活動や
課題を共有したり、２０２０年以降に向けた展望などを⾞座で語り合う場です。
会場はバリアフリーとなっており、⾞いすの⽅も参加いただけます。ご希望に応じ
て、要約筆記や⼿話通訳に対応します。（要約筆記・⼿話通訳は6/12までにお申込
ください。）

梅沢富美男 特別公演
公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/11/24 2018/11/24 千葉県 千葉市

梅沢富美男は、⼤衆演劇の劇団「梅沢富美男劇団」の座⻑として舞台に⽴つほか、
歌⼿としても「夢芝居」の⼤ヒットによりその地位を不動のものとした。また「下
町の⽟三郎」と呼ばれるように、その⼥⽅の艶やかさ・美しさは⽼若男⼥、国籍を
超えて称賛されている。
会場の千葉県⽂化会館は、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、専⽤駐⾞スペースを完備しており、障害をお持ちのお客様
でも安⼼してご鑑賞いただける。お客様のご要望に応じ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する。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ている。

プレミアム・クラシック・シリーズvol.32
ファジル・サイ ピアノリサイタル

公益財団法⼈
千葉県⽂化振

興財団
2018/11/4 2018/11/4 千葉県 千葉市

1994年にニューヨークのヤング・コンサート・アーティスト国際オーディション
で優勝し、その後も世界⼀流のオーケストラと共演を重ね「ファジル中毒」とも呼
べる熱狂的なファンを獲得している、ファジル・サイのピアノリサイタルを実施す
る。
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る。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する。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いる。

第１６回⼤網⽩⾥市郷⼟芸能発表会
⼤網⽩⾥市郷
⼟芸能保存会

2018/6/24 2018/6/24 千葉県
⼤網⽩⾥

市

⼤網⽩⾥市には、市指定⽂化財の永⽥獅⼦旭連をはじめ、宮⾕坂・⼤網⾳頭・のほ
ほん節・朝の出がけ・ぼさま踊り・九⼗九⾥地曳⼤漁節など、地域ごとに多種多様
な踊りが継承されている。⼤網⽩⾥市郷⼟芸能発表会では、各保存会が⼀堂に会
し、発表をする。今年度はゲスト団体として、睦沢町の「妙楽寺ぜんぜんご保存
会」を招いて発表会を⾏う。
なお、会場となる施設には、スロープ及びエレベータが設置されており、⾒学者の
スペースにおいては、⾞イスの⽅が来場できるスペースを⽤意する。
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第５５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

2018/8/8 2018/8/8 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30年で55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をよ
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となっている。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、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
るような配慮がされている。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
ンコの演技も⾏われる。翌⽇にはボランティアによる清掃活動も⾏われるなど、花
⽕⼤会の実施に合わせた地域全体のイベントとして定着している。

One's oneこんさーと 〜ステージ貸し切り！ス
タインウェイピアノが弾ける&バンド演奏ができ
る〜

公益財団法⼈
市原市⽂化振

興財団
2018/8/5 2018/8/5 千葉県 市原市

⼤ホールでは、⾳楽反射板と照明をセットして、コンサートや発表会と同じステー
ジでクラシック⾳楽の練習ができる。⼩ホールでは、ライブハウス気分でバンドの
練習ができる。当公演は、⽇頃から⾳楽活動をしている市⺠にその活動のさらなる
発展につなげ、多様な⽂化を発信していく機会を提供することを⽬的としている。
会場となる市原市市⺠会館は、⾞椅⼦⽤座席、障害者⽤トイレ、障害者⽤駐⾞場を
設置しており、会場内はバリアフリーである他、⾞椅⼦の貸出も⾏っている。

館⼭のまつり
館⼭地区連合

区⻑会
2018/8/1 2018/8/2 千葉県 館⼭市

館⼭地区では13地区8社の合同祭礼が⾏われる。1⽇⽬は、⼭⾞・御船が各地区内
で引き回され、神輿が激しくもみさしを繰り返しながら、⼣⽅に館⼭神社に集結す
る。2⽇⽬は館⼭神社から館⼭⼣⽇桟橋のたもとまで⼭⾞・御⾈の引き回しが⾏わ
れる。桟橋にはお囃⼦と太⿎の⾳が響き渡り、夜には館⼭神社に再集結する。
会場となる館⼭神社の付近には障害者⽤のトイレも設置され、障害者に対する配慮
もなされている。

第２４回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

2018/6/14 2018/8/11 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
コを取り⼊れていて、平成７年からは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」を開催している。これを核として、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ている。会場である南総⽂化ホールには障害者向けのトイレや
スロープも設置され、⾞いすの利⽤者でも⽀障なく⾒物できる。

うらやす管弦楽フェスティバル2018 浦安市 2018/8/24 2018/8/26 千葉県 浦安市

うらやす管弦楽フェスティバルは、⻘少年による⽂化芸術活動の推進を図るため、
市内在住在学の⼦どもたちに管弦楽（弦楽器）への興味や関⼼を⾼めてもらう機会
の提供と、⼦どもたちを中⼼に活動している⽂化芸術活動団体の発表の場として実
施している。
障害のある⽅への配慮として、最終⽇のコンサート会場において、会場内のバリア
フリー化に努めるとともに、⾞いす席等を確保している。

新・秋⽥の⾏事in仙北２０１８
新・秋⽥の⾏
事実⾏委員会

2018/10/6 2018/10/7 秋⽥県 仙北市

全国最多の１７の国指定重要無形⺠俗⽂化財を有する秋⽥県において、2016年に
ユネスコ無形⽂化遺産登録された「⼭・鉾・屋台⾏事」である「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、本県を代表
する伝統芸能等を⼀堂に会し、秋⽥でしか味わうことのできない伝統芸能の祭典を
開催する。⾓館樺細⼯伝承館周辺に設置予定のステージ観覧席には、⾞いす席を設
け障害者にとってのバリアを取り除くほか、英語・中国語によるチラシ作成やホー
ムページでの情報発信を⾏い、国内外に秋⽥・⽇本の伝統芸能の魅⼒を発信し、誘
客を図る。なお、祭典にはタイ舞踊団体による公演も予定している。

創⽴５５周年記念秋⽥市⺠合唱祭
秋⽥市⺠合唱

連盟
2018/10/27 2018/10/28 秋⽥県 秋⽥市

秋⽥市⺠合唱祭は、従来は合唱祭加盟団体(33団体・568⼈)の⽇頃の練習成果の披
露を主体とし開催しているが、今年度は創⽴５５周年を迎えるにあたり、秋⽥県の
合唱⾳楽を更に活性化させる施策として、東京からプロの指導者、⻑⾕川冴⼦先⽣
(合唱指揮者・全⽇本合唱連盟副理事⻑)を講師に招聘し記念事業とし合唱公開レッ
スンを企画する。参加対象は秋⽥県全市町村の⼩中⾼⽣と⼤学、⼀般の合唱団を対
象に３部⾨に区分し、選曲は各部⾨共に邦楽と洋楽とし、初⽇は公開レッスン・２
⽇⽬は公開レッスン受講者の成果披露と加盟団体個別の合唱を披露する。公開レッ
スン参加費及び⼊場料共に無料とし、障害者専⽤の席も設置する。合唱⾳楽の素晴
らしさを通して秋⽥県⺠の芸術⽂化の向上に寄与する⽬的で開催する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

原画収蔵最前線展〜「守る」ことから創る「未
来」〜

横⼿市マンガ
活⽤事業実⾏

委員会
2018/9/15 2018/10/8 宮城県 仙台市

国内唯⼀のマンガ原画に特化した美術館、横⼿市増⽥まんが美術館が収蔵する「釣
りキチ三平」の⽮⼝⾼雄先⽣、「東京タラレバ娘」の東村アキコ先⽣、「⽉下の棋
⼠」の能條純⼀先⽣、「⼦連れ狼」の⼩島剛⼣先⽣、「銀⽛ー流れ星銀」の⾼橋よ
しひろ先⽣のマンガ原画を展⽰する企画展。
原画はマンガを製作する過程で⽣まれる唯⼀無⼆の「本物」であり、印刷物では伝
わらない漫画家の思いや筆遣い、背景を読み取ることができる貴重な⽂化的資料で
す。しかし、原画の保存は漫画家個⼈に任されており、劣化や破損、散逸の危機に
瀕しています。横⼿市増⽥まんが美術館では、そのような貴重な原画を守り、⽇本
のマンガ⽂化を発信するため、マンガ原画の収蔵と展⽰に特化した「世界⼀のマン
ガ原画の美術館」として２０１９年５⽉にリニューアルオープンします。この、ま
んが美術館の思いに賛同して、⽣涯描いた原画を収蔵してくださっている上述の５
漫画家の原画を展⽰し、外国⼈の⽅もマンガ⽂化を楽しめるよう、キャプションは
多⾔語に対応します。

Discover MANGA
横⼿市マンガ
活⽤事業実⾏

委員会
2018/3/23 2018/3/24 東京都 渋⾕区

マンガ原画収蔵世界⼀のまんが美術館のオープンを記念して、マンガの持つ魅⼒、
原画の価値を再発⾒する展⽰並びにイベント。
原画はマンガを製作する過程で⽣まれる唯⼀無⼆の「本物」であり、印刷物では伝
わらない漫画家の思いや筆遣い、背景を読み取ることができる貴重な⽂化的資料で
す。しかし、原画の保存は漫画家個⼈に任されており、劣化や破損、散逸の危機に
瀕しています。横⼿市増⽥まんが美術館では、そのような貴重な原画を守り、⽇本
のマンガ⽂化を発信するため、マンガ原画の収蔵と展⽰に特化した「マンガ原画収
蔵世界⼀の美術館」として２０１９年５⽉にリニューアルオープンします。この、
まんが美術館の取組をPRすべく、⾝近なマンガの魅⼒と⽂化としてのマンガを再発
⾒できるイベントと展⽰を開催します。外国⼈の⽅もマンガ⽂化を楽しめるよう、
キャプションは多⾔語に対応します。

エンジョイ・ザ・クラシック 〜古典派⾳楽の愉
しみ〜

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂
化財団、⽶原

市

2019/1/27 2019/1/27 滋賀県 ⽶原市

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、⽶原市
⺠交流プラザ（ルッチプラザ）と共に当該事業を実施する。
親しみやすいクラシックコンサートを開催し、より多くの市⺠が⾳楽に触れる場を
提供することで、クラシック・ファンを増やし、地域の⾳楽⽂化の活性化を図る。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。

関⻄フィルハーモニー管弦楽団 ニューイヤーコ
ンサート

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂
化財団、甲賀
市、甲賀市教

育委員会

2019/1/20 2019/1/20 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。
オーケストラによる地域の活性化を⽬的に、甲賀市ゆかりの歌である「甲賀の四
季」を、地元作曲家の⼿によりオーケストラ⽤に再編曲し、ニューイヤーコンサー
トで関⻄フィルハーモニー管弦楽団が演奏する。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。

わらび座ミュージカル KINJIRO!

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂
化財団、⼀般
社団法⼈愛荘
町⽂化協会

2018/11/23 2018/11/23 滋賀県 愛知郡

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、ハー
ティーセンター秦荘と共に当該事業を実施する。
⼆宮⾦次郎の魅⼒を笑いと⾳楽たっぷりに本格的なミュージカルで上演。村を救い
⼈々を救うスーパースター⾦次郎を分かりやすくお届けし、幅広い⽅に楽しんでい
ただく。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。

しがぎんホール ピアノ・フェスティバル2018

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

2018/11/10 2018/11/10 滋賀県 ⼤津市

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、しがぎ
ん経済⽂化センターと共に当該事業を実施する。
滋賀県⽂化奨励賞・次世代⽂化賞受賞者を中⼼に滋賀を代表するピアノ演奏家が勢
揃いし、ピアノ三昧のフェスティバルを開催する。このフェスティバルを通して実
⼒あるピアニストを発掘し、幅広く発信する。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。

B.B.B.B feat. 綾⼾智恵コンサート

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂
化財団、彦根
市教育委員会

2018/12/15 2018/12/15 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。
⽇本唯⼀のニューオリンズスタイルブラスバンドとして活動するブラックボトムブ
ラスバンドと綾⼾智恵によるコンサートを開催し、ブラスバンドファンの他、幅広
い層を対象に⽂化芸術に触れる機会を提供する。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。
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B.B.B.B feat. 綾⼾智恵コンサート

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂
化財団、甲賀
市、甲賀市教

育委員会

2018/10/13 2018/10/13 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。
⽇本唯⼀のニューオリンズスタイルブラスバンドとして活動するブラックボトムブ
ラスバンドと綾⼾智恵によるコンサートを開催し、ブラスバンドファンの他、幅広
い層を対象に⽂化芸術に触れる機会を提供する。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。

ノージーのひらめき⼯房SHOW in くさつ

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂
化財団、公益
財団法⼈草津
市コミュニ
ティ事業団

2018/9/2 2018/9/2 滋賀県 草津市

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、草津ク
レアホールと共に当該事業を実施する。
テレビ番組でお馴染みの舞台公演版を実施し、従来の「市⺠参加型事業」に「鑑賞
型事業」を加え、市⺠⼀⼈ひとりの関⼼にあった⽂化芸術の場を提供するととも
に、これまでホールに関⼼のなかった市⺠層に⾜を運ぶきっかけを提供する。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。

森⼭良⼦コンサート 〜⼤切な命・・・そしてあ
なたへ〜

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂
化財団、公益
財団法⼈伊吹
⼭麓まいばら
スポーツ⽂化
振興事業団

2018/8/5 2018/8/5 滋賀県 ⽶原市

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、伊吹薬
草の⾥⽂化センターと共に当該事業を実施する。
透明感のある歌声と歌唱⼒で、名実ともに⽇本のトップシンガーである森⼭良⼦の
コンサートを開催。「涙そうそう」「さとうきび畑」などのヒット曲から感じ取れ
る"いのちの⼤切さ"や、"家族への思い"などを来場者同⼠で共有する。
会場内には、多⽬的トイレや授乳室、⾞いす⽤駐⾞スペース、英語表記による案内
がある。

障害者アート公募展開催事業  ぴかっtoアート
展

滋賀県、ぴ
かっtoアート展

実⾏委員会
2018/9/22 2018/9/26 滋賀県 ⻑浜市

滋賀県には、多くの先⼈の努⼒により、福祉施設等における造形活動の中から多く
の作品が⽣み出されてきた歴史があります。当事業は、障害のある⼈の社会参加や
造形活動の裾野を広げるため、在宅の知的障害者や精神障害者など、作品出展の機
会の少なかった⽅々も含めて広く障害のある⼈の造形作品を公募して開催する展覧
会です。様々な作品の⾊使いの美しさや発想⼒の豊かさは、障害の有無や⾔葉の壁
を越え、⼈の⼼に届きます。出品を通して障害者本⼈の⽣きがいにつながるととも
に、展覧会への来場者や地域社会に障害者理解を促進する機会となっています。県
内２会場で開催予定（北部：9/22〜9/26、南部：11/30〜12/9）

障害者アート公募展開催事業  ぴかっtoアート
展

滋賀県、ぴ
かっtoアート展

実⾏委員会
2018/11/30 2018/12/9 滋賀県 草津市

滋賀県には、多くの先⼈の努⼒により、福祉施設等における造形活動の中から多く
の作品が⽣み出されてきた歴史があります。当事業は、障害のある⼈の社会参加や
造形活動の裾野を広げるため、在宅の知的障害者や精神障害者など、作品出展の機
会の少なかった⽅々も含めて広く障害のある⼈の造形作品を公募して開催する展覧
会です。様々な作品の⾊使いの美しさや発想⼒の豊かさは、障害の有無や⾔葉の壁
を越え、⼈の⼼に届きます。出品を通して障害者本⼈の⽣きがいにつながるととも
に、展覧会への来場者や地域社会に障害者理解を促進する機会となっています。県
内２会場で開催予定（北部：9/22〜9/26、南部：11/30〜12/9）

第68回滋賀県⽂学祭
滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/7/1 2018/11/23 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・詩・作詞・短歌・俳句・川柳・冠句
の８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、⼿話通訳を⼿配、希望があれば要約筆記を⼿配している。

滋賀県⽴⽂化産業交流会館 開館30周年記念事
業 芝居⼩屋「⻑栄座」公演 ゆかたで楽しむ伝
統芸能〜古典芸能とアートの祭典〜

滋賀県⽴⽂化
産業交流会館

2018/7/22 滋賀県 ⽶原市

特設舞台の芝居⼩屋「⻑栄座」では湖国の舞踏家とキッズが舞踊・筝演奏を披露し
ます。また、関連企画として⼦どものための⽇本舞踊お化粧・着付け体験教室の開
催やロビーにはびわこ⽂化センターの20種類のカルチャー教室が⼀⽇体験教室を開
設。スイーツ、駄菓⼦のほか、ロビーに出店する飲⾷コーナーもあります。ご家族
で⼀緒に楽しめる⼊場無料の企画です。
出演：⾦乃梨⼦、⻄川みゆき、藤間勘翠⾹、花柳禄春奈、若柳吉⼀保、⾳⽻流邦舞
連盟研究会、キッズワークショップジュニアコース（筝・舞踊）ほか
演⽬：あやめ浴⾐、越後獅⼦、⼩川のほとりにて、鈴の舞、東明流「此君」、創作
舞踊「近江天秤」、「湖」ほか
障害者の⽅々にも安⼼して鑑賞していただけるようにスロープの設営や⾞イス席も
確保しています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

夏季企画展 「斎宮のまわりにも魅⼒がいっぱい
―斎宮で⾃由研究②―」

斎宮歴史博物
館

2018/7/14 2018/9/2 三重県
多気郡明

和町

７世紀から１４世紀にかけて伊勢神宮に仕えた皇⼥、斎王の宮殿、斎宮の遺跡であ
る斎宮跡の周辺は、⽇本遺産『祈る皇⼥斎王のみやこ斎宮』を構成する⽂化財をは
じめ、豊かな歴史と⽂化・伝承に恵まれた地域でもあります。この展覧会は、斎宮
の背景となった地域の⽂化を、縄⽂時代から現代まで幅広く取り上げ、地域と斎宮
の関係を⾒直し、斎宮周辺の⼈々には⾝の回りの⽂化遺産への、外部からの来館者
にはこの地域への興味を喚起することを⽬指したものです。会場はフラットな床⾯
で、⼦供や障がい者にも積極的に⾒学していただける特別展⽰室で⾏います。な
お、斎宮跡の所在する明和町の町政施⾏６０周年記念事業の⼀環です。

北条⽒邦の鉢形領を⽀えた⼈びとに関する講演会
並びに調査研究発表会

秩⽗歴史⽂化
研究会

2019/3/10 2019/3/10 埼⽟県 秩⽗市

北武蔵を中⼼とする鉢形領内には、中世後期以降の⽂書や⼤⼩の城郭跡、墓⽯や供
養塔等の⽯造物が数多く遺されている。この地域に記録される鉢型領主北条⽒邦の
家⾂は１６０⼈余にのぼる。ただ、これら鉢形家⾂について総合的に調査研究され
たものが少ない。そこでこれまでの研究成果を改めて⾒直し、この時代の史料が多
く遺されているうちにそれらを調査し、歴史的⽴場から当時実在した鉢形家⾂につ
いてまとめ記録として後世に伝える資料作りを⾏う。また、平成３１年３⽉にはこ
の研究に関わる研究発表会、講演会を実施し３年間の研究の成果を報告する。同時
に、この研究のテーマに関わる識者を招聘して講演会を⾏い鉢形家⾂団についての
研究を深めると共に郷⼟住⺠に対して啓蒙普及活動を⾏う。会場はバリアフリー対
応で⾞いす席も確保している。

第３１回三芳町合唱祭 アマリリス 2018/5/19 2018/5/19 埼⽟県 三芳町

三芳町及び近隣地域の合唱団１０団体が合同で企画運営する。年間、⽉１回の実⾏
委員会を開催して協議し準備している。当⽇の内容は３部構成で、各団体の演奏
と、⼀般公募者との合同の演奏を⾏う。⼀般公募者との合同演奏は、５回に渡る合
同練習を積んでの演奏。合同練習の指導・指揮：⼩林浩⽒、ピアノ伴奏：⽩⽯真紀
⽒
会場はバリアフリーで⾞いすでの観覧も可能。

２⾳⼤クラシック・コンサート 川越市 2018/9/15 2018/9/15 埼⽟県 川越市

川越市内にキャンパスを持つ⾳楽系⼤学２校によるクラシックコンサートを開催。
⼊場料を安価に設定し（⼩・中・⾼⽣は無料）、気軽に良質な⾳楽に触れあう機会
を創出します。
今年度は、⼀つのコンサートで吹奏楽の歴史を紐解くというコンセプトのもとで、
尚美ウィンド・フィルハーモ⼆―と東邦⾳楽⼤学管弦楽団による演奏をお送りしま
す。
川越市内で⾳楽を学ぶ学⽣たちの若い⼒溢れる演奏をお楽しみください。
⾞いす席の⽤意があり、また、毎年、地元の盲学校の⽣徒さん⽅も御招待し、いら
していただいています。

⼦ども伝統芸能まつり
公益財団法⼈
さいたま市⽂
化振興事業団

2018/8/7 2018/8/7 埼⽟県
さいたま

市

8/7⼦ども伝統芸能まつり第1⽇⽬第4回⼦ども伝統⽂化祭
さいたま市内で伝統芸能を学ぶ⼦どもたちによる発表会を開催します。⽇本舞踊、
和太⿎、筝曲など14団体が⽇ごろの成果を発表します。
8/8⼦ども伝統芸能まつり第2⽇⽬学ぼう！伝えよう！⽇本の伝統芸能「さいたま
能・狂⾔」
シテ⽅喜多流能楽師の⼤島輝久を迎えて、狂⾔のワークショップ、能⾯、能装束の
体験と狂⾔「仏師」、能「葵上」の鑑賞を⾏います。会場はバリアフリー対応で、
⾞いす観覧席も確保します。

伝統芸能「太神楽曲芸にあなたもトライ！
指定管理者

NeCST
2018/7/26 2018/7/26 埼⽟県 川越市

『太神楽曲芸』は芸能の原点と云われる『太神楽』が時代に合わせて変化・発展し
ました。江⼾時代に広まり、現在に受け継がれている⽇本の伝統芸能です。『伝統
芸能「太神楽曲芸にあなたもトライ！」』では、⾵船や輪を使った『投げ物』、座
布団や⽫を使った『⽴て物』のプロの演技を間近で⾒て、感動が熱いままに直接⼿
ほどきを受けて体験することが出来るイベントです。講師は⽂化庁の海外公演等で
も多数活躍されている鏡味味千代さん。英語、フランス語での説明や質疑応答がで
きます。会場はバリアフリー対応で、⾞椅⼦観覧席も座席数の制限なく確保できま
す。

彩の国舞踊の祭典
彩の国舞踊協

会
2018/9/30 2018/9/30 埼⽟県 飯能市

年に⼀度、埼⽟県内の舞踊家が集まり、多勢の流派と⼀緒に⼦供舞踊も⼊れ舞踊の
祭典を⾏う。時には⺠踊も取り⼊れ、にぎやかに⾏う。⼊場料無料。会場は⾞いす
での観覧も可能です。

九星書道会第１０回「彩書展」 九星書道会 2018/5/25 2018/5/27 埼⽟県 川越市

県内にて書道を通しての⽂化活動を⾏っています。4,000年前の絵画的な古代⽂字
や隷書、美しいインドの⽂字である梵字など、いろいろな書を楽しむことができま
す。また、⽂字の発展の変化を感じることもできます。会場はバリアフリー対応で
⾞いすでの鑑賞は可能です。会場には中国語対応が可能なスタッフも常駐していま
す。

第１４回彩の国秩⽗俳句⼤会 紫の会 2018/5/26 2018/5/26 埼⽟県 秩⽗市 事前応募作品・当⽇俳句会の顕彰・講演（Aエレベーターはないが鑑賞可能。介助
スタッフ有）



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

第４２回⼀⼼書道会 ⼀⼼書道会 2018/6/23 2018/6/24 埼⽟県
さいたま

市

県内の⼦どもの作品を１年の集⼤成として発表します。他にも成年の作品など約３
００点を展⽰予定です。教育部のみ優秀作品を表彰します。会場はバリアフリー対
応で⾞いすでの鑑賞は可能です。

春のバラ展 埼⽟バラ会 2018/5/12 2018/5/13 埼⽟県
さいたま

市
埼⽟バラ会は埼⽟県におけるバラの普及栽培技術の向上を図っている。2018年5⽉
12⽇〜13⽇まで⼤崎園芸植物園でバラ展を開催。会場は⾞いすでも鑑賞可能

埼⽟県現代俳句協会創⽴40周年記念 第40回埼
⽟俳句⼤会

埼⽟県現代俳
句協会

2018/6/24 2018/6/24 埼⽟県
さいたま

市

事前投句と当⽇出句の俳句をそれぞれ選者が選び、優秀作品を顕賞する。当⽇、著
名俳句作家による講演を⾏う。会場には外国語（英語）対応が可能なスタッフも常
駐している。

第28回彩の国ベガ俳句⼤会 紫の会 2018/7/29 2018/7/29 埼⽟県 川⼝市
事前応募と当⽇俳句の表彰等を⾏います。関東圏の俳句愛好者を中⼼に地⽅で投句
を専⾨にやっている⽅も参加します。当⽇は講演（演題は未定）も⾏います。会場
には外国語（英語）対応が可能なスタッフも常駐しています。

彩の国プラチナフェスティバル いきいき創作展
公益財団法⼈
いきいき埼⽟

2018/9/28 2018/10/1 埼⽟県
さいたま

市

県内在住60歳以上の⽅の作品を⽇本画、洋画、書、写真。⼯芸、⽂芸作品に分けて
展⽰することで創作活動の成果を発表する機会を提供します。各種表彰があり、⼊
賞作品はねんりんピックへの出品候補作品となります。会場はバリアフリー対応で
⾞いすでの鑑賞は可能です。

第26回埼⽟読売写真クラブ総合写真展
埼⽟読売写真

クラブ
2018/11/22 2018/11/28 埼⽟県

さいたま
市

クラブ会員の１年間の成果を公表し、県⺠の評価を求めます。会員の⾃由応募作
品、定例会での最優秀賞および優秀賞の受賞作品、東⽇本ＹＰＣ連合展⼊賞作品な
ど２２０点の作品を展⽰予定です。会場はバリアフリー対応で⾞いすでの鑑賞は可
能です。

第１２回ベストプレイスダンスパフォーマンス
ベストプレイ

ス
2018/7/15 2018/7/15 埼⽟県

さいたま
市

ダンスグループ「ベストプレイス」によるダンスパフォーマンスです。障碍者を含
むベストプレイスのダンスを発表することにより、地域の⽂化・芸術の振興を図
り、多様性を認めあえる社会を考える⼀端を担う事業となっている。会場はバリア
フリー対応で⾞いす観覧席も⽤意してあります。

東京鮮烈sess!on!!
(株)Stomach 

Office
2018/5/30 2018/5/30 京都府 京都市

ジャズ・フラメンコ・ヒップホップ多様なバックボーンを持つ百戦錬磨の獅⼦たち
が繰り広げる熱いセッションをお楽しみくださいませ。
Let'senjoyourmusicwithbeautifultwinguitar,percassion,andrythmtapdancefro
mJazz,Flamenco,andHiphopworld.

第43回南区⽂化祭
南区⽂化祭実

⾏委員会
2018/10/20 2018/11/4 神奈川県 横浜市

（区⺠創作作品展）南区内で絵画・書道・⼯芸・茶道などの創作活動をしている団
体による作品展⽰等を⾏います。
（みんなの合唱祭）南区コーラス団体連絡会の20の団体による合唱祭を⾏います。
（区⺠ステージ）南区内で活動している⽂化サークルによる舞踊・ダンス・体操・
歌・演奏を披露します。
（フラ★フェスタ）南区内で活動しているフラサークルによるフラダンスを披露し
ます。

第44回茨城県新⼈演奏会
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/9/30 2018/9/30 茨城県 ⽔⼾市

茨城県出⾝等の新⼈演奏家に発表の機会を提供して演奏技術の向上を図り，もって
地域⾳楽活動の指導者育成及び茨城県の⾳楽⽂化の振興・向上に資する。なお，演
奏会はバリアフリー対応の会場で開催する。
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（県）
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（市区町村）
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⽯岡のおまつり 〜常陸國總社宮例⼤祭〜
⽯岡市観光協

会
2018/9/15 2019/9/17 茨城県 ⽯岡市

関東三⼤祭りの⼀つとも⾔われ，県内最⼤規模のイベントである「⽯岡のおまつ
り」は正式には「常陸國總社宮例⼤祭」といい，毎年，敬⽼の⽇を最終⽇とする３
⽇間で開催。期間中，４０台を超える絢爛豪華な⼭⾞や勇壮な幌獅⼦が市中⼼部を
巡⾏し，中でも2⽇⽬に⾏われる幌獅⼦⼤⾏列，⼭⾞⼤⾏列は迫⼒満点！
毎年，４０万⼈を超える観光客が訪れ，近年では，外国⼈観光客も増えていること
から，⽯岡市観光案内所において，JNTOカテゴリ１を取得し受け⼊れ態勢の強化
を実施。また，会場内に，観覧席や障害者⽤トイレ，⾚ちゃんの駅を設置すること
で，⾼齢者をはじめ，体の不⾃由な⽅，お⼦様連れの⽅にも，安⼼しておまつりを
楽しんでいただけるよう，おもてなし強化に取り組んでいます。

全国ホストタウンシンポジウム

村⼭市教育委
員会 東京オ
リンピック・
パラリンピッ

ク交流課

2018/6/25 2018/6/25 ⼭形県 村⼭市

⼭形県村⼭市は、東京オリンピック・パラリンピックに係るブルガリア共和国のホ
ストタウンとして登録され、同国新体操連盟と事前キャンプ地としての基本合意書
を締結。そこで、ホストタウン事業を通して、海外に村⼭市を中⼼とした⽇本⽂化
の魅⼒を発信。また、全国より多数のご質問やお問い合わせを頂いており、全国的
にも注⽬されているため、本シンポジウムを開催することにより、村⼭市における
これまでの取り組みと今後の⽬指すべき⽅向性等について、全国のホストタウン関
係者にお知らせすることはもとより、取り組みに関する情報やノウハウを共有し、
ホストタウン事業の推進を図る。なお、開催場所の甑葉プラザは、⾞椅⼦に対応。

久良岐能舞台 特別公演 「サキの國」 久良岐能舞台 2018/7/22 2018/7/22 神奈川県 横浜市

物語は「浦島太郎」のその後はどうなったんだろう？をモチーフに⽟⼿箱から煙が
出てお爺さんになったところから始まります。その世界は不思議な神々の世界….お
爺さんになって驚き、さ迷い続ける浦島太郎に、⾊んな⾊（声）を持った彩⼥が近
づきます。その周りには⾳楽の神様、流⼈たち…でも、なかなかコミュニケーショ
ンができません！なんでだろう？⻲を助けたのが良かったのか？悪かったのか？そ
う考えながら今その瞬間に起こることを必死に考え、感じ取り先へ繋いでいきま
す。途中、過去と現在を⾃由に⾏き来できる無の存在（能楽師）が現れます。コ
ミュニケーションの⼤切さ・瞬間瞬間の判断を物語にした内容です。
セリフはありません！⾳楽とパフォーマンスで構成されます。⾔葉がありませんの
で外国の⽅でも楽しむことができます。また、外国⼈対応のスタッフもおります。
浦島太郎の⽬指す「サキの國」はどんなところだろう？
デンマーク王⼥から称賛され⾼い評価を受けてデンマークを中⼼にヨーロッパで活
躍するパフォーミングアーティストの「森弘⼀郎」と⾦春流シテ⽅能楽師「⼭井綱
雄」とのコラボレーションは能舞台ならではの企画です。

アール・ド・ヴィーヴル展覧会「⾃分らしく⽣き
る ８」

NPO法⼈アー
ル・ド・

ヴィーヴル
2018/6/27 2018/7/2 神奈川県 ⼩⽥原市

障がいのある⼦どもたちから⼤⼈までを対象に、創作活動を⾏ってきたNPO法⼈
アール・ド・ヴィーヴルが、⼩⽥原のギャラリーNEW新九郎で展覧会を開催しま
す。就労⽀援事務所のメンバーたちの絵画・織物・フィギュア作品など、障がいの
ある⼈たちの多様な作品に触れて、障がいのある⼈たちが⾃分らしく⽣きる姿に想
いを寄せることで、ひとり⼀⼈とじっくり向き合い、違いを認め受け⼊れるインク
ルーシブ社会となることを願い、2015年より毎年開催している。会期中には、
ギャラリートークを開催し、障がいのあるアーティストたちがご⾃⾝の作品を紹介
します。会場は、バリアフリー、⾞椅⼦対応可能です。会期中は福祉施設スタッフ
が対応いたします。⼊場無料。

あうるのまちのあそびば ―⼤きな桃と⾍たちの
冒険―

公益財団法⼈
としま未来⽂
化財団、豊島

区

2018/7/21 2018/8/12 東京都 豊島区

「あうるのまちのあそびば」はあうるすぽっと劇場のホワイエを使⽤した、来て楽
しみ、作って楽しみ、飾って楽しめる、作品制作参加型で、⼦どもが楽しめる展⽰
シリーズです。今年はロアルド・ダールの「ジャイアント・ピーチ」をテーマに、
ダンボール彫刻家本濃研太の新作を展開します。東京オリンピック・パラリンピッ
クをひかえ、⽇本の現代アートに触れ、実際に遊べる機会を劇場近隣のインターナ
ショナルスクールを含めた豊島区内学校に告知し、体験して貰います。
新たな取り組みとして、参加型の遊び⽅に関する英語等表記や、視覚障害者に対す
る実際に作品に触りながらの説明と誘導を⾏います。

保塚みんなの夏まつり

⾜⽴区保塚地
域学習セン

ター「指定管
理者 株式会
社グランディ
オサービス」

2018/8/4 2018/8/4 東京都 ⾜⽴区

当施設を利⽤するサークルや、当施設とつながりのあるボランティア、近隣の商店
会など地域の有志と連携し、「⽇本⽂化」をテーマとしたイベントを⾏います。折
り紙や絵⼿紙、LEDを使ったミニ⾏灯作りなどを⾏う⼯作体験会や、射的などを⾏
うミニ縁⽇、皆で⽇本の歌を唄う歌声喫茶など、こどもから⼤⼈まで楽しめる「⽇
本的なもの」を題材とした催しを予定しています。地域住⺠の皆様を対象とした当
⽇⾃由参加型のイベントとして、催しを⾏う者・来場者の区別なく地域のつながり
を促していきます。
施設は「だれでもトイレ」や「スロープ」などバリアフリーの設備を備えた施設で
障害者も参加しやすく、また、パンフレットや各部屋の案内は3カ国語表記となっ
ています。

⽇本の⽂化にふれてみよう 外国⼈の「⽣け花」
体験

⾜⽴区保塚地
域学習セン

ター「指定管
理者 株式会
社グランディ
オサービス」

2018/7/26 2018/7/26 東京都 ⾜⽴区

花・植物を組み合わせて鑑賞する「華道」は、室町時代には武⼠や公家の間で確⽴
され、江⼾時代以降は庶⺠にも広がっていった⽇本の芸術⽂化です。⾜⽴区在住の
外国⼈に対して、「⽣け花」と題して気軽に楽しむ機会を提供し、⽇本⽂化への理
解を深めていただきます。英語圏以外の⽅も対象としており、ひいては国籍の異な
る⽅達が地域社会で共に⽣きていく「多⽂化共⽣」のきっかけとなる事を⽬指しま
す。体験会では、講師⼿製の図を多⽤したテキストを⽤いて分かりやすく「⽣け
花」について説明した後、講師の⼿順を習いつつ実際に花を活けていきます。
施設は「だれでもトイレ」や「スロープ」などバリアフリーの設備を備えた施設で
障害者も参加しやすく、また、パンフレットや各部屋の案内は3カ国語表記となっ
ています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

じないまち四季物語
じないまち四
季物語実⾏委

員会
2018/4/1 2019/3/31 ⼤阪府 富⽥林市

じないまち四季物語実⾏委員会では、歴史的まちなみや昔ながらの佇まいが残る、
⼤阪府内唯⼀の重要伝統的建造物群保存地区である富⽥林寺内町と、駅周辺商店
街・⽯川など豊富な地域資源を擁する富⽥林駅南地区において、地域の住⺠や商業
者が中⼼となり、そこに暮らす⼈々、地域で活動する団体、⾏政などと連携し、⽇
本⽂化・歴史と調和した「賑わい」と「おちつき」のあるまちづくり推進に取り組
んでいます。事業内容としては、富⽥林寺内町界隈において、「春」雛めぐり、
「夏」寺内町燈路、「秋」後の雛まつり、「冬」新春・初鍋めぐりの、年に4回の
四季に応じたイベントを⾏っています。平成３０年度には、本イベントを海外から
来訪される⽅も⾔語の不安なく楽しめるよう、英語表記のポスター・チラシを作成
し、⽇本⽂化の魅⼒を発信していきます。

第18回全国⾼等学校ファッションデザイン選⼿
権⼤会（ファッション甲⼦園2018）

ファッション
甲⼦園実⾏委

員会
2018/8/26 2018/8/26 ⻘森県 弘前市

全国⾼等学校ファッションデザイン選⼿権⼤会（通称：ファッション甲⼦園）は、
次世代の若者の⼈材育成等を⽬的としたファッションデザインコンテスト。
全国の⾼校⽣から応募のあったデザイン画をもとに第⼀次審査を⾏い、通過校は８
⽉２６⽇（⽇）までに協⼒して⾐装を制作し、学校代表としてファッションショー
形式の最終審査会（開催地：弘前市）に臨む。
・会場はバリアフリー対応であり、⼊退場時、介添え等が必要な場合には、会場に
連絡すれば、スタッフが対応する。
・⼦供から⼤⼈まで幅広い県⺠が若者の瑞々しい感性に触れることができる。

ART ｓｔｒｅａｍ２０１８
アートスト

リーム実⾏委
員会

2018/9/28 2018/9/30 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。今年も韓国⼈アーティストの出展、展⽰予定（通訳あり）、また審査
員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。

三嶋⼤祭り
三島夏まつり
実⾏委員会

2018/8/15 2018/8/17 静岡県 三島市

勇壮な⼭⾞の競り合い、胸⾼鳴るシャギリの⾳。伝統と熱気が漂う「三島市最⼤の
イベント」三嶋⼤祭りは、毎年8⽉15〜17⽇の3⽇間⾏われます。三嶋⼤社から三
島広⼩路駅までの約700mを歩⾏者天国にし、⼭⾞とシャギリ、郷⼟芸能農兵節や
みしまサンバパレード、頼朝公旗挙げ⾏列など様々な⾏事が繰り広げられます。
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えています。

カーネーションと菊 ⾳楽の花束 オルガンコン
サート

ふれあいファ
シリティズ

2018/9/22 2018/9/22 岐⾩県 岐⾩市

 ⽇本とスペインの外交関係が樹⽴して150周年というオルガン記念コンサート。
本公演では、スペイン古楽の権威であるピラ・モントヤ・チカとスペイン親交のあ
る後藤⾹織によるオルガン演奏を⾏い、互いの国の⾳楽⽂化、魅⼒を発信する取り
組みである。また、⽇本古謡のさくら・さくらをオルガンデュオによって演奏する

 など、オルガンによる⽇本⾳楽⽂化の新たなる発展、発信も⾏う公演である。
障害者のバリアを取り除く取り組みについては、サラマンカホールには6席分の⾞
イススペースがあり、どんな⽅でも⾳楽を楽しめるスペースがある。また公演中は
サラマンカホールスタッフが待機しており、いつでもお客様の要望にお応えできる
よう準備している。⽿の不⾃由な⽅もアシストフォンの準備をしており、いつでも
対応できるようにしている。

剣⼭⼭頂古武道奉納演舞⼤会
特定⾮営利活
動法⼈徳島県
古武道協会

2018/7/17 2018/7/17 徳島県 美⾺市

徳島に関ヶ原合戦前に伝承された柳⽣新陰流である阿州柳⽣神影流兵法剣術や流派
伝承の浦安の舞、神楽舞、五穀豊穣の舞などが披露される。当⽇は、登⼭者や観光
客だけではなく外国⼈観光客、地元市⺠が楽しめるイベントとなっている。終了後

 は剣術体験や巫⼥⾐装をつけての撮影なども計画している。
健常者のみの参加ではなく、障害者でも⾃分の出来る範囲で楽しめるような企画と
なっている。特に⼤きな壁があるわけではなく誰でも分け隔てなく性別。年齢、障
害などの壁は全くない環境である。また⾞いすや移動サポートにはスタッフが対応

 するようになっている。
英語は対応出るスタッフがいる。ただ⾔葉が通じなくても楽しめるようになってお
り、⽬で⾒て⽇本⽂化感じ、体で動いてさらに⽇本⽂化を感じ感銘を受ける企画と
なっている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

NPO法⼈徳島県古武道協会主催  蔵本⼋坂神社古
武道奉納演舞⼤会

特定⾮営利活
動法⼈徳島県
古武道協会

2018/7/21 2018/7/21 徳島県 徳島市

徳島に関ヶ原合戦前に伝承された柳⽣新陰流である阿州柳⽣神影流兵法剣術や流派
伝承の浦安の舞、神楽舞、五穀豊穣の舞などが披露される。当⽇は、祇園祭の期間
で有り多くの⼈出が⾒込まれ、外国⼈観光客、地元市⺠が楽しめるイベントとなっ
ている。終了後は参加流派の剣術体験や巫⼥⾐装をつけての撮影なども計画してい

  る。
健常者のみの参加ではなく、障害者でも⾃分の出来る範囲で楽しめるような企画と
なっている。特に⼤きな壁があるわけではなく誰でも分け隔てなく性別。年齢、障
害などの壁は全くない環境である。また⾞いすや移動サポートにはスタッフが対応

  するようになっている。
英語は対応出るスタッフがいる。ただ⾔葉が通じなくても楽しめるようになってお
り、⽬で⾒て⽇本⽂化感じ、体で動いてさらに⽇本⽂化を感じ感銘を受ける企画と
なっている。

童謡100周年記念事業 なにわコンサート 中野市 2018/6/3 2018/6/3 ⻑野県 中野市 バリアフリー対応：⾞椅⼦

⼤阪⽂化芸術フェス２０１８

⼤阪府府⺠⽂
化部⽂化・ス
ポーツ室⽂化

課

2018/9/29 2018/11/4 ⼤阪府 吹⽥市

①本事業は、10⽉の⼀か⽉間をメインに、上⽅伝統芸能などの⼤阪が誇る⽂化コン
テンツや内外のコンテンツを⼀堂に集め、合わせて実施し、競い合うことで、⽂化
を楽しむ機会を創出するとともに、多くの観光客を呼び込み、⼤阪の⽂化の魅⼒を

 発信する事業です。
②会場となる、万博記念公園会場、⼤阪市中央公会堂等には、バリアフリー対応と
してスロープがあり、⾞椅⼦の⽅にもご来場いただくことができます。本事業は多

 くの⽅にご鑑賞いただけるよう取り組んでいます。
③パンフレット等については、多⾔語で作成し、外国⼈の⽅にも楽しんでいただけ
るように取り組んでいます。

秋⽥再発⾒プロジェクト   〜秋⽥の昭和を読み
解く〜

本庫HonCo 2018/10/27 2019/3/21 秋⽥県 秋⽥市
秋⽥の昭和期における⽂化活動を再確認し、その意義を伝え、秋⽥の魅⼒を再発⾒
する講演会＆トーク・セッションを10⽉27⽇に開催します。何気ない⽇常の暮ら
し、そこに⾒られる⽂化資産を発⾒、再評価する活動を、順次展開していきます。

平成30年度収蔵品展「建築からまちへ1945-
1970 戦後の都市へのまなざし」

⽂化庁国⽴近
現代建築資料

館
2018/6/9 2018/9/9 東京都 ⽂京区

平成30年度収蔵品展は、1945-1970年という戦後復興・⾼度経済成⻑の時代を広
い意味で＜戦後＞として捉えて企画しました。この時代は、往々にして効率重視
の、急激な近代化・都市化・⼯業化・機械化の動きが注⽬されがちです。しかし、
＜戦後＞に活躍した建築家たちの活動の中には、21世紀の今、私たちが真剣に求め
ている豊かな＜まち（アーバニズム）＞の再構築、それを⽀える＜都市（アーバン
デザイン）へのまなざし＞の萌芽的な例が、すでに多様なかたちで⾒いだされま

 す。
今回の展⽰では、当館が収蔵している坂倉準三、吉阪隆正＋U研究室、⼤⾼正⼈な
どの建築資料群から、整理・分析により⾒えてきた、これまでの展覧会では⼗分に
紹介できなかった彼らが思い描いた＜まち（アーバニズム）＞や＜都市（アーバン
デザイン）＞に関連する資料を展⽰します。さらに、修復が完了した池辺陽の「渋
⾕区復興計画案」の全容も紹介いたします。

アラヤード・ピクニック
アラヤード・
ピクニック実

⾏委員会
2018/9/21 2018/9/23 秋⽥県 秋⽥市

秋⽥・新屋は、海、⼭、川に囲まれ、豊かな⽔に恵まれ、造り酒屋、味噌醤油醸造店、
しょっつる製造店などが軒を並べ、発酵⽂化の育まれてきた地です。しかし今現在、造り酒
屋は「秋⽥晴」の⼀軒、しょっつる製造店は「仙葉善治商店」の⼀軒を残すのみとなりまし

 た。いまある地域の宝をあらためて共有し、これからの新屋ひいては秋⽥を考える場をつく
 るべく、お⼈が集い語り合える機会を創出します。2011年の震災以降、いわゆる被災地の問

題として、ʻ失われていく誇りʼ、ʻ受け継がれない⽂化ʼ、ʻ⽀え合う関係の薄さʼなどが、声⾼に
語られるようになりましたが、けっして被災地だけの問題ではない、とつよく感じただけ
に、まずは⽣まれ育った秋⽥・新屋で、地域の豊かさをあらためて共有できるように、と考

 えました。
また、個⾷や孤⾷がみられる昨今、ともに⾷事をするということの意味をきわめて重要に思
い、とくに⾃死の多い秋⽥で、どなたか⼀⼈にでも、居場所になれれば、と会⾷の場も⼤切

 に育もうと取り組んでいます。「アラヤード・ピクニック」の名称は、秋⽥・⿅⾓の姉妹都
市であるハンガリー・ショプロンが舞台となった「ヨーロッパ・ピクニック計画」と、建築

 家・太⽥浩史⽒による「東京ピクニッククラブ」とに共感したことによります。今回は「東
京ピクニッククラブ」がおこなっている、現代にいたる⽇本の⼯芸⽂化と、⾷と道具と⾃然
を愛でる⽇本ならではのピクニック⽂化とを融合した活動を⼿本に、新屋で、秋⽥公⽴美術
⼤学の⼩牟禮尊⼈⽒によるキャンドルホルダー、⼩杉栄次郎⽒による⽊テーブル、熊⾕晃⽒
による漆の器などを⽤いた⾷事会をおこないます。

第４８回滋賀県芸術⽂化祭
滋賀県芸術⽂
化祭実⾏委員

会
2018/8/26 2018/12/31 滋賀県 県内全域

滋賀県芸術⽂化祭は、県⺠の皆さんに、⽇頃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。主な事業として「滋賀県美術展覧会」「滋賀県写真展覧会」「滋賀県⽂
学祭」「（仮称）滋賀県芸術⽂化祭オープニング事業」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・伝統⽂化など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、バリアフリー機能を備えた施設も多く、様々な
⽅々に⽂化祭を楽しんでいただけるよう配慮しています。



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30年度滋賀県アートコラボレーション事業
「⼤⼈の部活プロジェクト ⾼島ジャズオーケス
トラ部育成事業」

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

2018/5/23 2019/3/3 滋賀県 ⾼島市

学⽣時代に楽器演奏経験を持つ湖⻄地域の様々な世代の⽅々を対象に、プロのジャ
ズミュージシャンの指導のもと、再び⽬標を持って練習を重ね、成果発表するまで
を体験していただく育成型事業。ジャズの演奏技術を習得するとともに、地域や市
外のイベントに参加するほか、成果発表として来年３⽉の「ひな祭りジャズコン
サート」へ出演を予定。
びわ湖芸術⽂化財団地域創造部と⾼島市⺠会館が連携しながら、滋賀県アートコラ
ボレーション事業として当該事業を実施し、芸術性の⾼い公演を独⾃のプログラム
で開催することにより、地域の⽂化芸術の向上と活性化の⼀助とする。
なお、コンサートや練習を実施する会場は、エレベーターや障害者⽤トイレ、⾞椅
⼦を配備した施設である。

第４８回滋賀県芸術⽂化祭主催事業 第５７回滋
賀県写真展覧会

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/9/30 2018/10/7 滋賀県 甲賀市

第４８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。

北近江 FREAKY JAMMiN'2018

北近江 
FREAKY 

JAMMiN'実⾏
委員会

2018/9/29 2018/9/29 滋賀県 ⽶原市

近年、全国各地で⾳楽フェスティバル、いわゆる「フェス」が開催され、さまざま
な場所からたくさんの⼈が集まり、賑わいをみせています。滋賀県での「イナズマ
ロックフェス」を始め、各地でフェスが開催されています。しかし、滋賀県の湖
北、北近江地域ではフェスと呼ばれるイベントはほとんどなく、この地域を盛り上
げるために2016年から「北近江FREAKYJAMMiN'」を始めました。⾳楽には⾔葉の
壁はなく、過去の開催時にも⽇本⼈だけでなく外国⼈の⽅々にも来場いただいてい
ました。そして会場である滋賀県⽴⽂化産業交流会館は段差がなく、⾞いすの⽅で
も安⼼してご利⽤いただけます。また湖北地区ではよさこいが盛り上がっているた
め、⾳楽だけでなくよさこいやお笑いなど⽇本⽂化も取り⼊れた⽼若男⼥が楽しめ
るフェスです

平成３０年北海道知事賞授賞北海道川柳⼤会兼札
幌川柳社創⽴６０周年記念川柳⼤会

北海道川柳連
盟

2018/7/22 2018/7/22 北海道
札幌市中

央区

川柳は、宝暦７年（１７５７年）に始まり現代まで続く庶⺠⽂芸で、5・７・５の
１７⾳で表現し、俳句とともに世界で最も短い詩といわれている。また、俳句の
テーマは主に⾃然であるが、川柳は⼈間を中⼼に詠まれ、喜怒哀楽を表現して広く
普及されている。北海道知事賞授賞北海道川柳⼤会は、北海道川柳連盟の主催で平
成39年から毎年開催されており、北海道全域において活動している川柳⼈が⼀堂に
会し、作品発表と交流をすることにより、川柳の質的を図り、北海道における⽂芸
の普及発展に寄与することを⽬的としている。事業内容は、川柳作品の発表・選
考・表彰（第1位に北海道知事賞）、北海道川柳連盟⼤賞・同⽂芸賞・同功労賞の
表彰、記念講演等となっている。本年は７⽉22⽇に札幌川柳社創⽴60周年記念川
柳⼤会として開催される。会場となる施設は、バリアフリーの施設を使⽤し、⾞椅
⼦の⽅も参加できるスペースを設けている。

第10回全国幕末維新⼈物イラストコンテスト

特定⾮営利活
動法⼈北海道
坂本⿓⾺記念
館実⾏委員会

2018/4/1 2018/9/24 北海道 函館市

多くの⼈々が坂本⿓⾺、幕末維新史、北海道の歴史などへの造詣を深め、学び、ま
た、美術やデザインを学んでいる⼈々の創作機会に寄与すると共に、⼦供たちの歴
史学習や美術教育、芸術振興や⽣涯学習などに広く貢献することを⽬的に開催。審
査終了後はイベント（表彰セレモニー）や特別展⽰会を開催し、函館を訪れる国内
外の観光客の⽅々に、世界的に注⽬されている⽇本のマンガ・イラスト⽂化をア
ピール。また、イベントや特別展⽰会を通じて参加者同⼠の交流を図り、興味を
持った⼈がやりたいことや楽しみを⾒つけるための⼀助にもなる。
なお、全ての催事をバリアフリー会場にて実施することで障害のある⽅も参加でき
るように配慮し、また英語・韓国語・中国語の学習プリント（展⽰史料⽬録を含
む）を⽤意する。

第５回全国⿓⾺書道コンクール

特定⾮営利活
動法⼈北海道
坂本⿓⾺記念
館実⾏委員会

2018/4/1 2018/12/9 北海道 函館市

多くの⼈々が坂本⿓⾺、幕末維新史、北海道の歴史などへの造詣を深め、学び、ま
た、書道を学んでいる⼈々の創作機会に寄与すると共に、⼦供たちの歴史学習や書
道教育、⽣涯学習などに広く貢献することを⽬的に開催。審査終了後はイベント
（表彰セレモニー）や特別展⽰を開始し、函館を訪れる国内外の観光客の⽅々に、
⽇本の伝統⽂化である書道をアピール。また、イベントや特別展⽰を通じて参加者
同⼠の交流をはかり、興味を持った⼈がやりたいことや楽しみを⾒つけるための⼀
助にもなる。
なお、全ての催事をバリアフリー会場にて実施することで障害のある⽅も参加でき
るように配慮し、また英語・韓国語・中国語の学習プリント（展⽰史料⽬録を含
む）を⽤意する。

第４回『百年後の⽇本⼈へ』現代の志⼠・⼿紙コ
ンクール

特定⾮営利活
動法⼈北海道
坂本⿓⾺記念
館実⾏委員会

2018/4/1 2018/12/9 北海道 函館市

多くの⼈々が、坂本⿓⾺、幕末維新史、北海道の歴史などへの造詣を深め、学びな
がら、現代社会や⾝の周りで起こっている様々な事柄について感じたことや、百年
後の⽇本⼈に伝えたいメッセージを⼿紙にまとめることで、⼦供たちの歴史学習や
情操教育、⽣涯学習などに広く貢献することを⽬的に開催。審査終了後はイベント
（表彰セレモニー）を開催するとともに、⼊賞作品は公式サイトに公開。また、イ
ベント開催を通じて参加者同⼠の交流を図り、⼿紙を書くことの⼤切さを感じても
らう。
なお、全ての催事をバリアフリー会場にて実施することで障害のある⽅も参加でき
るように配慮し、また英語・韓国語・中国語の学習プリント（展⽰史料⽬録を含
む）を⽤意する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

カルチャーナイト2018

認定NPO法⼈
カルチャーナ
イト北海道

（カルチャー
ナイト実⾏委

員会）

2018/7/20 2018/7/20 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16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。また、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。プログラムパンフレットを英訳したものを公式サイトに掲載して
情報提供をしている。

カルチャーナイト マジックアワー・ライブ

認定NPO法⼈
カルチャーナ
イト北海道

（カルチャー
ナイト実⾏委

員会）

2018/7/18 2018/7/18 北海道
札幌市中

央区

カルチャーナイトとは、年に⼀⽇だけ市内100カ所以上の施設が特別に夜間開放さ
れ、⼦どもから⼤⼈まで誰でも参加できる催し。現在は札幌のほか道内8カ所で開
催している。本企画は、7⽉20⽇のカルチャーナイト2018に先駆けて、北海道観光
の定番スポットである「道庁⾚れんが庁舎」において実施。爽やかな夏の⼣暮れの
ひととき、各地のカルチャーナイトに参加している⾳楽ユニットが⼀堂に集結し、
⾳楽を通じた地域間の交流を⾏う。本企画を通じて地域⽂化への関⼼を⾼め、北海
道ならではの地域⽂化・芸術⽂化の創造と発展に寄与することを⽬的とする。また
⾞いすの⽅でも参加でき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
保する。

北海道歴史・⽂化ポータルサイトAKARENGA 北海道 2018/4/1 2019/3/31 北海道
札幌市中

央区

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。

「Ｄｅｎ３」コンサート in 網⾛ 網⾛市 2018/7/22 2018/7/22 北海道 網⾛市

当市では、市⺠の企画提案を受けながら様々な芸術⽂化公演の鑑賞機会を提供する
「オホーツク・⽂化交流センター芸術⽂化事業」を毎年実施しています。
今回は、市⺠企画提案により箏・⼗七弦・三弦と尺⼋による三重奏トリオである
「Den3」コンサートを開催します。
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
センターで開催し、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
た対応を⾏います。

札幌ＮＫミュージック「フルビート！パーカッ
ション」

あばしりファ
ミリー劇場実

⾏委員会
2018/8/19 2018/8/19 北海道 網⾛市

当団体は、優れた舞台芸術機会を提供し、親⼦揃って芸術⽂化に対する関⼼を⾼め
ながら情操豊かな⼼を育み、地域における芸術の進⾏を図ることを⽬的として、毎
年1度公演を開催している。
なお、会場はバリアフリーに対応した施設を利⽤することで、障害のある⽅の観覧
も可能になるように実施運営する。⾞いす等を利⽤する観客がお越しになった場合
に対応できるように、席のスペースを確保するほか、スタッフをいよる万全な体制
で対応することとする。

ＮＡＴＵＲＥ＆ＡＲＴ ⽊をめぐる美術
北海道⽴旭川

美術館
2018/11/14 2019/1/14 北海道 旭川市

当館のコレクションを中⼼にしながら、道内に所蔵される砂澤ビッキ（旭川出⾝、
1931̶1989）の代表作などを加えて優れた⽊の造形作品を展覧します。砂澤は道
北の⾳威⼦府に移住してから、森の⼤⽊を⽤いたダイナミックな造形世界を切り拓
き、全国的に⾼く評価される彫刻家です。また、本展では、「森と匠の村」として
まちづくりを進める⾳威⼦府村の営みにも焦点をあて、同村の「アトリエ３モア砂
澤ビッキ記念館」やおといねっぷ美術⼯芸⾼校の魅⼒を作品や映像により紹介し、
⾃然と深く関わりながら育まれる美術の世界を探ります。
本事業では、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除くべく、主要解説について、英訳
したものを設置します。また、⾞いす⽤スロープ、バリアフリーのトイレ、⾞いす
を⽤意しております。

第3回北のまんが⼤賞 北海道 H30.5 H31.3 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」を道内外に
⼤きく発信し、まんが⽂化の振興を⽬的とし、事業展開している。この活動によ
り、観光客の増加やコンテンツ関連産業の発展、若者の雇⽤創出等の経済効果が期
待される。
「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する。北海道命名150年の節⽬の年となる今年
は、まんが部⾨だけでなく、「北海道150年部⾨」と銘打った「イラスト部⾨」と
中学⽣以下の優れた作品を「U-15部⾨」を新たに設ける。
ホームページ上で⼤賞作品のあらすじを英訳したものを掲載する等の⾔語的障壁を
無くす活動も⾏う。これにより、外国⼈が⽇本の誇るまんが・アニメ⽂化に触れる
機会を増やし、⽇本⽂化の魅⼒発信を図る。
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アクロス福岡フロアコンサート

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/4/5 2019/3/21 福岡県
福岡市中

央区

・毎⽉２回（原則第１・第３⽊曜⽇）実施している１２時１５分から１３時まで４
５分間のミニコンサート（無料）。地域住⺠が⾳楽を気軽に楽しむことができ、⽼
若男⼥問わずたくさんの⼊場者を集めている。また、昼休み時間に実施することで
近隣のビジネスマンも訪れやすいコンサートである。原則、福岡県にゆかりのある
プロの⾳楽家が出演。
【バリアフリー対応】だれでも鑑賞できるコンサートで、未就学児を連れた親⼦や
障がいをお持ちの⽅々にもご来場いただいている。⾞椅⼦のまま鑑賞可能。スロー
プ設置有り。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。コミュニケーション
エリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.65 「う
たたねクラシック」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/5/19 2018/5/19 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.65は芸⼈ふかわりょうをＭＣ
に起⽤し、チェロ・遠藤真理、ピアノ・三舩優⼦、メゾソプラノ・林美智⼦、フ
ルート・yumiの5名によるクラシックの名曲を中⼼とした楽しいお話つきの演奏会
を実施する。
⽇時：5⽉19⽇（⼟）12時開演（公演時間90分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.66 
「ヴィオラ・アンサンブルＳＤＡ４８」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/6/11 2018/6/11 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.66は東京フィルハーモニー交
響楽団⾸席ヴィオラ奏者の須⽥祥⼦が率いるヴィオラ・アンサンブルが登場。地元
九州交響楽団メンバーも加わり、ヴィオラの魅⼒たっぷりの演奏会を実施する。
⽇時：6⽉11⽇（⽉）12時開演（公演時間90分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】・アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.67 
「ウィーンの時間はゆったりと」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/7/30 2018/7/30 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.67は⽇本⼈⾳楽家で構成され
るピアノトリオが、J.シュトラウスの作品をはじめ、ウィーンのワルツやポルカを
地域住⺠へ披露する楽しいクラシックコンサート。
⽇時：7⽉30⽇（⽉）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.68 「ハ
ンブルクトリオ」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/9/11 2018/9/11 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.68はドイツのハンブルク・ト
リオが登場。⽇本⼈演奏家「塩⾙みつる」がヴァイオリン奏者として参加してお
り、メンデルスゾーンのピアノ三重奏曲など優れたクラシック⾳楽を地域住⺠へ披
露する。
⽇時：9⽉11⽇（⽕）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.69 
「新・福岡古楽⾳楽祭プレコンサート〜ラ・フォ
ンテヴェルデ〜」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/10/23 2018/10/23 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.69はルネサンスからバロック
初期にかけてヨーロッパで⼤流⾏した声楽⾳楽「マドリガーレ」を中⼼に披露する
演奏会。本格派の⽇本⼈声楽家で構成されたアンサンブル「ラ・フォンテヴェル
デ」が登場。
⽇時：10⽉23⽇（⽕）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.70 「IL 
DEVU（イル・デーヴ）コンサート２０１８」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/11/7 2018/11/7 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.70は⽇本でトップクラスの⼈
気を誇る声楽家で構成されるクラシック・ボーカルグループが登場。圧倒的な声量
で迫⼒あるステージを披露する。
⽇時：11⽉7⽇（⽔）12時開演（公演時間90分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。
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アクロス・ランチタイムコンサートvol.71 「和
楽器の競演！！和楽器アンサンブル『才⾊兼
美』」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2019/1/16 2019/1/16 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.71は⼥性和楽器奏者による和
楽器アンサンブルが登場。⽇本伝統⾳楽の魅⼒や「世界の祝いの⾳楽」をテーマに
演奏会を実施する。
⽇時：1⽉16⽇（⽔）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

漫画企画展「フクオカ・マンガ・ワールド」
アジア若者⽂
化交流事業実

⾏委員会
2018/5/1 2018/6/29 福岡県

福岡市博
多区

福岡県はアジア地域との友好交流を発展させるために、⾔葉の壁を越えて共感し合
うことのできるまんが、アニメ、ファッション、J-POPなど若者⽂化に着⽬し、多
⾔語WEBサイト「アジアンビート」を運営しています。8⾔語により若者⽬線で発
信し、福岡・⽇本とアジアの若者の相互理解を深め、相互交流を促進することを⽬
指しています。
5⽉1⽇から福岡県にゆかりのある漫画や、マンガに関係した活動を⾏っている団体
等をわかりやすく紹介する漫画企画展「フクオカ・マンガ・ワールド」を開催しま
す。
会場はバリアフリーとなっており、誰もが楽しめる企画展です。

とちぎ⽂化情報ナビ 栃⽊県 2018/4/1 2019/3/31 WEB WEB

⽂化イベント情報・⽂化施設情報・⽂化活動団体情報など、栃⽊県内の⽂化情報を
⼀元的に集約したサイト「とちぎ⽂化情報ナビ」を運営している。当サイトを利⽤
した県⺠等がとちぎの⽂化に関する情報を収集することで、地域の宝である⽂化資
源を再認識し、その魅⼒や価値の理解を深めてもらうことを⽬的とする。
当サイトは、とちぎの⽂化を国内外の外国⼈向けに広く発信するため、⽇本語のほ
か７ヵ国語（英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、フランス語、
ポルトガル語、スペイン語）に対応している。また、⽬の不⾃由な⽅などのための
「⾳声読み上げ機能」や、⼦どもなどのための「ふりがな表⽰機能」も搭載してい
る。

第６回⼩⼭きものの⽇
⼩⼭きものの
⽇実⾏委員会

2018/11/17 2018/11/17 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、抽選会、⽷つむぎ・絣くくり・地機織りの実演及び体験、着⼼地体験、
琴演奏、呈茶席、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。英訳したポスター・チラシを作
成する。

「ベップ・アート・マンス 2018」及び
「アニッシュ・カプーア in BEPPU」

混浴温泉世界
実⾏委員会

2018/10/6 2018/11/25 ⼤分県 別府市

「ベップ・アート・マンス」は、⽂化や地域活動に対する市⺠の主体的な参画を促
進し、別府市における芸術⽂化の振興、活⼒あふれる地域の実現を⽬的にする“⽔
平型”の取り組みとして、企画⽴案から実現に向けたサポート、クリエイティビ
ティの⾼い⼈材の育成・⽀援を⾏う市⺠⽂化祭である。その⽬⽟事業として位置づ
ける個展形式の「inBEPPU」は、逆に“垂直型”の事業として、毎年選抜されたアー
ティスト⼀名に予算を集中させ質の⾼い芸術作品を実現させることで、「国際的な
美術発信拠点の先進地・別府市」のさらなる推進を図るものである。2018年は、
現代美術の分野において国際的に注⽬されているアニッシュ・カプーアを招聘し、
新作を含めた⼤規模な個展を別府公園内で開催する。⾞椅⼦の⽅にも鑑賞いただけ
るよう会場をバリアフリー化し、外国⼈にも参加いただけるよう、英語でのプログ
ラム鑑賞ガイドを作成し配布する。

第61回別府市美術展
別府市美術協

会
2018/8/21 2018/8/26 ⼤分県 別府市

別府市美術協会５部⾨（⽇本画、洋画、⼯芸、彫刻、書道、写真）の技術向上と相
互の作品理解を深め、より広く多くの市⺠が芸術⽂化への関⼼を⾼めることを⽬的
とする。また、優秀作品を市内の⼩・中学校に寄贈し、児童⽣徒の豊かな感性を育
み、芸術⽂化への関⼼と意欲を⾼める。
会場の別府市美術館では、⾝障者の⽅へのお⼿洗いや、駐⾞スペースを完備し、⾞
椅⼦の貸し出しも⾏っており、多くの⽅に鑑賞いただけるようになっている。

第31回関東バトントワーリングコンテスト
⽇本バトン協
会関東⽀部

2018/6/23 2018/6/24 千葉県 千葉市

当⼤会は関東各地のバトントワラーが⼀堂にこの千葉ポートアリーナに集結し、親
睦を図るとともに初⼼者から選⼿権まで段階を経て正確な技術を習得し、可能性を
広げることができる夢のある⼤会を⽬標としている。バトンは、表現⼒や演技にお
ける芸術性等の要素が求められる競技である。また、今年夏に⾏われる第３４回世
界バトントワーリング選⼿権⼤会の⽇本代表、関東⽀部メンバーによる演技披露も
予定され、国際的なイベントにも関わりを広げている。今⼤会は駐⽇⼤使館にもご
招待状を送付する予定しており、⼤使が来場した場合には専⾨のスタッフが適宜多
⾔語対応をすることになっている。今後もバトンを通じた国際交流ができるように
繋げていく。また、当⽇は千葉県の⽂化を広げるために様々な掲⽰物を掲⽰すると
ともに、千葉県名産のお菓⼦なども販売することを予定している。
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第52回市原市⽂化祭
市原市⽂化祭
実⾏委員会

2018/9/30 2018/12/16 千葉県 市原市

⽂化振興と交流を図るため、市原市⽂化祭実⾏委員会に所属している各団体と⼀般
公募の参加者が中⼼となり、⼯芸や芸術をはじめとしたものづくりの他、⺠謡や⺠
舞、郷⼟芸能などの⽂化⾏事の発表を⾏う。主にバリアフリー化されている施設で
実施するため、障害者の⽅でも観覧することができる。

⾦沢芸妓の舞
芸妓の技能向
上実⾏委員会

2018/10/10 2019/3/22 ⽯川県 ⾦沢市

県⺠や観光客が、藩政期から受け継がれてきた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質の⾼い伝統芸能にふれる機会の充実を図るとともに、
芸の披露の場を創出することにより、⾦沢芸妓の技能の向上と継承を図る。
今年度は開催回数を計３０回に増やし、より多くの⽅に茶屋⽂化を体験していただ
くこととする。
また、「⾦沢芸妓の舞」開催期間中、毎⽉１回の計６回、公演終了後に、⾳楽堂邦
楽ホールが誇る本格的舞台機構を紹介するバックステージツアーを併せて開催す
る。

きもちとかたち
⽯川県（⽯川
県⽴伝統産業

⼯芸館）
2018/5/20 2018/7/16 ⽯川県 ⾦沢市

（公財）⽯川県デザインセンターが選定した「平成２９年度⽯川県デザインセン
ター選定商品」を展⽰します。九⾕焼、加賀友禅などの伝統的⼯芸品から、ガラス
や樹脂などの新素材まで、「いしかわの伝統と新しい感性」というコンセプトのも
とに、⽯川のものづくりの伝統を活かしながら現代のニーズに応える魅⼒的な商品
をご紹介します。

⻘の世界
⽯川県（⽯川
県⽴伝統産業

⼯芸館）
2018/5/20 2018/7/18 ⽯川県 ⾦沢市

壮⼤で美しい⻘の世界。伝統産業⼯芸館では、「⻘」をテーマに、清涼感たっぷり
の⻘い⼯芸品を集めた展⽰会を開催します。⻘い上絵付が美しい染付技法による爽
やかな九⾕焼、⻘い⽔引を使った涼しげな⽔引細⼯、初夏の汗も忘れるクールな藍
染など、館内には県内の作り⼿３名が⼯芸品に表現する濃淡さまざまな⻘の世界が
広がります。

ひんやりシャリっと ＮＯＴＯＪＯＦＵ
⽯川県（⽯川
県⽴伝統産業

⼯芸館）
2018/5/25 2018/7/16 ⽯川県 ⾦沢市

“ひんやりシャリっと”な感触の能登上布。真⿇から作られる能登上布は、⾵通しが
よく、爽やかな肌触りが魅⼒のひとつ。夏の⾐料に最適な能登上布の歴史や制作⼯
程を紹介するほか、能登上布の魅⼒を活かした様々な新商品を展⽰し、現代の⽣活
に取り⼊れたい能登上布ファッションを提案します。

⼟⽅巽⽣誕90年記念祭 「病める舞姫」写真化
プロジェクト

ＮＰＯ⼟⽅巽
記念秋⽥舞踏

会
2018/9/1 2018/9/8 秋⽥県 秋⽥市

海外の⽂化⼈から能、歌舞伎と並んで⽇本を代表する⾝體パフォーマンスとして⾼
い評価を得ている⼟⽅巽の舞踏、著書「病める舞姫」を没後３０年に続き、⽣誕９
０年の年に地元秋⽥で再検証し、「病める舞姫」を⼟台にした朗読劇、パフォーマ
ンスを上演、世界の舞踏、⼟⽅巽ファンとの交流を図る。⼜、⼟⽅巽の舞踏の原点
となった「病める舞姫」の世界と秋⽥の魅⼒を発信するために、直弟⼦や深い関係
にあった舞踏家を招聘し、舞踏家をモデルに秋⽥市内の各所で撮影した写真の展⽰
会を開催、英語、⽇本語の解説付きの写真集を世界に向けて出版する。

北前船寄港地“あきた”・⽇本遺産認定記念事業 
ミュージカル「北前ザンブリコ」秋⽥公演

北前船寄港地
“あきた”・⽇本
遺産認定記念
事業 ミュー
ジカル「北前
ザンブリコ」
秋⽥公演実⾏

委員会

2018/12/12 2019/1/26 秋⽥県 秋⽥市

平成２９年度に⽇本遺産に認定された「北前船」をミュージカルで公演し、秋⽥の
⽂化遺産に光をあてる事業を通じて、幅広い年代の多くの⼈が質の⾼い舞台芸術に
触れる機会とする。また、⾞椅⼦の⽅には、ひな壇ではなく移動しやすい席にご案
内する等、多くの⼈が楽しめるように⼯夫する。観劇を通じて、郷⼟への誇りや愛
着を深め、併せて、街のにぎわいに寄与することを⽬的とする。

かみこあにプロジェクト２０１８
ＫＡＭＩプ

ロ・リスタ実
⾏委員会

2018/8/11 2018/9/30 秋⽥県
北秋⽥郡
上⼩阿仁

村

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
術空間として創造する。新しい感性によって、残された⾵⼟や⽂化に磨きをかけ、
多様な世代の⼈々と交流増加を図りながら地域活性化を進めていく。
上⼩阿仁村が加⼊する地域連携ＤＭＯ秋⽥⽝ツーリズムによる観光振興事業と連携
をとりながら広報活動を⾏うほか、作品紹介に外国語表記を加えるなどして、国際
的なプロジェクトを⽬指す。

アジアトライＡＫＩＴＡ・千秋芸術祭2018

アジアトライ
AKITA・千秋
芸術祭実⾏委

員会

2018/9/1 2018/9/2 秋⽥県 秋⽥市

舞踏の創始者である⼟⽅巽を再評価し、⽣地、秋⽥市を舞踏芸術の世界的な拠点と
するために、世界及び⽇本各地の舞踏家、さらに古典芸能、⺠俗芸能の伝承者を招
聘し、アジアトライＡＫＩＴＡ・千秋芸術祭を開催し、県内の芸術⽂化交流、国際
交流、地域活性化に資することを⽬的とする。海外からの参加者も多いために通訳
を準備し、印刷物は英語表記をつけるなどし、国籍問わず交流できる場を提供す
る。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
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沼⽥まつり
沼⽥まつり実

⾏委員会
2018/8/3 2018/8/5 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。市国際交流協会を通じて外国の⽅を募集し、本市にお
住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。今年も、沼⽥商
⼯会議所⻘年部により⼤型のウイング⾞輛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アフリーのまつりを実施いたします。

みやざきの神楽神⼾公演２０１８ 宮崎県 2018/7/21 2018/7/21 兵庫県 神⼾市

神楽は本県を代表する伝統芸能であり、現在も２００を越える神楽が県内各地で受
け継がれている。宮崎県では、神楽のユネスコ無形⽂化遺産への登録も⾒据えなが
ら、神楽の保存・継承とそれを活⽤した地域活性化に取り組んでいるところであ
る。
このような取組の⼀つとして、平成２９年９⽉に包括連携協定を締結した神⼾市に
おいて、神楽のユネスコ無形⽂化遺産登録に向けた認知度向上と「⽂化」を通じた
市⺠交流を促進するため、本県の神楽の多様性と魅⼒をアピールするシンポジウム
（神楽公演を含む）を開催する。
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。

pop-Mエイサー⻄都 5周年記念事業

pop-Mエイ
サー⻄都5周年
記念事業実⾏

委員会

2018/7/29 2018/7/29 宮崎県 ⻄都市

創⽴5周年を記念し、エイサー発祥の地である沖縄で創作エイサー「世界エイサー
⼤会」JR部⾨最優秀賞になった古武道太⿎集団⾵之舞を招いてエイサーを発表す
る。⼜県内の交流しているエイサー団体とのコラボレーションも同時開催。フィ
ナーレでは、⼊場者の⽅も⼀緒にかちゃーしーをする参加型の交流イベントを開催
する。
沖縄の団体との⽂化交流を通じて、地域活性化への貢献、県内で活動しているエイ
サー団体との連携強化、技術向上を図る。また、県内のエイサー愛好家の拡⼤を図
る。
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⼊場して頂け
るよう配慮している。

JUMPING ART PROJECT
株式会社ブ

ルーバニーカ
ンパニー

2018/4/1 2019/3/31 宮崎県 宮崎市

「⼈と⼈、国と国、思想と思想。アートは、すべての壁を越えていく」
当プロジェクトは、障がいのあるアーティストと企業をデザインで結ぶプロジェク
トです。２０１８年４⽉現在、宮崎県内の障がい者⽀援施設５件とコラボし、そこ
で活動する障がいのあるアーティストの作品を企業の広告ツールや商品デザインな
どに活⽤。アーティストに作品利⽤料をお⽀払いしています。
⺠間のコンサルティング＆デザイン会社である株式会社ブルーバニーカンパニーが
主宰しており、⾏政の助成は受けず、同社の事業収益で運営。障がい者への⽀援で
はなく、同じ⽬線のチームとして活動しています。また、２０１８年は⿅児島県や
台湾の障がい福祉施設ともコラボし、デザイン事業を進めていく計画です。

岐⾩県障がい者芸術⽂化⽀援センター開所記念 
ハートフルフェスタ

(公財)岐⾩県教
育⽂化財団

2018/7/14 2018/7/14 岐⾩県 岐⾩市

「障がい者の⽂化芸術活動の拠点」である、ぎふ清流⽂化プラザにおいて、障がい
がある⽅にも健常者と同様に⽂化芸術に親しむことができる場を提供する事業
『ハートフルフェスタ』を開催します。岐⾩県警察⾳楽隊によるコンサートを実施
します。
なお、会場である⻑良川ホールは、バリアフリーとなっており⾞椅⼦の⽅でも気軽
にご覧いただけます。

第32回⻑良川薪能
⻑良川薪能実
⾏委員会、岐

⾩市
2018/8/31 2018/8/31 岐⾩県 岐⾩市

清流⻑良川と漆⿊の⾦華⼭をバックに幻想的なロケーションで、川辺につくられた
特設舞台で幽⽞な世界において開催される。能楽師を招き、⽇本の伝統⽂化である
能や狂⾔の舞台を鑑賞する機会を提供し、伝統⽂化の継承と地域⽂化の振興を図
る。
また、⻑良川薪能本番に出演する⼦ども達を募集し、夏休み期間に幸清流⼩⿎⽅後
藤嘉津幸⽒による⼩⿎の指導を受け、⻑良川薪能の舞台に出演する。
英語、中国語によるチラシを作成、演⽬前の会場アナウンスを実施し、⽇本の伝統
⽂化に触れやすい環境を整える。

県⺠ゆめ応援プロジェクト〜ギフと for You〜 
デフモラGIFU モラの⼿芸展 モラで描くメル
ヘン

(公財)岐⾩県教
育⽂化財団

2018/6/24 2018/6/24 岐⾩県 岐⾩市

「障がい者の⽂化芸術活動の拠点」である、ぎふ清流⽂化プラザにおいて、県⺠の
ゆめを応援する企画「県⺠ゆめ応援プロジェクト〜ギフとforYou〜」で選ばれた聾
者を中⼼としたグループ「デフモラGIFU」の初めての⼿芸展です。作品展⽰や活
動の紹介、ワークショップを通して、聴覚障害者の⽅の活動を知っていただき機会
となります。なお、会場である⽂化芸術県⺠ギャラリーは、バリアフリーとなって
おり、⾞椅⼦の⽅でも気軽にご覧いただけます。
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清流の国ぎふ芸術祭アート体験プログラム「アー
トラボぎふ」

岐⾩県 2018/6/9 2019/3/31 岐⾩県 岐⾩市

岐⾩県では、より多くの県⺠が、「アート」や「美術」を⾝近に感じ、親しみ、参
加するきっかけとなるような岐⾩県ならではの体験型プログラム「アートラボぎ
ふ」を開始します。
アートラボぎふでは、同時期に開催される「第１回ぎふ美術展」の審査員たちによ
るクロストークイベントや、岐⾩市出⾝の写真家による写真実技講座、伝統⼯芸で
ある美濃和紙を絵画、書をコラボレーションした体験など様々なプログラムを県内
各地で展開していきます。
また、アートラボぎふの中には、県内で活躍する障がい者芸術家を紹介する企画展
や、県内各地で障がい者を対象とした絵画・陶芸等の教室を開催する予定です。

第13回岡⼭県俳句⼤会 岡⼭県俳⼈会 2018/9/30 2018/9/30 岡⼭県
岡⼭市北

区
・県下より俳句作品を募集し、その優れた作品を顕彰
・県の俳句⽂芸の振興に資する

池坊岡⼭橘⽀部 ⽀部花展
華道家元池坊
岡⼭橘⽀部

2018/7/28 2018/7/29 岡⼭県 倉敷市 伝統⽂化の継承と会員相互の親睦を図る⽇々のおけいこの発表で、⼀般の⽅々に楽
しく⾒て頂く。

平成30年度茨城県⽂化プログラム推進事業リ
ボーン・アートボール2020展

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/7/15 2018/10/31 茨城県 県内全域

平成29年度茨城県⽂化プログラム推進事業において，本県⽂化の魅⼒を発信する多
様な⽂化活動の企画を県⺠から募集し，優秀な提案を選定したところであるが，そ
のうちの⼀つとして当該事業を実施する。内容は，捨てられる運命にあるボールを
アートの⼒で再⽣させ，「アートボール」の創作と鑑賞を通して先進的なアート・
ムーブメントを体感するというもの。
・アートボールや⼯芸作品を展⽰する展覧会の開催
・児童⽣徒が参加するアートボールの制作体験
・スポーツと芸術の結びつきをテーマとした講演会の開催
なお，展覧会や講演会はバリアフリー対応の会場において実施予定。

平成30年度茨城県⽂化プログラム推進事業茨城
の⺠話を味わおう

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/10/1 2019/3/31 茨城県 県内全域

平成29年度茨城県⽂化プログラム推進事業において，本県⽂化の魅⼒を発信する多
様な⽂化活動の企画を県⺠から募集し，優秀な提案を選定したところであるが，そ
のうちの⼀つとして当該事業を実施する。内容は，県内各地に伝承されている
2,000件程度ある⺠話の中から200件程度を厳選し，デジタル化したものを広く⼀
般が閲覧できるアーカイブとして整備する。
なお，その内容を紹介する⽂章をツイッターにおいて外国語で標記する予定。

平成30年度茨城県⽂化プログラム推進事業能楽
櫻川

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2019/3/18 2019/3/20 茨城県 ⽔⼾市

平成29年度茨城県⽂化プログラム推進事業において，本県⽂化の魅⼒を発信する多
様な⽂化活動の企画を県⺠から募集し，優秀な提案を選定したところであるが，そ
のうちの⼀つとして当該事業を実施する。内容は，茨城県桜川市を舞台とした能楽
「櫻川」を新進気鋭の脚本家によりリメイクした⾳楽劇の上演。上演にあたって
は，能楽から⾳楽劇に変更し，映像と照明を駆使したアート作品に仕上げ，能楽に
なじみのない者にも鑑賞の裾野を広げていく。
なお，公演はバリアフリー対応の会場において実施予定。

平成30年度茨城県⽂化プログラム推進事業 県
⺠企画公募型事業

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/6/1 2018/12/31 茨城県 県内全域

「東京オリンピック・パラリンピック」の開催は，茨城県の優れた⽂化芸術・伝統
⽂化を全国や世界に向けて発信する好機であるため，本県⽂化の魅⼒を発信する多
様な⽂化活動の企画を「⼦ども」「⼀般」の２部⾨で県⺠から募集し，優秀な提案
の内容を磨き上げながら次年度以降の事業実施を⽬指していく。
なお，優秀提案の授賞式はバリアフリー対応の会場（茨城県県⺠⽂化センター）に
おいて実施する予定。

平成30年度茨城県移動展覧会「茨城の美術セレ
クション」

茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/6/26 2018/10/7 茨城県

つくば
市，笠間
市，北茨

城市

茨城県の美術家の作品を発表する機会を提供するとともに，県内各地で県⺠が美術
を鑑賞できる機会を提供するため，移動展覧会を開催し，茨城県における芸術⽂化
の振興を図る。
なお，展覧会はバリアフリー対応の会場で開催する。
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平成30年度茨城県伝統⽂化総合⽀援事業
茨城県県⺠⽣
活環境部⽣活

⽂化課
2018/6/1 2019/3/31 茨城県 県内全域

県内各地域で⾏われている祭りや年中⾏事，⺠俗芸能など，伝統⽂化団体が⾏う伝
統⽂化活動の継承と発展の取り組みの⽀援を⾏うため，データベース「いばらきの
伝統⽂化」のコンテンツを拡充する。具体的には，団体の紹介動画や，特選団体イ
ンタビュー記事，特集記事等を作成し，データベースに追加する。
なお，その内容を紹介する⽂章をツイッターにおいて外国語で標記する予定。

Petites☆Etoiles 第１９回公演
Petites☆
Etoiles

2018/8/30 2018/8/30 愛知県
名古屋市

中区

『Petites☆Etoiles』は今年で19回⽬の公演となります。2000年に⾳⼤を卒業し演
奏家としてスタートしました私たちは、クラシック⾳楽を通して⺟国の⾳楽を⼤切
にしつつ⻄洋の⾳楽の演奏を続けております。常⽇頃私たちが感じている⾳楽の素
晴らしさを今年も演奏会にて皆様にお伝えし⽂化交流の場となることを願っており
ます。演奏に関しましては、⼭⽥耕筰の作品を始めモーツァルト、ペルゴレージ、
ドニゼッティ、ロッシーニなど様々な曲で皆様をお迎えいたします。ホールはバリ
アフリーとなっており、⾞いすのお客様も安⼼してご来場いただけるよう体制を整
えて演奏者⼀同お待ちしております。

特別展「ジュディ・オング倩⽟ ⽊版画の世界 
」
  「愛知県⽴芸術⼤学陶磁専攻柏会30周年記念展
-柏会の軌跡-」

公益財団法⼈
古川知⾜会、
愛知県⽴芸術
⼤学美術学部

2018/8/4 2018/10/8 愛知県
名古屋市
千種区

古川美術館では⽊版画家ジュディ・オング倩⽟の初期作品から最新作まで展⽰する
とともに、直接の師である井上勝江⽒の作品、そして井上⽒の師匠の棟⽅志功⽒の
⾁筆画と書も展⽰し、ジュディ作品の源流、師の系譜を紹介する。その他、ジュ
ディ⽒が続けている⽇本介助⽝協会のサポート⼤使としての活動や、介助⽝協会の
Ｔシャツのイラスト原画も展⽰する。分館爲三郎記念館では、愛知県⽴芸術⼤学陶
磁専攻の教授、卒業⽣、修了⽣、現役⽣が所属する研究会・柏会の30周年記念展で
ある。作家として陶磁の伝統に⽴脚しながら、現代の暮らしに求められ“⽤の美”を
追求している柏会のこれまでの軌跡と、時代を担う若き作家たちの挑戦を紹介す
る。
なお、会場となる施設は、スロープやエレベーターが整備されており、展⽰スペー
スにおいては、⾞椅⼦利⽤者など、どなたでも⾒学しやすい展⽰レイアウトに⼼掛
けます。

島地保武×環ROY『ありか』
公益財団法⼈ 
愛知県⽂化振

興事業団
2018/6/23 2018/6/24 愛知県

名古屋市
東区

愛知県芸術劇場がプロデュースしたダンスとラップを組み合わせた先端的な作品で
ある。フォーサイス・カンパニーで活躍していた舞踊家の島地保武とラップ・アー
チストとして活躍中の環ROYによる異ジャンルによる先鋭的なコラボレーション公
演。平成２８年度に新制作を⾏い、平成２９年度、全国各地で公演を重ね、今年度
は愛知で凱旋公演を⾏う。
上演にあたり、サービス介助⼠を配置し、⾞椅⼦来場者受け⼊れ、障害者への座席
案内、筆談具の設置など障害者や⾼齢者等への対応に取り組む。

愛知県少年少⼥合唱連盟第22回合唱フェスティ
バル

愛知県少年少
⼥合唱連盟

2018/8/26 2018/8/26 愛知県 東海市

愛知県下の少年少⼥合唱⾳楽の普及発展を⽬指して合同演奏会を開催し、出演する
加盟団体の団員や指導者の交流の場をもつことを⽬的としている。参加者の保護
者、友⼈知⼈を始め、ポスターやチラシを⾒て来場する⼀般聴衆も数多くみられ
る。出場者にも、来場者にも毎年何⼈もの障害者があり、出演や客席への動線を⼗
分配慮して運営を進めるという物理的な⾯だけでなく、ともに⾳楽を楽しめるよう
⼼の垣根も取り払っていく努⼒を重ねている。我が国の合唱曲はもとより、諸外国
の合唱曲もプログラムに取り上げられ、幅広い豊かな合唱芸術の素晴らしさを互い
に味わっている。また、当施設にはエレベータや⼤ホールには⾞いす専⽤スペース
が設けており、⾞椅⼦障害者にも安⼼して気軽に公演を鑑賞していただけます。

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
2018/7/1 2018/12/31 ⼤阪府 泉佐野市

主要国際空港の１つである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する。國酒の⽂化性・機能
性・多様性の魅⼒を正しい知識を世界に発信し、通訳兼補助スタッフを使って外国
⼈の⽅々に対応するとともにＱ＆Ａにも対応する。また、酒蔵ツーリズム等の情報
提供も⾏い、地⽅への広がりをも考慮していくこととしている。

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
2018/7/1 2018/12/31 千葉県 成⽥市

主要国際空港の１つである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する。國酒の⽂化性・機能
性・多様性の魅⼒を正しい知識を世界に発信し、通訳兼補助スタッフを使って外国
⼈の⽅々に対応するとともにＱ＆Ａにも対応する。また、酒蔵ツーリズム等の情報
提供も⾏い、地⽅への広がりをも考慮していくこととしている。

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
2018/7/1 2018/12/31 愛知県 常滑市

主要国際空港の１つである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する。國酒の⽂化性・機能
性・多様性の魅⼒を正しい知識を世界に発信し、通訳兼補助スタッフを使って外国
⼈の⽅々に対応するとともにＱ＆Ａにも対応する。また、酒蔵ツーリズム等の情報
提供も⾏い、地⽅への広がりをも考慮していくこととしている。



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（国際空港キャンペーン）
⽇本酒造組合

中央会
2018/7/1 2018/12/31 東京都 ⼤⽥区

主要国際空港の１つである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する。國酒の⽂化性・機能
性・多様性の魅⼒を正しい知識を世界に発信し、通訳兼補助スタッフを使って外国
⼈の⽅々に対応するとともにＱ＆Ａにも対応する。また、酒蔵ツーリズム等の情報
提供も⾏い、地⽅への広がりをも考慮していくこととしている。

國酒ＰＲ推進事業（⽇本酒フェア、きき酒、セミ
ナー等）

⽇本酒造組合
中央会

2018/6/1 2018/6/16 東京都 豊島区

國酒である⽇本酒について、東京オリ・パラの機会を捉えて国内外に⽇本酒・⽇本
酒⽂化を情報発信する。具体的内容は以下のとおりです。⽇本酒の魅⼒を堪能でき
る世界最⼤級のイベントです。樽酒による鏡開き。「全国新酒鑑評会」の⼊賞酒約
４１０点が登場し、各地の蔵元が技と情熱を注ぎこんだ極上の新酒の飲み⽐べがで
きる。酒造りの⼯程等をパネル展⽰と映像で紹介する。また、４５都道府県の⽇本
酒が勢ぞろいし、試飲会等を実施する。⼥性杜⽒、各県酒造組合、歴史家等の各種
セミナーや英語のみの外国⼈向けセミナーも実施する。さらに酒蔵ツーリズムＰＲ
コーナーでは、⽇本各地の酒蔵ツアー情報紹介や各地酒蔵の淡彩画の展⽰や歴代⾸
相「國酒」⾊紙の展⽰する。会場には英語以外で中国語、韓国語に対応するコー
ナーを設けるとともに多⾔語パンフレットも⽤意する。

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
2018/6/1 2018/6/15 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、各国の商⼯会議所
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
事等をセミナー通じて紹介するとともに、⽇本酒の造り⽅等の正しい知識を提供し
ます。全国の⽇本酒のきき酒や試飲をしていただき、⽇本酒⽂化を発信します。
セミナーは英語で講演を⾏い、制作物も英語表記になります。また、会場に英語対
応ができるスタッフを配置し、外国の⽅のご対応をします。

九頭⻯フェスティバル2018・永平寺⼤燈籠なが
し

九頭⻯フェス
ティバル実⾏

委員会
2018/8/25 2018/8/25 福井県 永平寺町

⽇本夜景遺産にも登録された永平寺⼤燈籠ながしは、昭和６３年に開催されて以
降、３１年に渡って続けられている。⽇が落ちた頃に曹洞宗⼤本⼭永平寺の雲⽔・
役僚による法要が始まると、辺りに読経が響きわたり、会場は厳粛な雰囲気に包ま
れる。法要後、先⼈への供養の思いや願い事がこもった１万基の燈籠が九頭⻯川に
流され、暖かな光の帯を描く。法要の厳かな雰囲気や、川⾯に揺らめく燈籠は、⽇
本⼈だけでなく海外のお客様にも充分に禅の⼼を味わっていただくことができる。
フィナーレには花⽕が打ちあがり、夜空を彩る。
バリアフリーについては、障害者駐⾞場や⾞椅⼦の貸し出しを⾏い、困り事等お⼿
伝いをさせていただくスタッフを配置。海外のお客様に対しては、ＨＰなど主に
ネットでの英語表記を充実させていく。

カニサレス フラメンコ・クインテット 来⽇公演
2018

⼀般財団法⼈ 
⼭形市都市振

興公社
2018/9/17 2018/9/17 ⼭形県 ⼭形市

テルサホールはクラシックをはじめとする⽣⾳による演奏会にとりわけ適した本格
的なコンサートホールで、国内有数の建築⾳響が評価されている。このホールにお
いて、世界的に著名な演奏家による話題性のある公演事業を実施することで、地域
住⺠に質の⾼い⾳楽⽂化に触れてもらう、多様な観賞要望の充⾜を図ることなどを
⽬的としている。また、当事業は、⽇本・スペイン外交樹⽴150周年事業の⼀環事
業であり、交流の活性化に繋げるとともに、地域芸術⽂化の⼟壌形成への寄与が期
待される公演である。会場となる⼭形テルサには⾝体障害者専⽤駐⾞場、⾝体障害
者専⽤トイレ、⾞イスや盲導⽝を連れて来場される⽅のための席も完備されてお
り、障害者の⽅も気兼ねなく楽しんでいただけるコンサートとなっている。

まるごといちにち こどもびじゅつかん！
サントリー美

術館
2018/8/28 2018/8/28 東京都 港区

⼩・中学⽣と同伴保護者を対象とした休館⽇特別開館ならびに教育普及プログラム
の実施。休館⽇を利⽤して、⼦ども⽤ワークシートやパネルを使ったり、展⽰室で
話しながら鑑賞するなど、通常の開館⽇より⼦どもたちがのびのびと過ごすことが
できる環境で美術館体験をお楽しみいただけます。⼊館できるのは⼩・中学⽣と同
伴の保護者のみで、いずれも無料。展覧会「琉球美の宝庫」（7/18〜9/2開催）の
鑑賞を中⼼に、琉球の美術をより多⾓的に楽しめる⼦ども向けプログラムを⽤意し
ています。
ワークシートは⽇本語版のほか、英語版も⽤意するため、海外からお越しのお⼦様
連れの⽅も気軽にご来館いただける機会となります。なお、会場内の設備はバリア
フリーに対応しています。
【⽇時】2018年8⽉28⽇（⽕）10時〜17時（最終⼊館は16時30分）
【料⾦】無料（ただしプログラムによって材料費がかかる場合あり。詳細は7⽉初
旬にサントリー美術館ウェブサイトでご案内）

宇野誠⼀郎⾳楽会

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2018/10/7 2018/10/1 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。
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
を取り除く取組である。
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鎌⽥實講演会

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2018/11/16 2018/11/16 ⼭形県 ⼭形市

医師・作家の鎌⽥實⽒による講演会。⽒はベラルーシの放射能汚染地帯への医師団
の派遣やイラクでの難⺠キャンプでの診察に尽⼒するほか、東⽇本⼤震災の被災者
⽀援にも取り組んでいる。東⽇本⼤震災の⽀援活動から⾒えてきた「東北・⽇本」
について、国内外に発信する。
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
を取り除く取組である。

死神の精度〜７Ｄａｙｓ Ｊｕｄｇｅｍｅｎｔ

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2018/9/23 2018/9/23 ⼭形県 ⼭形市

「重⼒ピエロ」「ゴールデンスランバー」などで知られる⽇本を代表する作家・伊
坂幸太郎原作の「死神の精度」を舞台化、萩原聖⼈、ラサール⽯井といった著名な
俳優が出演し、国内外から集客を図るとともに、⽇本⽂学及び⽇本の演劇の素晴ら
しさをＰＲする。
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
を取り除く取組である。

バリアフリー演劇鑑賞会
流⼭市⽂化会

館
2018/7/21 2018/7/21 千葉県 流⼭市

障害のある⼈もない⼈も、共に若さあふれる演劇を楽しんでいただこうと、流⼭市
⽂化会館で「バリアフリー⾼校演劇鑑賞会」を開催。千葉県⽴流⼭おおたかの森⾼
校演劇部が出演し、同校部員が脚本執筆した「⼈⽣警備員」を上演。聴覚障害の⽅
には字幕解説、視覚障害の⽅には⾳声ガイド、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
ともに楽しめる演劇を上映。会場内では⾼校⽣による案内のサポートも有り。

第3回 野球で⾃由研究！コンテスト
公益財団法⼈ 
野球殿堂博物

館
2018/7/1 2018/12/31 東京都 ⽂京区

明治5年に⽇本に野球が伝来してから、今年で144年が経過し、今⽇では野球は⽇
本⽂化の⼀つとして⼈気を誇り、確固たる地位を築いている。また、野球には歴史
や⽂化、科学など、様々な視点から⾒つめることのできる多様性を秘めており、⽼
若男⼥、障害の有無を問わず楽しめるスポーツでもある。そこで、野球には歴史、
⽤具、野球場、記録など⾃由研究のテーマになる題材が多数あることから、野球を
テーマに⾃由研究をする⼩学⽣を対象としたコンテストを開催し、バリアフリーに
対応した施設である野球殿堂博物館を会場に、応募のあった作品を企画展「野球で
⾃由研究2018コンテスト作品展」で紹介するとともに、応募作品から、最優秀
賞、優秀賞を選出する。

瞳みのる＆⼆⼗⼆世紀バンド  LIVE
〜⾳楽は時代と国境を越える〜

株式会社オ
フィス⼆⼗⼆

世紀
2018/11/7 2018/12/31 東京都 新宿区

1960年代後半、グループサウンズで⼈気を博した「ザ・タイガース」のドラマー
瞳みのるが、⾃らバンドを結成し四⾕区⺠ホールで多⾔語を駆使したコンサートを
⾏う。
瞳はタイガース解散後、慶應⼤学⽂学部に⼊学。卒業後は慶應⾼校の教師となって
漢⽂・中国語を教え、学⽣の国際交流にも⼒を発揮した。
2011年、沢⽥研⼆のコンサートにゲスト出演して⾳楽活動を再開。⾃⾝のコン
サートは「⾳楽は時代と国境を越える」をテーマとして掲げ、異⽂化コミュニケー
ションを⽬的としている。⽇本の唱歌のルーツがアメリカの⺠謡である等のレク
チャーを交えながら、⽇本語の歌を英語、中国語などに翻訳して歌唱するなど、⾔
語の壁を越えて⾳楽を楽しむという内容になっている。

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

2018/10/1 2018/11/3 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、中央区じまん市、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。

第8回蒲郡市⻘少年国際交流⾳楽祭
蒲郡市ジュニ
ア吹奏楽団

2018/8/25 2018/8/25 愛知県 蒲郡市

戦後⽇本の⾳楽教育，特に部活動を中⼼とした吹奏楽は世界トップレベルの演奏を
披露している。3年連続⽇本⼀を受賞した蒲郡中学校，そのOBを中⼼として結成し
た蒲郡市吹奏楽団など，多くの⼈材･成果をあげてきた蒲郡市ではあるが，⽣徒減
少は避けられなかった。1995年学校の枠を超えたジュニア吹奏楽団を⽴ち上げ，
2004年には蒲郡市⻘少年国際交流⾳楽祭を開催した。
現在韓国(ソウル市内)とアメリカ(グアム)から⻘少年⾳楽団体の誘致を進め，それ
ぞれの演奏と合同演奏を企画している。プログラムには挨拶や演奏曲⽬を⽇英韓語
を掲載し，それぞれの団体が単独･合同演奏できるよう演奏会リハーサル時から会
場に外国語対応スタッフを配置する。



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

2018/10/17 2018/10/22 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。
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。

「今年の⼀⽫®」
株式会社ぐる

なび
2018/12/6 2018/12/6 東京都 渋⾕区

優れた⽇本の⾷⽂化を⼈々の共通の遺産として記録に残し、保護・継承するために
その年の世相を反映し象徴する⾷を「今年の⼀⽫」として毎年発表します。飲⾷店
情報サイト「ぐるなび」にアクセスしたユーザーの検索・⾏動履歴などぐるなびの
ビッグデータから抽出したワードをもとに、ぐるなび会員を対象としたユーザーア
ンケート、メディア関係者の審査を経て、下記の条件が満たされていることを確認
した上で、「今年の⼀⽫」実⾏委員会が承認、決定します。
条件
・その年に流⾏または話題となった。
・その年の社会の動きと関係が深く、世相を反映している。
・⾷⽂化の記録として後世に受け継ぐ価値がある。
決定後、英語版でプレスリリースの配信を予定しています。

こども演劇プロジェクトN.G.A. サマーステージ
2018『Make The World〜古事記〜』

こども演劇プ
ロジェクト

N.G.A.
2018/8/16 2018/8/19 東京都 調布市

「演劇」という“コミュニケーションを表現する”体験を通して、コミュニケーショ
ン⼒、問題解決⼒、セルフコントロール、集中⼒、協調性、⾃主性、感性など、こ
どもたちが社会を「⽣きる」うえで重要なチカラを育てることを⽬的に、４歳から
18歳までのこどもたちだけで演じるオリジナル舞台公演を実施します。⽇本最古の
⽂学と⾔われる『古事記』を、作家でありN.G.A.代表である久⽶伸明が新たに⽣ま
れ変わらせ、2020年の東京オリンピック開催に向けて、⽇本⽂化の原⾵景や歴
史、そして「和のこころ」を伝えていきます。外国⼈向けの取組としては、開演時
のアナウンスの⽇英２ヶ国語に対応する他、劇中にダンスなどの⾮⾔語表現を積極
的に組み込み⾔葉を超えて楽しんでいただける演出を⾏います。
また、劇場は⾞椅⼦のご⼊場・ご観劇が可能です。

TOKYOこども演劇フェスティバル SUMMER 
STAGE 2018『ヒカリの王国』

TOKYOこども
演劇フェス

ティバル製作
委員会

2018/9/9 2018/9/9 東京都 新宿区

「TOKYOこども演劇フェスティバル」は2016年より夏休み・冬休みに開催されて
きた、こどもたちに演劇を通して「⾃分を表現することの楽しさ」や「⼈と関わる
ことの楽しさ」を体験してもらうことを⽬的とする、こどものための演劇フェス
ティバルです。今回は、9⽉9⽇（⽇）に新宿⽂化センター⼩ホールにて、⽇本全国
から⼀般公募で集まった⼩学⽣126名による、こどもだけの舞台『ヒカリの王国』
を上演します。近年その効果が注⽬されている、⽇本の「演劇」による教育⽂化を
本舞台を通じて世界に発信します。
尚、劇場は⾞椅⼦でのご⼊場・ご観劇が可能です。

たづくりシアター寄席 その五

公益財団法⼈ 
調布市⽂化・
コミュニティ

振興財団

2018/10/26 2018/10/26 東京都 調布市

過去の第3、４弾もbeyond2020認証事業として実施させていただき、好評を得ま
した調布市⽂化会館たづくりで開催する落語シリーズの第５弾です。座席数100席
の会場で開催する「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（お楽しみ）なども交え、幅広い世代に⽇本の伝統芸能
楽をしみながら学んでいたくだことができます。
また、チラシには⼀部英語訳を記載し、⽇本語や⽇本⽂化をより深く学びたいと考
えている在⽇外国⼈の⽅々にも来場していただける⼯夫を施します。
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、障害をお持ちの⽅にもご来場いただき、気兼ねなく楽しんでいただける設
備を⽤意しています。

たづくりシアター寄席 その六

公益財団法⼈ 
調布市⽂化・
コミュニティ

振興財団

2019/2/11 2019/2/11 東京都 調布市

過去の第3、４弾もbeyond2020認証事業として実施させていただき、好評を得ま
した調布市⽂化会館たづくりで開催する落語シリーズの第６弾です。座席数100席
の会場で開催する「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。「そ
の六」では話芸だけではなく「紙切り」を加え、幅広い世代に多様な伝統芸能楽を
しみながら学んでいただくことができます。
また、チラシには⼀部英語訳を記載し、⽇本語や⽇本⽂化をより深く学びたいと考
えている在⽇外国⼈の⽅々にも来場していただける⼯夫を施します。
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、障害をお持ちの⽅にもご来場いただき、気兼ねなく楽しんでいただける設
備を⽤意しています。

あいづまちなかアートプロジェクト2018

あいづまちな
かアートプロ
ジェクト実⾏

委員会

2018/10/6 2018/11/4 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、蔵や店舗等を展⽰会場として開催することで、ある
ゆる年代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
振興イベントです。
開催期間中は、展⽰の他、ワークショップやまち巡りが楽しくなるスタンプラリー
なども開催します。また、プレ事業として、⼦どもを対象とした漆のワークショッ
プなどを開催し、漆を⾝近に感じておらう取り組みを⾏っています。ウェブサイト
は⽇・英の⼆ヶ国語で対応しています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

遊⼯房 アーティスト・イン・レジデンス・プロ
グラム

有限会社 遊
⼯房

2018/4/1 2019/3/31 東京都 杉並区

遊⼯房アートスペースは国内外のアーティストが⼀定期間滞在しながら制作をす
る、都市滞在型のアーティスト・イン・レジデンスである。年間を通して定期的に
滞在海外アーティスト等の活動発表を開催している。海外アーティスト及び研究者
等が滞在中に体感した⽇本⽂化、⼈々の営み、習慣、社会的背景等を作品にし、来
場者と共有する。また外国⼈と⽇本⼈の交流、さらに地域社会の⼈々との対話を通
した相互理解の醸成を図り、多様性が受け⼊れられる社会の形成を⽬指す。アー
ティストや活動紹介等のweb情報及びカタログ等の印刷物は、⽇本語・英語で展開
している。

ＰＭＦ2018 第29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 ／ 

札幌市

2018/7/7 2018/8/1 北海道 札幌市

世界各国・地域からオーディションで選ばれた若⼿⾳楽家（ＰＭＦアカデミー）
が、約１か⽉の会期中、札幌で世界⼀流の⾳楽を学ぶクラシック⾳楽の国際教育⾳
楽祭。教育だけでなく、国や⾔葉、⽂化の壁を越えて、寝⾷を共にしながら国際交
流を深める。
札幌市内・外にて約40公演の演奏会を実施。中⼼部や⽂化施設・観光施設等での無
料コンサートも。
⼩学6年⽣がPMFアカデミーと共演するリンクアップ・コンサートや、病院・特別
⽀援学校等でのボランティア・コンサートの開催など、様々な対象に⽣のクラシッ
ク⾳楽の鑑賞機会を提供するほか、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、障害者など会場に⾜を運ぶことが難しい⽅々へ鑑賞
の機会を提供。
⼤ホールでは⾞椅⼦席を設け、専属のレセプショニストがお声掛け・ご案内するこ
とになっている。ホームページは⽇英で表記。英語でのチケット販売にも対応。

ザ・コーポレートゲームズ東京2018アジアパシ
フィック

三井不動産レ
ジデンシャル
株式会社・⼀
般社団法⼈ス
ポーツフォー
ライフジャパ

ン

2018/6/1 2019/1/31 東京都
中央区・
江東区等

2020年、また、2020年以降に続く東京の発展と街づくりに資する取組みのひとつ
として湾岸エリアを開催エリアの中⼼とし、10種⽬の競技から構成され、障がい者
の⽅の参加にも配慮し、⺠間施設から⼩学校などの公共施設まで複数施設を活⽤し
て実施される誰もが参加できる市⺠参加型マルチスポーツフェスティバル（健常
者、障がい者区別なく同⼀ルールで参加できる⼤会）。スポーツを通して新旧住⺠
が⼀体となるコミュニティ形成の促進・地域活性化へとつなげていきます。
なお、当⽇は障害者の⽅へのフォロー等を⾏うボランティアを配置します。
⼤会プログラムの中には参加者皆様が交流できる場づくりとして複数のセレモニー
を⽤意しており、J-POPライブなどのパフォーマンスを提供することで⽇本カル
チャーの発信にもつなげていきます。

⽔の⾔葉〜シューベルト「美しい⽔⾞⼩屋の娘」 IdoMineo 2018/7/4 2019/1/31 東京都 港区

和歌⼭県の”清らかな⽔”を取り巻く⽔環境にレンズを向ける内⼭りゅう⽒の写真と
ドイツで⻑年オペラ歌⼿として活躍し、本場ドイツでシューベルト「美しい⽔⾞⼩
屋の娘」を歌い激賞されたテノール永⽥峰雄⽒とのコラボレーションコンサートで
す。⽇本の清流とドイツ語圏の⽂化交流となります。外国⼈（ドイツ語圏の⽅に

 は）⾔語の壁を取り除く取り組みです。
永⽥峰雄⽒によるシューベルト「美しい⽔⾞⼩屋の娘」とシューベルト歌曲の公開
レッスン、内⼭りゅう⽒が⾒つめ続ける「⽔の⾔葉」を伝える講演会などを通し

 て、更に⽇本とドイツ語圏の魅⼒に触れていただきたいと思います。
⾼輪区⺠ホールには、⾞いすスペース完備。サントリーホールは、バリアフリー対
応となっています。

第65回記念 細川流盆⽯展 東京九曜会 2018/6/28 2018/7/1 東京都 豊島区

東京九曜会はこれまで海外での国際交流事業を通して⽇本の伝統芸術として「盆
⽯」の広報に努めて参りました。成果として外国⼈にも愛好者が出てSNSなどで魅
⼒を⾃ら発信する⽅も出ています。当会の恒例年間最⼤⾏事として⾏われる展⽰会
が今回申請させていただく「細川流盆⽯展」です。会場では英語表記の盆⽯解説チ
ラシの配布、⼊⼝看板に英語、中国語、韓国語の案内表記をさせていただき、「実
演・体験」の場では英語対応可能なスタッフを配置いたします。また、会場にはバ
リアフリー、エレベーター、多機能トイレの対応がされており、⾞いすご利⽤・ご
⾝体に不⾃由のおありの⽅にはスタッフが付き添わせていただきます。会場が学習
院⼤学であることは「盆⽯」が明治期貴族婦⼥⼦の教養として重んじられていたこ
とにご縁がございます。正統を継承しつつ永続性のある⽇本のレガシーとして「盆
⽯」を世界に発信していくためにご認証をいただきたく存じます。

川越観光ポータルアプリ コエドノコト
株式会社櫻井

印刷所
2018/5/22 2019/5/21 埼⽟県 川越市

 ⽇本⼈・外国⼈共に、川越観光に訪れる観光客も増えており、外国⼈観光客は勿
 論、⽇本⼈観光客、川越在住の⼈々にも、川越の蔵づくりの町・寺社・⾷⽂化・歴

史等を⾒近に感じてもらい、敷いては⽇本⽂化全般への理解を深めてもらう事を考
え、川越観光に特化した「コエドノコト」というアプリケーションを開発しまし

 た。
また、外国⼈観光客向・各店舗の従業員双⽅が⾔葉の壁に悩まされない様に、
googletranslate機能の搭載により、6カ国語の翻訳にも対応し、便利に川越観光が
出来る仕様にしました。

関東さわやかボッチャ⼤会
関東さわやか
ボッチャ⼤会
実⾏委員会

2018/7/8 2018/7/8 神奈川県
横浜市港

北区

障害のあるなし、⼦どもから⾼齢者まで誰でも⼀緒に同じコートで競技ができる
ボッチャ。障害のある⽅が1名以上⼊れた3⼈チームが条件。予選リーグ、決勝トー
ナメントで優勝を⽬指します。試合をとおして⼈と⼈が繋がり、インクルーシブな
感覚が広がることを期待しています。まさにユニバーサルなスポーツ⼤会。このよ
うな⼤会が増えていくことを発信したい。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

発掘された⽇本列島2018
⽂化庁⽂化財
部記念物課

2018/6/2 2019/2/17 東京都 墨⽥区

本事業は、全国で年間8,000件⾏われている埋蔵⽂化財の発掘のうち、全国的に注
⽬を集めた遺跡の出⼟品、発掘調査により明らかになった遺構、展⽰開催館が所在
する周辺地域における遺跡の出⼟品等を展⽰することにより、その意義と重要性に

 ついて理解を図る取り組みである。
展⽰に当たっては英語による解説版を作成するとともに、英語通訳付きの展⽰解説
を実施するなど、外国⼈にとっても⾔葉の壁に配慮した取り組みとなっている。

札響ポップスコンサート Vol.16
公益財団法⼈ 
札幌交響楽団

2018/7/11 2018/7/11 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で開催している年1度の札響ポップスコ
ンサートでは、映画⾳楽やJ.POPSなど幅広いジャンルの選曲をし、普段オーケスト
ラを聴いたことがない⽅々へ興味をもっていただけるように⼯夫をしています。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。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。

NPO法⼈徳島県古武道協会主催  京都下鴨神社古
武道奉納演舞⼤会

特定⾮営利活
動法⼈徳島県
古武道協会

2018/7/1 2018/8/1 京都府
京都市左

京区

徳島に関ヶ原合戦前に伝承された柳⽣新陰流である阿州柳⽣神影流兵法剣術や流派
伝承の浦安の舞、神楽舞、五穀豊穣の舞などが披露される。当⽇は、全国各地の武
道流派も集合して⽇本⼈観光客だけではなく外国⼈観光客、地元市⺠が楽しめるイ
ベントとなっている。終了後は参加流派の剣術体験や巫⼥⾐装をつけての撮影など

 も計画している。
 健常者のみの参加ではなく、障害者でも⾃分の出来る範囲で楽しめるような企画と
なっている。特に⼤きな壁があるわけではなく誰でも分け隔てなく性別。年齢、障
害などの壁は全くない環境である。また⾞いすや移動サポートにはスタッフが対応

 するようになっている。
英語は対応出るスタッフがいる。ただ⾔葉が通じなくても楽しめるようになってお
り、⽬で⾒て⽇本⽂化感じ、体で動いてさらに⽇本⽂化を感じ感銘を受ける企画と
なっている。

プラザノース開館10周年記念 セルゲイ・マー
ロフ＆ 岩崎洵奈 デュオ・リサイタル

プラザノース
マネジメント

株式会社
2018/10/14 2018/10/14 埼⽟県

さいたま
市北区

多数の弦楽器を⾒事に使い分ける稀有な秀才セルゲイ・マーロフと世界各地で活躍
する気鋭のピアニスト岩崎洵奈によるデュオ・リサイタルを開催します。⽂化芸術
を気軽に楽しんで頂くため、落語や狂⾔、クラシックといったホール公演、また
ギャラリーでは若⼿アーティストによる展覧会を開催。造形・ＣＧ・絵画・陶芸な
どの各種アトリエや和室では茶道・茶会、着付け、⽣け花、和裁など各種サークル
活動も盛んで、年間を通し芸術および⽇本⽂化の魅⼒を伝える事業に取り組んでい
ます。施設全体がユニバーサルデザインによって設計され、年齢や障害の有無にか
かわらずさまざまな⼈にとって利⽤しやすい施設となっています。介護ベッド、オ
ストメイト対応のトイレも完備。ホール内に⾞いす席があり、⾞いすの⽅も安⼼し
て公演を楽しめます。

カダーレリアルクラシック２０１９
⼀般社団法⼈ 
カダーレ⽂化
芸術振興会

2019/2/3 2019/2/3 秋⽥県
由利本荘

市
 ⾞椅⼦のお客様の先⾏⼊場、専⽤席の⽤意

視覚に障害があるお客様の先⾏⼊場、優先席の⽤意

⽇本⽂化と「漆芸修復」⾦継ぎ解説（修復ご相談
対応）

⽇本⽂化構造
学研究会＆

「漆芸舎平安
堂」

2018/5/23 2018/5/29  東京都 中央区

漆芸修復「⾦継ぎ」などを通じて、⽇本⽂化の魅⼒を発信します。⽇本⽂化と伝統⼯芸であ
る漆芸修復を解説や修復事例などご紹介します。
⽂化財修復に不可⽋な漆芸技法は、クールジャパンとして世界が注⽬する京都⽂化であり、
すでに海外からの来店も増加しています。本講座・体験教室は、漆芸修復を主に、⽇本⽂化
構造学研究会の著書を活⽤し、漆芸修復以外の⽇本⽂化や、伝統的芸術、⼯芸、花、建築な
ど、多様な⽇本⽂化を総合的に伝えます。
「英⽂の⽂化観光情報誌の掲載記事」や「⽇英⽂によるオリジナルの紹介資料」も準備して
おり、京都から世界に⽇本⽂化を発信していきます。

Japanesecultureisunlikemanyothers,nurturedfromtheuniquesensitivitiesofancestorsin
pursuitofwonderfulcraftsmanship.Inaddition,thoseancestorsdidnotforgettopassontoth
enextgeneration,thespirit,skillsandhopesdevelopedthroughtheircreations.Inrecentyea
rs,however,aschemicalproducts,massmanufacturingandmassconsumptionhavebecom
emainstream,itseemsthatpeopleʻsfeelingstowardsthe“things”
theyaregiven,havechangedgreatly.
Thatdoesnotmeanthatallthingsaretreatedinthisway.Itisthecustomer'snaturalfeelingsof
wantingtokeepthememoriesofandinheritsomethingthatisdeartothem,whichwewouldlik
etoacknowledgewiththespiritandtechniquesoftraditionalmethods,andexpressitsbeauty
.
Through"kintsugi",thetraditionalmethodofrestorationusingurushi,anexampleofancient
Japaneseculture,wehopetocontinueconveyingtheinnatespiritoftheJapanesepeople.

京都国⽴博物館 夏期講座
京都国⽴博物

館
2018/7/27 2018/7/28 京都府 京都市

京都国⽴博物館では、毎年夏にさまざまな分野の研究者が⼀つの共通のテーマに
沿って、最新の研究成果を盛り込んだ発表を⾏う集中講座（夏期講座）を開催して
います。
今年は「名品を旅するⅢ」をテーマに開催します。興味のある⽅は、ぜひ御参加く
ださい。
往復はがきに住所・⽒名・年齢・職業・電話番号を明記の上、京都国⽴博物館「夏
期講座係」（〒605-0931京都市東⼭区茶屋町527）までお申し込みください。
平成30年6⽉1⽇〜10⽇（期間内必着）
※5⽉31⽇以前の申込は無効となります。
※申込⼈数が定員を超えた場合は抽選を⾏います。
※熱で消せるボールペン（フリクションボールペン等）は使⽤しないでください。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

祇園会 屏⾵飾り展
公益財団法⼈
奈良屋記念杉
本家保存会

2018/7/10 2018/7/23 京都府 京都市

夏の京都の⼤イベント、「祇園祭」に合わせて、杉本家住宅では毎年、夏の特別⼀
般公開として「祇園会屏⾵飾り展」を開催しています。京町家の座敷にしつらえた
屏⾵を鑑賞できる貴重な機会です。
今年は、前祭期間（7/10~7/12）に屏⾵「盧雁図」、7/14~7/16の期間に、俵屋
宗達の屏⾵「秋草図屏⾵」などを展⽰します。
当保存会所蔵の屏⾵の⼀年に⼀度の公開です。京町家、夏のハレの⽇のしつらえと
共に、是⾮お楽しみください。（展⽰内容の詳細につきましては当会ホームページ
をご確認ください）

京都の出版社に聞く
京都府⽴京都
学・歴彩館

2018/5/25 2018/5/25 京都府 京都市
京都の出版社の⽅に、⾃社のこと、刊⾏している出版物のこと、ご⾃⾝の⽇々の仕
事内容等についてご講演いただきます。当⽇は、講演する出版社が発⾏する所蔵資
料を会場に展⽰します

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

2018/7/17 2018/7/17 京都府 京都市

⽇本三⼤祭の⼀つである京都の「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イベントです。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、オリジナル
のスカーフを制作し、「京都の⽂化」をお持ち帰り頂けます。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。

アーティストとつくる

公益財団法⼈ 
福岡市⽂化芸
術振興財団、

福岡市

2018/8/6 2018/8/11 福岡県
福岡市博

多区

⼦どもたちのさらなる芸術⽂化活動への⾃発的・意欲的な取り組みの促進を⽬指
し、演劇作品を創作するワークショップを実施する。公募で集まった⼦ども達が地
域の演劇⼈、ダンサー達とともに、オリジナルの演劇作品を創作するもの。あらか
じめ決まった台本はなく、物語、登場⼈物など⼦どもの発想を活かして創作し、最
終⽇に発表会を⾏う。「みんなで協⼒し、新しいものをつくる」という演劇ならで
はの創作過程において、⼦どもたちが他者理解、合意形成のむずかしさ、楽しさも
経験する。近年、市内公⽴⼩学校に通う児童の多国籍化を反映し、本事業にも1割
程度の外国籍の⼦どもが参加している。⾔語や⽂化の違いを⼦どもたちなりに解釈
して作品に反映するなど、外国籍の⼦ども達の⾃⼰肯定感を育むだけでなく、参加
した⼦どもたちの多⽂化共⽣理解の促進にも寄与している。

藤原道⼭×SINSKE 〜尺⼋とマリンバによる世
界最⼩オーケストラ〜 花-FlowerS-

株式会社 ヨ
ランダオフィ

ス
2018/6/15 2018/6/15 福岡県

福岡市中
央区

尺⼋の新たな魅⼒を拓く第⼀⼈者として、邦楽のみならず幅広いジャンルで活躍中
の藤原道⼭。5オクターブのマリンバを⾃在に操り、唯⼀無⼆の世界観でメロディ
を奏でるSINSKE（シンスケ）。
「尺⼋とマリンバだけで、オーケストラのような多彩な響きを⽣み出せるはず」⼆
⼈のそんな思いからスタートした、今や全国で完売続出のコンサート。
7年⽬の今回は"花″をテーマに、クラシック「花のワルツ」をはじめ、⽇本唱歌や
ポップス「アマポーラ」などジャンルを超えた名曲の数々に、オリジナル楽曲を交
えお届けします。⽇本の伝統的な楽器・尺⼋の⾳⾊を、世界中で知られている曲⽬
で聴いて頂ける機会となります。また、会場はバリアフリーで⾞椅⼦席完備（要・
事前お申込み）です。

博多まち歩き・ぶらぶら福岡
株式会社 

グーマンプロ
ジェクト

2018/3/1 2018/11/30 福岡県
福岡市博

多区

訪⽇外国⼈を主な対象都市，歴史的⾃社や伝統的な商店街が多い博多区を中⼼に，
⾊々な⽇本⽂化を体験しながら，街中を歩く体験型のウォーキング「博多まち歩
き・ぶらぶら福岡」を運営しています。主な訪問先は，寺院・神社・歴史的資料
館・⽼舗の商店街や個⼈商店で，⽬的別に約３時間で回る全４コースを設定してい
ます。神社では参拝の礼法等の説明を，茶室では⽇本茶の歴史や作法の説明を，寺
院では仏像や庭園・中国との交易の歴史の説明を，資料館では⼭笠の歴史や博多
織・博多⼈形等の伝統⼯芸の技法等の説明を，個⼈商店では結納品や蒲鉾・玩具・
節句⼈形・盆提灯の説明等，通訳付きで歩きながら楽しく⽇本⽂化を体験できるま
ち歩き企画です。
着物着付け体験をご希望の⽅は、詳細につきまして主催者までお問い合わせくださ
い。

六⽉博多座⼤歌舞伎
株式会社 博

多座
2018/6/2 2018/6/26 福岡県

福岡市博
多区

今年の六⽉博多座⼤歌舞伎は，松本幸四郎改め⼆代⽬松本⽩鸚，市川染五郎改め⼗
代⽬松本幸四郎襲名披露公演です。昼の部では⼗代⽬幸四郎が⼗役早替わりや宙乗
りを披露する「伊達の⼗役」を，夜の部では襲名披露ならではの⼝上に加え，⼆代
⽬⽩鸚が世話物の「⿂屋宗五郎」を、幸四郎が｢春興鏡獅⼦」披露します。昼夜と
もに⾒どころ満載の六⽉博多座⼤歌舞伎にぜひご来場ください。

2018アジアデジタルアート⼤賞展FUKUOKA

2018アジアデ
ジタルアート
⼤賞展実⾏委

員会

2018/7/23 2019/2/12 福岡県
福岡市博

多区

クリエイティブ関連産業分野の振興がめざましい福岡で、アジアの⽂化⾵⼟に深く
根差した世界レベルのメディアアート作品の公募展「アジアデジタルアート⼤賞展
FUKUOKA」を2001年から開催し、国内外のクリエータ発掘・育成の場として活動
を続けております。18回⽬を迎える今回は静⽌画、動画、インタラクティブアー
ト、エンターテインメント（産業応⽤）部⾨の作品を⼀般／学⽣から募集します。
ホームページ・作品募集チラシでは英語版を作成、展覧会の作品展⽰では英語表記
を⾏うなど、国外の⽅にも参加しやすいよう取り組みを進めております。
【作品募集期間】2018年7⽉23⽇（⽉）~2018年10⽉10⽇（⽔）
【展覧会会期】2019年2⽉7⽇（⽊）~2019年2⽉12⽇（⽕）
【表彰式】2019年2⽉11⽇（⽉・祝）
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第24回東京佼成ウインドオーケストラ福岡公演
福岡地区明る
い社会づくり
運動協議会

2018/7/1 2018/7/1 福岡県
福岡市中

央区

⼀流のプロフェッショナルプレイヤーからなる「東京佼成ウインドオーケストラ」
その奏でる⾳楽は、国内にとどまらず、世界の様々な⼈々から賞賛が寄せられてい
ます。吹奏楽の本場といわれているアメリカで、また、ヨーロッパツアーで満員の
聴衆を熱狂させ⼤絶賛された⾳楽の響きを通して、⻘少年の育成と⼀般⽂化⾼揚を
図ることが⽬的です。

FFACおんがくさんぽvol.4「親⼦で楽しむ弦楽五
重奏」

公益財団法⼈ 
福岡市⽂化芸
術振興財団

2018/7/28 2018/7/28 福岡県
福岡市早

良区

0歳から⼊場可能な弦楽五重奏のコンサート。
九州を代表するプロの演奏家による質の⾼いコンサートを，⾝近な会場で低価格で
実施し，普段，鑑賞に⾏きたくても福岡市の都⼼部まではなかなか⾏くことが難し
い市⺠にも気軽に楽しんでもらうことを⽬的としています。
また，クラシック曲の演奏に加え，⼩さなお⼦様でも楽しめる曲⽬や演出でプログ
ラムを構成することで，⾳楽に興味を持つ「きっかけづくり」の場を提供します。
⾳楽ファンの育成および地域の⽂化⼒向上，親⼦や家族での触れ合いの時間の創出
に寄与する企画となっています。
ホールには各階に障害者⽤トイレがあり，ホール客席には⾞いすスペース４台分を
確保しています。

市⺠会館探検ツアー 〜⾒て、触れて、学べる舞
台裏〜

公益財団法⼈
市原市⽂化振

興財団
2018/7/28 2018/7/28 千葉県 市原市

市原市市⺠会館の舞台裏を探検し、舞台機構、照明、⾳響の役割などのホールの仕
組みについてお⼦様にもわかるように解説を交えながら機器の操作体験をすること
で、多様な⽂化の発信拠点である市⺠会館の裏側を知ることができる。探検後はそ
れまで学んだことが本番の舞台でどのように活かされているかを知ってもらうた
め、観客を⼊れてフルートとピアノのミニコンサートを開催する。会場となる市原
市市⺠会館は、⾞椅⼦⽤座席、障害者⽤トイレ、障害者⽤駐⾞場を設置しており、
会場内はバリアフリーである他、⾞椅⼦の貸出も⾏っている。

県⺠の⽇記念 第32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
2018/6/24 2018/6/24 千葉県 千葉市

本公演は、千葉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
サートである。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る。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いる。
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る。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する。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いる。

⾸都圏秋⽥県⼈会連合会 第57回芸能⼤会
⾸都圏秋⽥県
⼈会連合会

2018/10/8 2018/10/8 東京都 ⽂京区

⾸都圏秋⽥県⼈会は、主に秋⽥県出⾝者で構成される親睦団体です。当団体は、年
間様々なイベントを開催しています。その中の⼀つに、今から５７年前に始まる
「芸能⼤会」があり、毎年開催しています。当⽇参加者は秋⽥県⺠謡・⺠舞・歌謡
曲・和太⿎等、⽇頃の練習の成果を熱演、熱唱されます。歴史を重ねる中で、参加
者の⾼齢化が進み、誰もが安⼼して、少しでも不⾃由なく参加できる環境の必要性
が⾼まり、当団体はバリアフリー対応の会場を選択しました。会場には⾞椅⼦⽤の
観覧席を⽤意し、聾唖の⽅には⼿話通訳者が伴い、不測の事態に備えて看護師を常
在させています。

花⿃⾵⽉オルガンコンサートシリーズ 
第2回「⿃」にまつわるオルガンコンサート

花⿃⾵⽉オル
ガンコンサー
ト制作委員会

2019/3/30 2019/3/30 秋⽥県 秋⽥市

花⿃⾵⽉オルガンコンサートシリーズは、⾃然の美しい⾵物を慈しみ、楽しむとい
う、⽇本⼈のもつ習慣をもとに、プログラムを構成しています。コンサートシリー
ズ第2回⽬の今回は、「⿃」にまつわる作品を取り上げ、クラシックだけではな
く、様々なジャンルの曲をパイプオルガンで演奏します。また、外国⼈のお客様に
向けてポスターやプログラムに、外国語表記を加えます。コンサート中、解説に外
国語での解説も加えます。

ありがとう県⺠会館ラストコンサート
⼀般社団法⼈
秋⽥県芸術⽂

化協会
2018/5/27 2018/5/27 秋⽥県 秋⽥市

平成３０年５⽉末で閉館する秋⽥県⺠会館に感謝を込めて、「ありがとう県⺠会館
ラストコンサート」を開催する。
秋⽥県⽴男⿅海洋⾼等学校による「なまはげ太⿎」の演奏のほか、秋⽥県内⼩・
中・⾼校⽣の合唱と吹奏楽による秋⽥県作曲家メドレーを披露する。また、スペ
シャルゲストとして、あきた⾳楽⼤使である⾼橋優さんによるミニライブを⾏う。
このほか、秋⽥県⺠会館のあゆみを上映し、これまでの歴史を振り返る。
なお、公演会場には、⾞いす席を設けるほか、ＨＰには英訳を記載し、障がい者及
び外国⼈にとっての壁を取り除くよう配慮する。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

しがぎんホール・コンサートシリーズ2018-19
㈱しがぎん経
済⽂化セン

ター
2018/7/22 2019/3/24 滋賀県 ⼤津市

滋賀ゆかりのアーティストを広く紹介し、しがぎんホール（滋賀銀⾏本店２階）で
そのパフォーマンスを楽しんでいただく企画。ジャズ・クラシックから⽇本の伝統
楽器「箏」まで、幅広いジャンルを取り上げる。チラシ、プログラムの曲⽬欄は英
字表記を併⽤し、外国⼈の⽅にも曲⽬が理解いただけるよう⼯夫を⾏う。主な出演
者／７⽉：⻄村有⾹⾥（ジャズサックス）、8⽉：松⽥ひろ⼦（ミュージカル、
ヴォーカル）、9⽉：真依⼦（箏）、2019年1⽉：堀内星良（ヴァイオリン）、2
⽉：久末航（ピアノ）、3⽉：中川彩・⼭本英（フルート）、ほか

第2回滋賀県吹奏楽フェスティバルin⻑浜
滋賀県吹奏楽
フェスティバ

ルin⻑浜
2018/7/8 2018/7/8 滋賀県 ⻑浜市

県内の吹奏楽部所属の中⾼⽣や県内外の実⼒校のほか、全⽇本吹奏楽コンクール全
国⼤会常連バンドを迎え、バリアフリーの会場で健常者・しょうがい者の枠を越
え、⻘少年が⾝近に吹奏楽に触れ、地域や世代を超えた仲間との交流の機会を創出
します。またオープニングプレイベントは⽇本の伝統⽂化である和太⿎演奏をお届
けするとともに会場⼊り⼝では草⽉流いけばなでみなさまをお迎えします。

唐津⼈形浄瑠璃保存会 ニューヨーク公演
唐津⼈形浄瑠

璃保存会
2018/6/24 2018/6/25 海外 アメリカ

⽂楽（⼈形浄瑠璃）の⼈形はどんな⼈間より美しく、⼈を感動させる⼒と魅⼒があ
り、⽇本の芸術の中でも最も珍しく世界に通⽤する⽂化です。⾔葉の壁を感じるこ
となく、多くの⽅々の⼼を動かす感動の舞台を演出致します。⼜、⽇本国佐賀の⼈
形浄瑠璃を通じて、アメリカと⽇本の⽂化交流を深め、⼈と⼈との絆を⽣み、交流
を深めたいと思います。⽇本の伝統芸能が喜ばれ、⾝近に感じていただくことで、
今後も海外へ発信していくための⾜掛かりとしていきたいです。会場の案内等は英
語で作成し、外国の⽅へも、⽇本⽂化をわかりやすく紹介致します。会場設営も、
できるだけ段差をなくす等の⼯夫をし、どなたでも鑑賞していただけるように致し
ます。

グググッ!！グリコ展-佐賀に⽣まれた創業者江崎
利⼀の想いにせまる-

グリコ展実⾏
委員会

2018/7/21 2018/9/2 佐賀県 佐賀市

佐賀県出⾝の江崎グリコ創業者、江崎利⼀による成功に⾄るまでの創意⼯夫の数々
を、江崎グリコ所蔵の貴重な品を交えながら紹介する企画展を開催。夏休みの観光
客等が多い時期に、⾝障者⽤駐⾞場やスロープ、多⽬的トイレ等が整備されている
佐賀県⽴美術館で⽇本・佐賀の魅⼒を発信する展覧会・関連イベントを開催。⾼校
⽣以下及び障害者⼿帳をお持ちの⽅とその介助者1名は無料とし、⼦どもや障害者
の⽅、⼤⼈の⽅まで、幅広い層に楽しんでいただける展覧会を開催。また、グロー
バル企業に成⻑し、海外の⽅にも知名度がある「グリコ」の展覧会を開催すること
により、⽇本の菓⼦⽂化を海外の⽅にも知ってもらい、楽しんでいただくものとす
る。また、展覧会のみならず、関連イベントを通して、参加者同⼠の交流が図れ、
やりたいことや楽しみたいことが⾒つかる⼀助となる。

地域芸術振興事業・⼈形劇場とらまる座⼈形劇特
別公演

⼀般社団法⼈
パペットナビ

ゲート
2018/5/3 2018/11/25 ⾹川県

東かがわ
市

とらまるパペットランドは、⼈形劇の専⾨劇場「⼈形劇場とらまる座」、⼈形劇の体験型博
物館「とらまる⼈形劇ミュージアム」等の施設からなる⽇本で唯⼀の⼈形劇の複合施設(テー
マパーク)です。2018年度の特別事業『地域芸術⽂化振興事業・⼈形劇特別公演』として、
⼈形劇場とらまる座を公演会場に、国際的評価が⾼く⽇本国内でも鑑賞機会の希少な海外劇
団作品や、趣向を凝らした⼤型⼈形劇など、⾼い芸術性を有する特別⼈形劇公演を開催しま
す。
①「ＢＵＤＯＲｉ」2018年5⽉3〜6⽇各13:30〜計4公演
上演劇団：パペットシアターゆめみトランク(愛知県)
②「TheThreeMusketeers〜三銃⼠〜」2018年8⽉13⽇19:00〜、14⽇13:30〜計2公演
上演劇団：アルファ劇場(チェコ)
③「岸辺のヤービ」2018年9⽉15⽇19:00〜、16・17⽇13:30〜計3公演
上演劇団：⼈形劇団ひとみ座(神奈川県)
④「⽕曜⽇のごちそうはひきがえる」2018年11⽉23⽇19:00〜、24・25⽇13:30〜計3公
演
上演劇団：⼈形劇団京芸(京都府)
なお、施設駐⾞場には⾝障者⽤駐⾞スペースを設けるなど、障がい者・⾼齢者へ配慮した環
境を整えています。

2018草⽉会 岩⼿県⽀部 いけばな展「光と⽵
〜Symphonic Bamboo〜」

草⽉会岩⼿県
⽀部

2018/6/9 2018/6/10 岩⼿県 盛岡市

常に新しく⾃由にその⼈の個性を映し出し、いけ⼿の思いを花に託して⾃分らしく
花をいけることは⽇本ならではの⽂化です。家庭で楽しむことはもちろんのこと、
ウィンドディスプレー、舞台装飾などあらゆる空間を彩り豊かに演出します。
国内49⽀部、国外120⽀部あり、カリキュラムは⽇本語と英語で編集されていま
す。（本部は英語クラスもあります。）普段のお稽古では、初⼼者から上級者、国
籍、年齢、性別は⼀切問わず仕上がった作品をお互いに拝⾒しあう時は⽂化を共有
できたという⼼から感慨深い気持ちになります。
四季に恵まれた⽇本、特に⾃然豊かな岩⼿では微妙な変化を植物から感じ⼼に潤い
を取り⼊れたいものですし、この⽂化を後世に何としてでも伝えなければならない
と思っております。

平成30年度沖縄県伝統芸能公演事業 かりゆし
芸能公演

公益財団法⼈
沖縄県⽂化振

興会
2018/7/13 2019/2/15 沖縄県 浦添市

琉球の時代から脈々と受け継がれてきた伝統芸能の数々は、中国やアジア諸国の影
響を受けながら独⾃のスタイルを築き上げてきました。平成30年度沖縄県伝統芸能
公演（かりゆし芸能公演）は、若⼿実演家公演として計13公演を国⽴劇場おきなわ
（⼩劇場）にて開催します。会場施設はスロープやエレベーター、多機能トイレを
完備し、会場内においても⾞椅⼦⽤スペースの確保も可能となっており、バリアフ
リーに対応しています。
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第14回おきなわ⽂学賞
公益財団法⼈
沖縄県⽂化振

興会
2018/4/2 2019/3/31 沖縄県 那覇市

本県における⽂学活動の推奨及び県⺠⽂化の振興を⽬的に、県⺠及び県外・海外の
県系⼈から⽂学作品を公募しています。また、2⽉には受賞作品の表彰式を⾏うほ
か、⼊選作品は電⼦書籍化し、おきなわ⽂学賞ホームページで公開します。そのほ
か、点字作品の応募も受け付けており、他の応募作品と同時に選考を⾏うこととし
ています

「I Love スポーツ。⼤佛次郎」
公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/7/14 2018/11/11 神奈川県 横浜市

横浜出⾝の作家・⼤佛次郎は「鞍⾺天狗」「天皇の世紀」などの著作で知られてい
ますが、実にスポーツを愛した作家でした。学⽣のころから夢中だった野球をはじ
め、テニス、スキー、ゴルフ、ヨットと様々なスポーツに挑戦しています。
また⼀⽅で観戦者としてスポーツと付き合うことにも熱⼼でした。本展⽰は、ス
ポーツに関するエッセイ、写真、ユニフォームなどから、⼤佛次郎のスポーツへの
熱い思いを伝えます。
展⽰に際しては⼀部多⾔語化に取り組みます。

第74回ハマ展 横浜美術協会 2018/10/31 2018/11/12 神奈川県 横浜市

【⽬的】横浜市及び神奈川県内に在住または在職（在学⽣を含む）⼀般公募による
美術展。洋画部、⽇本画部、彫刻⽴体部、写真部の各部⾨からなり、広く市⺠、県
⺠の芸術⽂化向上に役⽴たせ、美術に対する意識と創作活動の助⻑を促し、よき鑑
賞の場を提供する。
【内容】公募⽅式による絵画（洋画、⽇本画、⽔彩、版画）、彫刻⽴体、写真を会
員全員が部⾨別に審査にあたり、⼊選、賞の決定をする。障害者の⽅もご参加いた
だけます。

横濱 JAZZ PROMENADE 2018
横濱 JAZZ 

PROMENADE 
実⾏委員会

2018/10/6 2018/10/7 神奈川県 横浜市

25周年を迎える「横濱JAZZPROMENADE」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。

KONCERT BRASS NSB 3rdライブ！ 2018
コンサートブ

ラスNSB
2018/9/29 2018/9/29 愛知県 名古屋市

名古屋市瑞穂⽂化⼩劇場で吹奏楽の演奏会を開催。出演者は、南⼭⼤学吹奏楽団の
卒団者が主体となっています。出演者は20歳代〜70歳代と幅広いです。演奏を通
じて幅広い県⺠の皆様に、吹奏楽に興味・関⼼を持っていただき、地域の⽂化振興
に寄与していくことを⽬的として開催いたします。開催会場には⾞いす席（最⼤９
席まで変更可能です）も確保されています。

彫刻村in⽝⼭2018 彫刻村 2018/8/3 2018/8/25 愛知県 ⽝⼭市

今年で47回⽬を迎える⻑い歴史をもつ「彫刻村」。⽊彫の製作過程を⼀般に公開す
るアートイベントとして、⻑年親しまれています。彫刻家・⽯川裕が主催するこの
イベントは、全国から募った作家や芸⼤⽣が参加し、チェーンソーやのみを使っ
て、約⼀ヶ⽉で作品を製作し発表します。普段あまり⽬にする機会のない製作の様
⼦を、⽝⼭の豊かな⾃然と共に味わうことができます。期間中は、会場の⽝⼭国際
交流村にて毎⽇公開製作を⾏い、会期末の２⽇間は現地展を開催。その他、⽝⼭市
役所１階ロビーにて「彫刻村セレクション展」を開催。また、会場では、⾝障者や
外国⼈が不⾃由なく参加、鑑賞できるよう、筆談による対応や外国語を話すスタッ
フの配置など対応できる体制を整えている。

ベートーヴェン【原典版】第九 演奏会
Yａｎｓｈｏ 
Ｐｒｏｊｅｃ

ｔｓ
2018/10/21 2018/10/21 愛知県 名古屋市

世界五⼤陸を衛星⽣中継で結び、《第九》が全世界に鳴り響いた⻑野五輪から今年
(2018年)で早20年。我が国では、年末の⾵物詩のように⽇本の⽂化にとけ込んで
おりますこの《第九》の原典にスポットをあて、元々の形を探り、現代の楽器で再
現を試みる演奏会となっている。更に、将来の活躍を⽬指す演奏家の育成を応援す
るための演奏会として開催している。
開催会場では、視覚障害者誘導⽤のブロックや⾞椅⼦スペースも完備されている。
また、演奏会パンフレットの主要部分には英語・ドイツ語を併記し、英語対応可能
なスタッフを会場内に配置予定するなど、障害者や外国⼈等全ての来場者に安⼼し
ていただける演奏会の実施を⽬指しています。

やきもの⼤学 ２０１８年度 前期講座

特定⾮営利活
動法⼈ やきも
の⽂化と芸術

振興協会

2018/6/3 2018/7/1 愛知県 瀬⼾市

やきもの⼤学は、「やきもの」への関⼼を深めていただき、やきもの⽂化と芸術へ
の知識・理解を深める機会を提供する⽬的で開校している。前期講座は、「ふたた
び京のやきもの」をテーマに、江⼾時代を代表する陶⼯、野々村仁清と尾形乾⼭を
⼤⼿前⼤学総合⽂化部教授ʼ岡桂⼦”⽒による連続講座を開講します。なお、開催会
場では、⾝障者専⽤駐⾞場、視覚障害者誘導ブロックや⾞椅⼦も完備され、障害を
持つ皆さんにも安⼼して受講できる体制を整えています。
第１回平成３０年６⽉３⽇(⽇)午後1時３０分〜３時『仁清－⾊絵陶器の完成』
第２回平成３０年７⽉１(⽇)午後1時３０分〜３時『乾⼭と古清⽔－江⼾時代中期
までの京焼』
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やきもの⼤学 ２０１８年度 後期講座

特定⾮営利活
動法⼈ やき
もの⽂化と芸
術振興協会

2018/9/16 2018/12/2 愛知県 瀬⼾市

やきもの⼤学は、「やきもの」を通じて⽇本⽂化の素晴らしさや「やきもの」への
関⼼を深めていただく機会を提供する⽬的で開催している。後期講座は、⽇本の六
古窯を取り上げ、「丹波焼」「備前焼」「常滑焼」「越前焼」「信楽焼」「瀬⼾
焼」に精通した講師を招いて、やきものの歴史や作り⽅の知識を深めていただま
す。また、各地域で焼かれた作品をわかりやすく、楽しく鑑賞する⽅法を学んでい
ただく講座として、計４回⾏います。なお、開催会場では、⾝障者専⽤駐⾞場、視
覚障害者誘導ブロックや⾞椅⼦スペースも完備され、障害を持つ⽅にも安⼼して受
講できる体制を整えています。

愛知県陶磁美術館創⽴４０周年記念⾏事『茶摘み
と茶会体験』

愛知県陶磁美
術館

2018/5/20 2018/5/20 愛知県 瀬⼾市

当事業の参加は、事前申込により愛知県陶磁美術館敷地内の茶畑で育った茶葉を摘
み、摘みたての茶葉を⼿揉みで、飲⽤としての茶をつくる製茶体験を⾏います。摘
んだ製茶を⽤いた喫茶体験や椅⼦に座っていただく「⽴礼席」で煎茶体験を楽しん
でいただけます。また、事前申込が無くても茶摘みや製茶体験は⾝近で⾒学するこ
ともできます。茶摘会場では、歩⾏が難しい⽅の移動はスタッフがお⼿伝いし、建
物内は、バリアフリー対応や英語版や中国版の施設案内チラシを設置しており、多
くの⽅々に楽しんでいただける会場となっています。また、⽿の不⾃由な⽅には筆
談対応、⽇本語が話せない外国⼈にはボランティア通訳を通じて、茶摘みや煎茶体
験を堪能できるようご案内に努める予定であります。
○⾏事内容：茶摘み(午前10時〜11時)、製茶体験(午前11時〜正午)、煎茶⼿前(午
後1時〜3時)

愛知県陶磁美術館創⽴４０周年記念⾏事『茶会体
験』

特定⾮営利活
動法⼈やきも
の⽂化と芸術
振興協会・愛
知県陶磁美術

館

2018/11/3 2018/11/3 愛知県 瀬⼾市

愛知県陶磁美術館敷地内の茶畑で育った⽣葉を本年５⽉２０⽇に開催した『茶摘み
と茶会体験』で摘採したものを、茶製造業者で外⾒や⾹味を整えるための加⼯を施
した抹茶で、作法にとらわれず気軽に⽇本⽂化の⼀つである茶道を事前申込により
気軽に体験していただきます。茶席の席主には、特定⾮営利活動法⼈やきもの⽂化
と芸術振興協会が椅⼦に座ってお茶をいただく裏千家「⽴礼式」及び陶芸家でもあ
る味岡伸太郎⽒を招いて床に座る簡易茶室の２席を設けて、優雅なお点前が披露さ
れ、お茶をいただくときの⼼得を体験していただけます。
開催場所の陶磁美術館は、英語版、中国版の施設案内チラシやバリアフリーに対応
しており多くの⽅に楽しんでいただける会場となっています。また、⽿の不⾃由な
⽅には筆談対応、⽇本語が話せない外国⼈にはボランティア通訳を通じて、茶会を
堪能できるよう会場案内に努める予定であります。

クロアチアホストタウン推進事業

⼗⽇町市クロ
アチアホスト
タウン推進事
業プロジェク

トチーム

2018/4/1 2019/3/31 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。2020年東京オリ・パラ
ホストタウンとして認定されたいる⼗⽇町市は、⺠間団体と協同してプロジェクト
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。今年
度は学校間交流事業と称し、⼗⽇町市とクロアチアの⼩中学校で⼿紙等の交流を
⾏っていく。その中でクロアチアと⽇本の⼦どもたちがやり取りをお互いに⾏い、
互いの⽂化を理解、発信したり、友好関係を深めていく。また、クロアチアの国際
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、クロアチアとより深い友
好関係を継承していく。

こども習字教室

⾜⽴区保塚地
域学習セン

ター（指定管
理者 株式会
社グランディ
オサービス）

2018/5/8 2018/7/10 東京都 ⾜⽴区

お⼿本通りに「きれいな字」を書く事を学ぶ「習字」は⽇本の教養のひとつであ
り、芸術的な意味合いを持つ「書道」にもつながる⽇本の⽂化です。元々⼩学校の
教員であった⽅が指導しており、技術を分かりやすく教える他に、あいさつや⼈の
話を聞くといった礼儀も伝えています。こども達は熱⼼に⼀⽂字⼀⽂字に取り組み
練習し、上達具合を実感している様⼦がうかがえ、最終⽇には「上⼿く書けるよう
になった」といった感想が聞かれます。
施設は「だれでもトイレ」や「スロープ」などバリアフリーの設備を備えた施設で
障害者も参加しやすく、また、パンフレットや各部屋の案内は3カ国語表記となっ
ています。

みんなの囲碁ひろば

⾜⽴区保塚地
域学習セン

ター（指定管
理者 株式会
社グランディ
オサービス）

2018/4/28 2018/8/25 東京都 ⾜⽴区

囲碁は5世紀ごろに中国から伝わり、現在まで⻑らく親しまれている⽇本の遊戯⽂
化です。近年は国際化も進み、中国や韓国などのアジアの⽅達との交流戦が盛んな
のはもちろん、欧⽶にも競技⼈⼝を増やしています。
毎⽉1回、第４⼟曜⽇に囲碁を⾏う場を設け、こどもだけでなく３０代〜７０代の
⼤⼈の⽅も多数参加し、様々な世代の⽅が対局を通して交流を楽しんでいます。指
導するボランティアの⽅もいるので、初めての⽅も⼤歓迎です。
施設は「だれでもトイレ」や「スロープ」などバリアフリーの設備を備えた施設で
障害者も参加しやすく、また、パンフレットや各部屋の案内は3カ国語表記となっ
ています。

みんなの将棋ひろば

⾜⽴区保塚地
域学習セン

ター（指定管
理者 株式会
社グランディ
オサービス）

2018/4/14 2018/8/11 東京都 ⾜⽴区

将棋は⽇本に古くからあり、相⼿の駒を取って⾃分のものとして使う「持ち駒」の
ルールが独特な、より深い思考を必要とする⽇本の遊戯⽂化で現在も多くの⽅に親
しまれています。毎⽉1回、第２⼟曜⽇に将棋で対局する場を設け、指導ボラン
ティアが⾒守る中、⼦どもからお年寄りまで幅広い世代が対局し交流しています。
ルールが分からない⽅もボランティアが丁寧に教えてくれるため安⼼して参加でき
ます。皆で楽しく対局を通して交流し、将棋を楽しみましょう。
施設は「だれでもトイレ」や「スロープ」などバリアフリーの設備を備えた施設で
障害者も参加しやすく、また、パンフレットや各部屋の案内は3カ国語表記となっ
ています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

鎌鼬の⾥芸術祭２０１８
特定⾮営利活
動法⼈鎌鼬の

会
2018/9/17 2018/9/23 秋⽥県 ⽻後町

重要無形⽂化財の数で⽇本最多を誇る秋⽥県の⺠俗芸能を国内外の観客に披露する
ことで⺠俗芸能の保存、活⽤を図る。⼟⽅巽の舞踏を学ぶために、昨年も海外から
多くのダンサーが参加したが、今年も舞踏ワークショップを実施しつつ、⽇本の舞
踏家と海外のダンサーの競演を⾏い、舞踏の広がりを⾒てもらう。ジャズグループ
「騒乱武⼠」のライブで会場に⼤きな⼀体感を醸成する。現代詩を代表する⼈気詩
⼈吉増剛造が語り朗読する。写真をめぐるシンポジウムも初めて実施し、「鎌鼬の
⾥」の写真家細江英公の写真をめぐって現代⽇本を代表する写真家と評論家でトー
クする。また今年は⼟⽅巽の記念碑的公演「⼟⽅巽と⽇本⼈〜⾁体の叛乱」から５
０年であることから、その意義と成果を展⽰公開する。昨年好評で会った⽥んぼで
の稲刈り、⾃然乾燥のための稲架（ハサ）掛け作業のワークショップも⾏う。なお
昨年に続き今年も通訳スタッフを配置するとともに英⽂の会場案内パンフレットを
準備する。

第17回新宿エイサーまつり

新宿⼤通商店街振興
組合、新宿東⼝商店
街振興組合、歌舞伎
町商店街振興組合、
新宿駅前商店街振興
組合、新宿⽂化街商
店会、歌舞伎町⼆丁
⽬商⼯会、⻄新宿⼀
丁⽬商店街振興組
合、⻄新宿商興会

2018/7/28 2018/7/28 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！
出演チームとして、毎年養護学校からの参加を積極的に⾏っており、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。

第１７回キラキラっとアートコンクール
三菱地所株式

会社
2018/7/2 2019/3/31 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、欧⽶を中⼼に評価
の⾼い⽇本の障がい者アートとして、18歳迄の障がいのある児童⽣徒を対象に実施
し、今年で17回⽬。毎年1,500点以上が応募され、東京藝術⼤学教授ら審査員によ
り優秀賞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
推進する丸の内を含む国内８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等で開催する。また、英語版展覧会パンフレット等を
⽤意し海外の⽅にもご鑑賞頂く。本コンクールは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他、先進的なアートを通
じた社会の価値観を変える⽇本のノーマライゼーションの取り組みとして世界に発
信できる事業である。また別途、アジア事業拠点等での展⽰を予定している。

―Go For 2020!! スポーツがつなぐひなたの絆― 
「ドイツ＆スポーツフェスタ2018 in 
Nobeoka」

延岡市 2018/6/30 2018/7/1 宮崎県 延岡市

宮崎県北地域で最も多くの⼈が集うイベントの⼀つであるイオン延岡ショッピング
センターでの⾷の祭典とコラボし、国際⾊豊かな⾷と⽂化とスポーツの魅⼒発信イ
ベントを開催。ドイツ出⾝の国際交流員やドイツ関係者、さらにはドイツ⼤使館の
協⼒もいただき（予定）、⽇独相互交流イベントのほか、⼦供から⼤⼈まで、障が
いのある⽅もそうでない⽅もだれでも参加できるパラリンピックスポーツ体験を実
施し、ホストタウンやパラスポーツに対しての認知や理解を深め、その楽しさを発
信します。
会場は、イオン延岡店の駐⾞場を利⽤していることからバリアフリー対応であるこ
とに加え、NPO法⼈延岡市しょうがい者「⼤輪の会」のメンバーにイベント参加を
呼びかけ、来場する障がいのあるお客様のケアに努めます。

⽻⽥空港国際線旅客ターミナルの於けるＵＤ等を
活⽤した⽇本⽂化・歴史発信事業

東京国際空港
ターミナル株

式会社
2018/4/25 2019/3/31 東京都 ⼤⽥区

⽻⽥空港国際線旅客ターミナルでは海外のお客様へ⽇本の⽂化・歴史を発信するイ
ベントを定期的に⾏っており、江⼾時代の町⼈がターミナル内へ⾶び出し、お客様
と交流をする「⽻⽥翼江⼾祭り」や国⽴歴史⺠族博物館と共の昔の⽇本の⽂化・暮
らしを紹介する「⽻⽥×歴博」等を開催しております。
なお、お客様に安⼼・便利に当ターミナルを利⽤して頂けるよう、多⾔語対応やユ
ニバーサルデザインに積極的に取り組んでおり、多様な⽅を受け⼊れられる配慮が
されています。（多⾔語対応：案内表⽰、館内マップ、翻訳機等、
UDデザイン：多⽬的トイレ、補助⽝トイレ、筆談ボード、点字ガイドブック等）
こうした特⾊を活かした取組を、beyondマークを活⽤しながら、⽇本の⽞関⼝で
ある⽻⽥空港で⾏うことで、さらなる⽇本⽂化の発信を進めていきます。

ふるさと芸能のつどい
⼭形県教育委

員会
2018/6/23 2018/6/23 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。本県の県獣であるカモシカを模した踊りが起源
とされる「⿅⼦踊り（ししおどり）」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。

中央区まるごとミュージアム

中央区区⺠部
⽂化･⽣涯学習
課、中央区⽂
化･国際交流振

興協会

2018/11/4 2018/11/4 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
域で⼀同に実施する。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する。
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⾏っている。
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⼤阪府障がい者舞台芸術オープンカレッジ2018

⼤阪府 ※実
施主体：ビッ
グ・アイ共働

機構

2018/8/11 2018/11/25 ⼤阪府 堺市

国際障害者交流センタービッグ・アイでは、障がい者の社会参加と⾃⽴、⾃⼰実現
を叶えるツールとして芸術⽂化事業をおこなっている。今年のメイン事業の⼀つと
して、障がいの有無を越えて、共に多様な価値観や世界観を認め合う⼒、相互理解
を図れる⼒を体感しながら養っていける舞台芸術ワークショップ及び舞台芸術作品
発表の企画を実施する。会場は⼤阪市内及びビッグ・アイを使⽤し、バリアフリー
対応となる施設にてワークショップを⾏う。毎回の練習時には、⼿話通訳者や看護
師を配置するなど、障がいの有る⽅が参加しやすい環境を整える。発表公演の際
は、観客への情報サポートとして、⼿話通訳、点字プログラム、⾳声ガイドなどを
⽤意をしている。

ビッグ・アイ アートプロジェクト2017 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「共振×響⼼」

⼤阪府 2018/8/7 2018/8/11 ⼤阪府 ⼤阪市

「アート」をツールに、障がいのある⼈、ない⼈、すべての⼈々が感動やよろこび
を共にし、⾃⼰の可能性を⾒いだし⾃⼰実現ができることをコンセプトに実施する
「ビッグ・アイアートプロジェクト」の⼀環として開催。2017年度の作品応募：
約2100作品の中から選出された50作品による展覧会を実施する。福祉の枠に留ま
らず多くの⽅々に鑑賞してもらうため、また、⽇本の障がい者アート作品を世界へ
発信するため、海外旅⾏者も含め様々な⼈々が多く⾏き交うバリアフリー対応の
ハービスOSAKAを会場とする。さらに、点字プログラムの配付や筆談対応等の鑑賞
サポートを実施し、多様な⼈や表現を受容する展覧会を開催し、アートの⼒によっ
て共⽣社会の実現を⽬指す。

ビッグ・アイ アートプロジェクト⼊選作品展 
⼤分会場

⼤分県 2018/9/29 2018/10/8 ⼤分県 ⼤分市

「アート」をツールに、障がいのある⼈、ない⼈、すべての⼈々が感動やよろこび
を共にし、⾃⼰の可能性を⾒いだし⾃⼰実現ができることをコンセプトに実施する
「ビッグ・アイアートプロジェクト」の⼀環として開催。2017年度の作品応募：
約2100作品の中から選出された50作品と海外特別枠26作品による展覧会を実施す
る。福祉の枠に留まらず多くの⽅々に鑑賞してもらうため、また、⽇本の障がい者
アート作品を世界へ発信するため、海外旅⾏者も含め様々な⼈々が多く⾏き交うバ
リアフリー対応の⼤分県⽴美術館を会場とする。さらに、点字プログラムの配付や
筆談対応等の鑑賞サポートを実施し、多様な⼈や表現を受容する展覧会を開催し、
アートの⼒によって共⽣社会の実現を⽬指す。

―激動の時代―⻄郷隆盛と志⼠たち

公益財団法⼈
本間美術館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、

⼭形県

2018/7/27 2018/9/25 ⼭形県 酒⽥市

ＮＨＫ⼤河ドラマ「⻄郷どん！」の主⼈公・⻄郷隆盛（号・南洲）が活躍した幕末
は、多くの志を持った志⼠たちが活躍し、新時代「明治」へとつながる変⾰期にあ
たる。庄内地⽅とゆかりの深い⻄郷隆盛を中⼼に、⼤久保利通、⽊⼾孝允（桂⼩五
郎）の「維新三傑」、勝海⾈、⾼橋泥⾈、⼭岡鉄⾈の「幕末の三⾈」、尊王攘夷派
の中⼼⼈物であった徳川⻫昭らの書を紹介。⽇本の歴史・⽂化を⾒つめ直し、その
素晴らしさを国内外に発信する。
当該展覧会については、多⾔語対応されたＨＰにより情報発信を⾏い、外国⼈が参
加しやすいものとする。

武⼠の装いとたしなみ

公益財団法⼈
本間美術館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、

⼭形県

2018/6/8 2018/7/24 ⼭形県 酒⽥市

名⼑「⽉⼭」をはじめとする⽇本⼑、⼑装具、甲冑など武⼠が直接⾝に着けたもの
と、武⼠が描いた絵や書、武⼠の姿が描かれた合戦図屏⾵などを展⽰する展覧会の
開催により、⽇本の歴史・伝統⽂化の素晴らしさを国内外に発信する。
当該展覧会については、多⾔語対応されたＨＰにより情報発信を⾏い、外国⼈が参
加しやすいものとする。

台湾交流写真展「原点を、永遠に」・「島の記
憶ー1970~1990年代の台湾写真」

清⾥フォト
アートミュー
ジアム・国⽴
台湾美術館

2018/6/23 2018/12/2 ⼭梨県 北杜市

この度、清⾥フォトアートミュージアム（Ｋ・ＭｏＰＡ）は、⽇本⽂化の魅⼒を台
湾に発信し、⽂化交流を図るために、国⽴台湾美術館と、展覧会の相互開催を企画
いたしました。国⽴台湾美術館にて開催する当館企画の「原点を、永遠に。」展
は、Ｋ・ＭｏＰＡの収蔵作品より世界的に著名な⽇本⼈写真家、そして、若⼿写真
家の作品を多数展⽰するもので、開館30周年を迎える国⽴台湾美術館におけるメイ
ン企画として開催され、⽇本の写真⽂化の独⾃性を広く紹介します。⼀⽅、国⽴台
湾美術館が企画し、Ｋ・ＭｏＰＡにて開催する展覧会「島の記憶̶1970~1990の
台湾写真」は、台湾が⼤きく変化した1970〜1990年代の写真に焦点をあて、台湾
の歴史において、“湧き上がる年代”と⾔われた30年を、現代台湾を代表する11⼈の
写真家がどのようにとらえたのかを⾒つめ直し、⽇本に広く紹介する展覧会です。
相互交流のために、会場内の解説はすべて中国語・⽇本語対応、当美術館全体がバ
リアフリーとなっています。（展⽰作品数152点）

⼟祭2018
⼟祭実⾏委員

会
2018/9/15 2018/9/30 栃⽊県 芳賀郡

古くから農業と窯業の町として、⾜元の⼟の恵みで暮らしが営まれてきた益⼦町。
⼟祭は、益⼦ならではの、歴史・⾵⼟・気⾵という⼟台を掘り下げ、そこから未来
へつなぐ暮らしと⽂化を創造し、町内外に発信していくことを⽬的とする。
「アート展⽰」・・・益⼦町内各所にある⽂化財、廃校跡等にアート作品を配する
ことで、町内外の⽅に益⼦町内を周遊してもらう。今まで注⽬されていなかったス
ポットに光を当て、新たな観光資源の発掘を⾏う。
「地域プロジェクト」･･･町内を3つの地区に分け、それぞれの地区の住⺠が独⾃の
企画を⾏う。地域の名跡を紹介したり、伝統芸能を披露することで、地域に根付く
独⾃の⽂化を次世代に継承していく。
その他、「オカリナプロジェクト」、「ゲストハウスプロジェクト」などを企画し
ている。
多様性・国際性に関する取組・・・会場付近に⾝障者⽤の優先駐⾞場を⽤意。また
英語で対応できるスタッフが「ENGLISHOK」バッチを着⽤し、期間中常駐。
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ピッコロシアター鑑賞劇場 ピッコロ寄席「桂枝
雀⼀⾨雀会」

兵庫県⽴尼崎
⻘少年創造劇

場
2018/8/18 2018/8/18 兵庫県 尼崎市

江⼾時代に⽣まれたとされる「落語」という⽇本独⾃の話芸は、廃ることなく今も
継承され⼈気を博している。その芸からは⽇本独特の所作や⽂化を感じ取ることが
でき、幅広い年代が楽しめるとともに、聞き⼿の想像⼒でなりたつ芸であるため、
視覚に障害を持つ⽅も⼗分楽める。会場はバリアフリー対応であり、⾞椅⼦の利⽤
も可能（ホールにも２台常備）、障害者接遇研修を受けた職員を配置していること
もあり、毎回10数名の視覚障害の⽅々が参加されている。ピッコロシアターでは開
館当初から廉価で楽しめるホール落語を続けており、現在年5本、趣を変えた落語
会を開催。ピッコロシアター開館記念⽉となる8⽉には、「桂枝雀独演会」を経
て、その名と芸を継ぐ会として「桂枝雀⼀⾨会」を続けている。筆頭である南光師
を始め、実⼒と⼈気を兼ね備えた顔ぶれにより多くの観客に親しまれている。

三陸産直市
東⽇本旅客鉄
道株式会社

2018/5/24 2018/5/26 東京都 台東区

『三陸産直市』は東⽇本⼤震災を⾵化させないために、津波等の被害の⼤きかった
三陸地⽅にスポットをあて、地域産業の復興を応援していくことを⽬的に2014年3
⽉より2017年11⽉まで計10回、地産品の販売や観光ＰＲ等を開催したイベントで
ある。地産品の販売や観光のＰＲを通じて、地域ブランドの向上に貢献できると考
える。
なお⾝体の不⾃由な⽅にも楽しんでいただけるよう、会場通路幅への配慮などバリ
アフリーに対応。

第１０回芸術⽂化フォーラムin宇治
宇治市芸術⽂

化協会
2019/2/3 2019/2/3 京都府 宇治市

芸術⽂化フォーラムin宇治は、⾃主的で創造的な⽂化芸術活動の成果を発表すると
ともに、決められたテーマに沿って分野を超えた作品を創造し発表しています。ま
た地域の歴史、⽂化を学んだり、優れた活動を⾏っている⽅をお招きするなどの講
演を⾏っています。⾝近に⽂化に触れ、地域や世代を越えた市⺠相互の交流と「歴
史⽂化都市」宇治の新しい⽂化創造を⽬指して開催しています。会場の選定には
（宇治市⽣涯学習センター）障碍者や⾼齢者に配慮した施設であることを考慮して
います。

⽇本⽂化交流祭紹介
⽇本まつり実

⾏委員会
2018/6/9 2018/6/10 東京都 台東区

ベトナム⾸都ハノイで12年前から⾏われている⽇本を紹介する事業「⽇本⽂化交流
祭」の縮⼩版を実施し、①⽇本におけるお稽古ごと（書道・茶道・華道・⽇本舞
踊・その他）をされている団体の皆さまの発表の場として参画をご検討頂く②外国
で⾏われている「⽇本を紹介する事業」を垣間⾒ていただく③諸外国政府の希望を
受け、実施に向けて協⼒体制を組む④6⽉9⽇・10⽇に訪れた⼀般の公園来場者へ
の⽇本⽂化の興味喚起（⽇本⼈及び来⽇外国⼈）⑤当組織の⾞イスの名誉委員⻑が
全てのコンテンツを楽しめるようインフラ整備するとともに介護ボランティアスタ
ンバイ⑥多⾔語対応ボランティアスタッフ10名以上配置、パンフレット等の⾔語は
⽇本語・英語・ベトナム語表記

⽊版画の神様 平塚運⼀展 千葉市美術館 2018/7/14 2018/9/9 千葉県 千葉市

近代⽇本を代表する創作版画家・平塚運⼀（1895-1997）は、⽊版画のあらゆる
彫摺に精通し、また指導者としても稀有な才を発揮したことから⽊版画の神様と称
されました。1962年以降30年間はアメリカで活躍し、制作ばかりでなく⼤学での
制作指導、講演にも⼒を⼊れ、海外でも⾼い評価を得てシカゴ美術館をはじめとす
る世界有数の美術館にも多く所蔵されています。
この展覧会では、約300点の運⼀作品からその80年に及ぶ⻑い版業を検証します。
⼤正期に始まる鮮烈な多⾊摺と、戦後新展開を⾒せた⼒強い⽩⿊の構成、それぞれ
の魅⼒に迫る、約20年ぶりの⼤回顧展です。
会場はバリアフリー対応で、展⽰される作品のキャプションには英語表記がありま
す。

アフリカンフェア in  SAYAMA
NPO法⼈まち
のつながり推

進室
2018/7/1 2018/7/1 埼⽟県 狭⼭市

アフリカ各国の外交団や⺠間団体等（昨年はアフリカ13か国の⽅々が参加）をお招
きし、当市特産である「狭⼭茶」の淹れ⽅コンテストで⼊賞した⼩学⽣(狭⼭市お
茶⼤使)による湯茶接待や阿波踊り、和太⿎の演奏披露などをおこない、アフリカ
側からも伝統的な⾳楽やダンスを披露いただきます。また、アフリカに加え、各⼤
陸から多数の国籍の⽅々が集まり、国籍や⼈種を越えて「流しそうめん」などを楽
しみます。狭⼭茶をはじめ、阿波踊りや流しそうめん、和太⿎など、我が国の伝統
⽂化を通じて、アフリカを中⼼とした関係各国の⽅々との交流し、異⽂化コミュニ
ケーションを推進することで、多⽂化共⽣社会を作っていくことを⽬的にしていま
す。また、⼿話者のスタッフが常駐し、⼿話にてのコミュニケーションを可能とす
るとともに、英語、フランス語の通訳者を配置します。会場は市内造園業者の協⼒
により和のテイストで装飾するとともに、アフリカ料理の模擬店等の出店がありま
す。

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６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

2018/6/6 2018/6/6 東京都 港区

全国570⾃治体が加盟する（H30.4.26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６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。

⽻⽥空港国内線旅客ターミナルにおいてＵＤ等を
活⽤した⽇本⽂化発信事業

⽇本空港ビル
デング株式会

社
2018/5/2 2019/3/31 東京都 ⼤⽥区

⽻⽥空港国内線旅客ターミナルでは、(公社)⽇本観光振興協会と連携して国内観光
振興プロモーションのイベントを実施し、⽇本の観光・⽂化の魅⼒を発信しており
ます。
また、お客様に安⼼・便利に当ターミナルを利⽤して頂けるよう、多⾔語対応やユ
ニバーサルデザインに積極的に取り組んでおり、多様な⽅を受け⼊れられる配慮が
されています。（多⾔語対応：案内表⽰、館内マップ、翻訳機等、UDデザイン：
多⽬的トイレ、補助⽝トイレ、筆談ボード、点字ガイドブック等）
こうした特⾊を活かした取組を、beyondマークを活⽤しながら、様々な⽅に発信
を進めていきます。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ながい⿊獅⼦まつり

⻑井市観光協
会（⻑井市、
ながい⿊獅⼦
まつり実⾏委
員会の3団体が

主催）

2018/5/19 2018/5/19 ⼭形県 ⻑井市

⿊獅⼦の起源は約1000年前に遡る⻑井市の神社各所に伝わる伝統神事で、現在市
内の40数社の神社に⿊獅⼦舞が受け継がれ地元では「おしっさま」の名前で親しま
れています。ながい⿊獅⼦まつりでは本来それぞれの神社の例⼤祭でしか⾒れない
市内⼗数社の⿊獅⼦が⼀同に会し、五穀豊穣、交通安全、家内安全を祈願して市内
⽬抜き通りを、勇敢な獅⼦の舞が駆け抜けます。神社ごとに顔や舞が異なる⿊獅⼦
が⼀同に会するのは圧巻であり、躍動的で⼒強い⿊獅⼦の舞を間近でお楽しみいた
だけます。外国の⽅に対応するため、英語の紹介ページを作成し広く発信していく
と共に英語での事前問い合わせに対応する窓⼝も配置します。

⽩つつじまつり
⻑井市観光協
会（⻑井市と
共に主催）

2018/5/10 2018/5/31 ⼭形県 ⻑井市

普段は市⺠の憩いの場となっている⽩つつじ公園にて約3000株の⽩つつじの開花
の時期に合わせて開催されます。期間内は公園内外で書道会展、囲碁⼤会、野だて
茶会、ウォーキングイベントなど様々な催しが企画されています。野だて茶会では
咲き誇る真っ⽩なつつじに囲まれ本格的な茶を楽しむことができます。茶に馴染み
がない⽅も⾃然に囲まれ堅苦しくない雰囲気の中、茶を体験し⽇本⽂化に触れる良
い機会でもあります。また、まつり期間中の5⽉20⽇にはつつじ公園周辺をコース
に⽩つつじマラソン⼤会も併せて開催されます。外国の⽅に対応するため、英語の
紹介ページを作成し広く情報を発信していくとともに、英語で電話での事前問い合
わせに対応できる職員も配置します。

⻑井あやめまつり
⻑井市観光協
会（⻑井市と
共に主催）

2018/6/15 2018/7/8 ⼭形県 ⻑井市

⻑井市のあやめ公園には500種100万本のあやめが植えられ、中には⻑井市のあや
め公園でしか⾒られない「⻑井古種」も存在します。期間中は様々なイベントも企
画されており、咲き誇るあやめと⼀緒にお楽しみいただけます。⻑井市内各神社に
伝わる伝統神事の⿊獅⼦の舞や、市内にけん⽟⽂化が根付いていており現在けん⽟
によるまちおこしに取り組まれていることからけん⽟のパフォーマンスも予定され
ています。さらに⻑井グルメの販売もあり、⽇本の伝統⽂化に触れながら、⾒て、
⾷べて、体験して、⻑井をまるごと楽しめる企画が盛りだくさんです。外国の⽅に
対応するため、英語の紹介ページを作成し広く広報すると共に、英語の事前問い合
わせに対応する電話窓⼝も設けます。

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
２０１８

コドモチョウ
ナイカイ事務

局
2018/7/9 2018/12/9 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。

第9回⼦どものためのジャズコンサート
特定⾮営利活
動法⼈キッズ

ファン
2018/10/14 2018/10/14 東京都 港区

⼦供たちに本物の⾳楽と⽂化を伝えるための企画。超⼀流の演奏家である「古野光
昭フルノーツwith寺井尚⼦ジャズ・クインテット」が演奏し、また⼦供たちもプロ
演奏家と共演を⾏う。そして、アメリカ⽂化であるジャズと、⽇本舞踊家・花柳⼤
⽇翠⽒とのコラボレーションも⾏う。即興での舞踊も取⼊れ、⽇本⽂化の柔軟性も
披露。またインドの楽器のタブラ演奏家のユザーン⽒も迎え、インドの⽂化の紹介
と融合も⾏う。そして、ダウン症のアーティスト「タケオ」が、マリンバを使⽤
し、即興で参加しジャズ演奏家との共演を楽しむ。そしてその演奏にダウン症の⼦
供たちも加わり、踊る。港区内の⼩学校合唱部の参加、留学⽣と⼦供たちとの共演
等、盛りだくさんのプログラムを予定しており、⾳楽、踊りを通じて、グローバル
な視野を養い、多様性も享受できる公演を開催する。
また、会場はバリアフリーにリニュアルされ、元パラリンピックの選⼿も参加し、
催事を盛り上げる。

第4回 NHCダンスフェスティバル

学校法⼈いわ
お学園 理容
美容専⾨学校
⻄⽇本ヘアメ
イクカレッジ

2018/7/20 2018/7/20 ⼤阪府 ⼤阪市

⾼校のダンス部を招き、ダンスパフォーマンスの内容や希望に合ったヘア&メイク
を提案し、現役理美容師の指導・アドバイスの下、当校専⾨学校⽣が⾼校⽣ダン
サーにヘア&メイクの施術を⾏う。
施術された⾼校⽣のダンスパフォーマンスにより、ダンスパフォーマンス（⾼校ダ
ンスチーム）、ヘア&メイク（当校専⾨学校⽣）に対する評価を⾏う。
ヘア&メイクは、時代毎の流⾏を的確に表現する代表的ファクターであり、流⾏を
創造する若者たちが⽇本伝統の理美容技術をもって⼀から創り上げる作品は、新し
い時代の⽇本⽂化の魅⼒を纏うものである。
参加校の⼀般⽣徒の他、知⼰の障害児施設の⽣徒にも招待状を送付し、幅広くオー
ディエンスを募る。
尚、会場はバリアフリー対応であり、お越しいただいた障害児の⽅には専属スタッ
フが対応に当たる。

第22回上⽥城跡能
上⽥薪能を観

る会
2018/8/25 2018/8/25 ⻑野県 上⽥市

上⽥城跡能は能楽を通し、地域の⽂化振興・伝統⽂化の伝承に寄与することを⽬的
として開催しています。⼀昨年放送された「真⽥丸」の効果もあり、多くの観光客
が訪れる上⽥市のシンボル上⽥城跡公園・東⻁⼝櫓⾨前で始まりました「上⽥城跡
能」は新装なったサントミューゼに会場を移して5度⽬の開催となります。今回
は、能「船弁慶」、狂⾔「仏師」を上演します。また、関連企画として、上⽥市⽴
博物館において上⽥市指定⽂化財である濵村家能⾯・狂⾔⾯の展⽰を⾏います。
多くの皆さんに気軽に能楽を楽しんでいただくため、⾞いす鑑賞スペースを確保す
るとともに、能「船弁慶」の英語版解説を⽤意しております。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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ＩＷＣ２０１８「ＳＡＫＥ部⾨」やまがた開催記
念 ⽇本酒チャリティ試飲会

ＩＷＣ２０１
８「ＳＡＫＥ
部⾨」やまが
た開催⽀援委

員会

2018/5/19 2018/5/20 ⼭形県 0

ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部⾨」やまがた開催を記念し、ＩＷＣから提供される出品酒のほ
か、企業・団体からの協賛・提供をもとに、⼀般消費者が参加できるチャリティ試
飲会を県内４地域５カ所で開催、併せて地元特産品のＰＲなども⾏うことで、⽇本
が世界に誇る「⽇本酒」及び⼭形県産品の素晴らしさを国内外に発信する。また、
チケット売上の⼀部について、東⽇本⼤震災復興⽀援等のために寄附を⾏う。
会場となる場所はいずれも、多⽬的トイレや障がい者⽤駐⾞場を整備しており、障
がい者も参加しやすい取組みである。

アニメプロジェクトin⼤泉2017 練⾺区 2018/5/20 2018/5/20 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、
国内有数の集積地となっている。
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
する。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てい
る。

所沢マンドリンクラブ 第３８回定期演奏会
所沢マンドリ

ンクラブ
2018/5/20 2018/5/20 埼⽟県 所沢市

埼⽟県所沢市近隣の仲間50⼈で⽇本内外の⾳楽をマンドリンを通して発信していま
 す。

会場には⾞いす席や体の不⾃由なお客様へのご案内もしています。

[企画展] ⽔を描く ―広重の⾬、⽟堂の清流、⼟
⽜のうずしお―  Thematic Exhibition: 
Depicting Water ―Hiroshigeʼs Rain, Gyokudōʼ
s Brooks, and Togyūʼs Maelstroms

公益財団法⼈ 
⼭種美術財団  
（⼭種美術

館）

2018/7/14 2018/9/6 東京都 渋⾕区

・⽇本美術に描かれた⽔に注⽬した展覧会を開催する。江⼾時代の浮世絵から近
代・現代の⽇本画まで、⽔が描かれたさまざまな作品をご紹介。暑い夏の季節に、
涼やかな⽔の絵画をお楽しみいただく。⽇本画専⾨の美術館の所蔵品を展⽰する美

 術展覧会で、⽇本美術の魅⼒を発信する。
・建物はバリアフリー建設となっており、⾳声ガイドも⽤意されている。キャプ
ション、パネル類も読みやすい⼤きさ、るびをふるなど⼯夫し、幅広い年齢層の来

 館者に楽しんでいただけるよう⼯夫がされている。
・主要パネルの解説⽂、キャプションなどは英語版も⽤意し、バイリンガル化を進
めている。また主要作品の解説⽂章を掲載した英語解説シートも無料で配布してい

 る。
・館内では⽇本画の魅⼒を紹介するビデオを上映。（⼀部英語字幕付き）

さざなみ亭落語会 三遊亭わん丈
逗⼦⽂化プラ

ザホール
2018/5/1 2018/10/6 神奈川県 逗⼦市

 ●⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組み
300年以上の歴史をもち、庶⺠に愛されてきた⽇本の娯楽のひとつである落語を楽
しんでいただけるよう、近隣の⼩中学校や施設などでアウトリーチを⾏ってきた。

 ホールでの公演では演⽬を事前投票で決めるなど、新たな取組みも⾏っている。
 ●障がい者にとってバリアを取り除く取組み

筆談での対応、⾞椅⼦、アシストホンの貸出し、補助⽝の受⼊れ、多⽬的トイレ、
エレベーター、点字ブロック、⼿すり、AEDの設置、障がい者等⽤の駐⾞場スペー

 スの確保等。
 ●外国⼈にとって⾔語の壁を取り除く取組み

英語でのホール案内パンフレットの設置、外国語が話せるスタッフの配置等。

逗⼦こども能2018
逗⼦⽂化プラ

ザホール
2018/5/1 2019/2/24 神奈川県 逗⼦市

 ●⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組み
市内在住・在学の⼩中学⽣を対象に、⽇本伝統芸能のひとつである「能」により親

 しみを持ってもらうため、能を体験できる機会として提供している。
 ●障がい者にとってバリアを取り除く取組み

筆談での対応、⾞椅⼦、アシストホンの貸出し、補助⽝の受⼊れ、多⽬的トイレ、
エレベーター、点字ブロック、⼿すり、AEDの設置、障がい者等⽤の駐⾞場スペー

 スの確保等。
 ●外国⼈にとって⾔語の壁を取り除く取組み

英語でのホール案内パンフレットの設置、外国語が話せるスタッフの配置等。

能狂⾔公演
逗⼦⽂化プラ

ザホール
2018/5/1 2019/2/24 神奈川県 逗⼦市

 ●⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組み
⽇本が世界に誇る伝統⽂化「能」により親しむ機会を提供する。鑑賞の助けになる
講座を開催し、興味・関⼼度を⾼め、気軽に能を楽しんでもらうことを⽬標とす

 る。
 ●障がい者にとってバリアを取り除く取組み

筆談での対応、⾞椅⼦、アシストホンの貸出し、補助⽝の受⼊れ、多⽬的トイレ、
エレベーター、点字ブロック、⼿すり、AEDの設置、障がい者等⽤の駐⾞場スペー

 スの確保等。
 ●外国⼈にとって⾔語の壁を取り除く取組み

英語でのホール案内パンフレットの設置、外国語が話せるスタッフの配置等。

逗⼦落語会 林家たい平・⽴川談笑 ⼆⼈会
逗⼦⽂化プラ

ザホール
2018/5/1 2019/2/2 神奈川県 逗⼦市

 ●⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組み
300年以上の歴史をもち、庶⺠に愛されてきた⽇本の娯楽のひとつである落語を楽
しんでいただけるよう、近隣の⼩中学校や施設などでアウトリーチを⾏ってきた。
知名度の⾼い落語家の公演であることから、毎年若い世代から年配の⽅まで幅広く

 ⼈気を集めている。
 ●障がい者にとってバリアを取り除く取組み

筆談での対応、⾞椅⼦、アシストホンの貸出し、補助⽝の受⼊れ、多⽬的トイレ、
エレベーター、点字ブロック、⼿すり、AEDの設置、障がい者等⽤の駐⾞場スペー

 スの確保等。
 ●外国⼈にとって⾔語の壁を取り除く取組み

英語でのホール案内パンフレットの設置、外国語が話せるスタッフの配置等。
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柳家⼩三治落語会
公益財団法⼈
かすがい市⺠

⽂化財団
2018/10/13 2018/10/13 愛知県 春⽇井市

 ⽇本の伝統話芸である落語。出演は⼈間国宝・柳家⼩三治、ほか。
会場となる春⽇井市⺠会館は、⾞いす席を6席有し、⾞いす専⽤トイレを2ブース有
す。また、改修⼯事によりトイレの洋式化率7割で、⾜腰の悪い年配の⽅、外国⼈
の⽅も不⾃由なくご利⽤いただける。

伝統芸能の魅⼒発⾒！〜にっぽんの楽器・弾き物
編〜

公益財団法⼈
かすがい市⺠

⽂化財団
2018/9/29 2018/9/29 愛知県 春⽇井市

NHKEテレの番組で伝統芸能の普及に努めてきた⼥優・南野陽⼦と、伝統芸能ナビ
ゲーターの葛⻄聖司が、注⽬の若⼿演奏家による⽣演奏と楽しいトークで、邦楽の

 魅⼒を届けるステージ。
会場となる春⽇井市⺠会館は、⾞いす席6席、⾞いす⽤トイレ2ブースを有す。ま
た、改修⼯事によりトイレの洋式化率が7割となり、⾜腰の悪い年配の⽅や外国⼈
の⽅にとって利⽤しやすい施設である。

かすがい⽂化フェスティバル
公益財団法⼈
かすがい市⺠

⽂化財団
2018/7/29 2018/10/30 愛知県 春⽇井市

⽇本舞踊、邦楽、和太⿎、華道、茶道、書道などの⽇本の伝統⽂化を⼦どもたちが
夏休みに体験できるワークショップ。主会場となる⽂化フォーラム春⽇井はバリア
フリー施設であり、点字サインやスタッフの筆談対応など、障がいのある⽅も利⽤
しやすい施設である。

世界をつなぐ マンガデザイン展
マンガデザイ
ナーズラボ株

式会社
2018/5/19 2018/6/24 ⼤阪府

⼤阪市阿
倍野区

マンガデザインは、⽇本⽂化のマンガとグラフィックデザインを組み合わせた⽇本
発・世界初の⽇本オリジナルクリエイティブとして、官公庁、企業をはじめとして
広告クリエイティブを制作しています。圧倒的な情報量とスピーディーな伝達⼒、
キャラクターを確⽴することで可能になる、縦横無尽のドラマ展開、難しいことを
シンプルにストーリーでわかりやすく訴求できるといった、マンガの強みを活か
し、広告作品の多くは、インバンドや地⽅創⽣といった国内外にむけた取り組みが

 多く、新たなクリエイティブ⼿法として⾼い評価を得ています。
「なぜ、マンガデザインなのか？」「マンガデザインとは何か？」をより多くの⽅
に知っていただくため、⼤阪芸術⼤学や在シンガポール⽇本国⼤使館との共催にて
総合展覧会を実施することとなりました。マンガデザインの作品展⽰をはじめ、オ
ンライン似顔絵「MangaMe!」ライブイベント、各芸術分野の第⼀線でご活躍の著
名⼈を招いてのトークセッションの開催などプログラムも⾏います。

レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦
い」展

レオナルド・
ダ・ヴィンチ
と「アンギ
アーリの戦

い」展 実⾏
委員会 会⻑ 
坂井 裕志

2018/4/6 2018/6/3 福岡県
福岡市早

良区

未完のまま姿を消したレオナルド・ダ・ヴィンチによる⼤壁画《アンギアーリの戦
い》。この謎を解く最⼤の⼿がかりが、⽇本初公開となる油彩画《タヴォラ・ドー
リア（ドーリア家の板絵）》です。本展ではこの作品を中⼼に、壁画の模写や派⽣
作品、またレオナルドの多岐にわたる活動を紹介し、失われた壁画の謎と魅⼒に迫
ります。会期中はイタリア会館・福岡の協⼒のもと、ビジネスパーソンにも楽しん
でいただけるよう閉館後にミュージアムコンサートを開催。また、ゴールデン
ウィークには同地区で開催される「地ビールまつり」とタイアップするなど、地域
と密着した展覧会を展開いたします。
なお，展⽰会場については⾞椅⼦での観覧が可能，情報発信については市ホーム
ページにて多⾔語で⾏っています。

博多座 グランドビジョン 点灯式

株式会社 博
多座 代表取
締役社⻑ 相

良 直⽂

2018/5/2 2018/5/2 福岡県
福岡市博

多区

博多座の⼤看板がグランドビジョンに、柱広告４カ所がデジタルサイネージにリ
ニューアル。その点灯式を開催します。
博多座で⾏っている公演情報に加え，福岡市が展開する「博多部旧市街プロジェク
ト」等と連携するとともに，これまでにない広報を展開し，博多座エントランスを
明るく，華やかに彩り，地域のにぎわいづくりに⼀役買います。

コココのダンス

株式会社 福
岡市⺠ホール
サービス 代
表取締役社⻑ 

椋野清彦

2018/5/5 2018/5/5 福岡県
福岡市中

央区

福岡は、古くから芸術⽂化が盛んで、障がい者アートへの取組みも多く⾏われてい
る地域です。その中で、今回のイベントは、劇場での⾳響・照明・舞台美術を使っ
た舞台芸術体験ができる場を、特に重度の障がいや病気をと共に成⻑している⼦ど
も達とそのご家族に提供し、⾃由に表現することの楽しさや⼀緒にクリエイション
する事の楽しさを体験してしていただけるイベントとなっています。また観覧も⾃
由にでき、その表現の多様性と豊かさ、バリアの無い創造の世界をご覧いただけま
す。また、この様なイベントが⽇本で⾏われている事を、SNS等で世界へ発信しま
す。

⻑崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団 福岡公演

認定特定⾮営
利活動法⼈ 
⻑崎ＯＭＵＲ
Ａ室内合奏団 
理事⻑ 嶋崎 

真英

2018/9/1 2018/9/1 福岡県
福岡市中

央区

⻑崎県内初のプロオーケストラ・⻑崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団の初めての福岡公演。
⻑崎県で親しまれている当団の⾳楽を福岡にお住まい・お勤め・遊びにいらした⽅
などにお届けします。
プログラム1曲⽬のバッハ／プレリュードとフーガハ短調BWV546は、東京藝術⼤
学教授で当団アーティスティック・アドヴァイザーの松原勝也⽒による弦楽合奏版
の編曲を演奏します。通常はオルガンで演奏される曲ですが、弦楽合奏版に編曲す
ることによって、より繊細な響きをお楽しみいただけます。
より多くの⽅に楽しんでいただくために、⾞いす優先席も設けております。
是⾮、お誘い合わせの上ご来場ください。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

現代能楽集「⽵取」
公益財団法⼈ 
福岡市⽂化芸
術振興財団

2018/10/27 2018/10/28 福岡県
福岡市東

区

⽇本最古の物語⽂学『⽵取物語』をパントマイムをベースにした独⾃の演出スタイ
ルで注⽬を集める⼩野寺修⼆が演出。出演には⼥優の⼩林聡美、貫地⾕しほり、能
楽師・佐野登らをむかえ、時空を越えて⼈々に愛されてきたかぐや姫の秘密に迫り
ます。
本事業は、福岡市の公共⽂化施設において、質の⾼い⽂化芸術に触れる機会を創出
するとともに、地域住⺠交流の場としての環境づくりの推進を⽬指す。会場には⾞
椅⼦のままで⼊れるスペースを⽤意し、付添⼈も含めた⼊場料割引を⾏う。

特別展「浄⼟九州―九州の浄⼟教美術―」

特別展「浄⼟
九州―九州の
浄⼟教美術

―」実⾏委員
会 会⻑ 有

⾺ 学

2018/9/15 2018/11/4 福岡県
福岡市早

良区

⽇本⼈の死⽣観に深い影響を与えた阿弥陀浄⼟信仰は約900年前の平安時代、末法
施⾏の流⾏とともに盛んになり、その中⼼となった⻄⽅極楽浄⼟のほとけ、阿弥陀
仏は苦しみの多いこの世を⽣きる⼈々の⼼の拠り所となり、様々かたちにあらわさ
れてきました。⽇本列島の⻄に位置する九州にも⻑い浄⼟信仰の歴史があり、他の
地域とは異なる特⾊を持っています。本展覧会では九州の浄⼟信仰に注⽬し、その
中で⽣み出された多彩な絵画や彫刻など約２００点を展⽰。燦然と輝く極楽浄⼟の
情景や来迎の姿をあらわす阿弥陀像、信仰の⼒を象徴する名号などを通じて、来世
に願いを託した先⼈たちの⼼に触れていただきます。また、会期中は関連イベント
として講演会なども予定しております。

マロ⼆エール・クラシック・フェスティバルコン
サートVol.6

（⼀財）MCF
オーケストラ

とちぎ
2018/8/11 2018/8/11 栃⽊県 宇都宮市

国内外で活躍する栃⽊県出⾝、在住、ゆかりのある⾳楽家を⼀同に介したプロオー
ケストラ演奏会。研鑽を積んだ栃⽊県ゆかりの⾳楽家が、培った技術や⾳楽性を地
元に還元し、栃⽊県の⾳楽⽂化の振興に寄与することを⽬的として開催し、クラ
シック⾳楽を演奏する。
会場ロビーにおいて、益⼦焼や栃⽊の地酒について紹介・販売するスペースを設
け、来場者に紹介する。
外国の⽅々や視覚に障がいのある⽅にもわかりやすいよう、⽇本語のほかに英語を
表記した演奏会プログラム冊⼦、点字のプログラム冊⼦、英語および点字で記載し
た物販・展⽰の案内印刷物を配布する。⾞いすの⽅が鑑賞できる座席を設ける。

県⺠の⽇記念イベント 栃⽊県 2018/6/16 2018/6/16 栃⽊県 宇都宮市

県⺠のより⼀層の郷⼟愛や⼀体感を醸成するため、県⺠が郷⼟について理解と関⼼
を深め、県⺠としての⼀体感と⾃治の意識をはぐくみ、より豊かな郷⼟を築きあげ
ることを⽬的に制定された県⺠の⽇を記念する⾏事を開催する。今年度は4〜6⽉に
実施される「ＤＣ」と連携し、「技・巧（たくみ）」を今年度の統⼀テーマとする
「とちぎ版⽂化プログラムリーディングプロジェクト事業」の⼀環として、県内伝
統⼯芸⼠等による⼿仕事体験コーナーや、若⼿⾳楽家による伝統芸能ステージ等を
実施する。また、オリ・パラ関連事業として「フラッグ歓迎トークショー」を開催
する。
なお、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⽤スペースを確保する。

あしぎんマロニエ県庁コンサート 栃⽊県 2018/6/6 2018/12/5 栃⽊県 宇都宮市

県では、県⺠の皆様に親しみを持っていただける県庁とするとともに、県⺠の⽂化
活動の発表の場や、⽂化に親しむ機会を提供するため、県庁舎のロビーを活⽤した
⾳楽コンサート「あしぎんマロニエ県庁コンサート」を６⽉〜12⽉の第１⽔曜⽇に
開催します。平成30年度も引き続き、(株)⾜利銀⾏様にネーミングライツパート
ナーとして御協⼒いただきます。
また、今年度は「とちぎ版⽂化プログラム」の「⽂化の担い⼿の育成」への取組と
して、学⽣をはじめ、若⼿の⾳楽活動者の演奏の場を増やすために「マロコン
U25」と称した公演を新たに設けます。
会場である県庁舎には、⾞いす使⽤者⽤駐⾞場や多⽬的トイレ、貸出⽤⾞いすの⽤
意もあります。

親⼦⾹りの体験学習 ⼤分県 2018/7/21 2018/8/18 ⼤分県 別府市

⼤分⾹りの博物館は、⾹りの歴史・⽂化・科学に関する資料等の収蔵品約3,600点
を展⽰し、調⾹体験やアロマ体験できる施設として、⾹り⽂化の理解・普及のため
の中核拠点として、地域連携・社会貢献に寄与できるよう事業展開を図っている。
今回、7/21（⼟）、8/4（⼟）、8/18（⼟）の計3回、⼩学⽣・中学⽣の親⼦を対
象に、⾹りの博物館への招待・親⼦⾹りの体験学習を開催し、実際のハーブから⾹
りを採取したり、調⾹体験を通して、その楽しみ⽅を学ぶことで、より⾹りに親し
みを持ってもらうようにする。また来場者に会場内の⾒学も⾏っていただき、⾹り
の⽂化の普及を⽬指す。会場は、⾝障者⽤の駐⾞場や、エレベーター等が設置され
ており、障がいのある⽅にも参加しやすいイベントとなっている。

第36回髙⼭⾠雄賞ジュニア美術展
髙⼭⾠雄賞

ジュニア美術
展実⾏委員会

2018/8/8 2018/8/12 ⼤分県 ⼤分市

今年で３６回⽬を迎える⼦どものための絵画コンクール。⼤分県内全域の幼稚園・
保育園児から⾼校⽣まで、約１０万点の応募がある。⼦どもたちの感性や表現⼒を
育むこと、審査にあたる教員の研鑽の場とすることを⽬的として開催する。展⽰会
場は⼤分県⽴美術館で、⾝障者の⽅への駐⾞場やお⼿洗い等のバリアフリー設備が
あり、多くの⽅にご来場いただけるようにしている。

全国⼩中学⽣書道チャンピオン⼤会
第２３回⼤分県⼩中学⽣書道チャンピオン⼤会

全国⼩中学⽣
書道

チャンピオン
⼤会実⾏委員

会

2018/7/1 2018/10/21 ⼤分県 ⼤分市

本会の⽬的である書写・書道教育をはじめ⽂化・芸術に関する事業を⾏い、その向
上、発展に寄与する、その⼀事業として毎年、県下⼩中学⽣を対象に公募による書
道の揮毫⼤会を実施している。本年度は第２３回⼤会となるが、今回は⼤分県国⺠
⽂化祭が開催されるのを桟し、対象を全国の⼩中学⽣として募り、全国⼩中学⽣書
道チャンピオン⼤会を企画した。予選は、公募による作品の審査、決勝⼤会は選抜
者（1，２００名）による揮毫⼤会を開催する。終了後、決勝⼤会出場者の作品と
県下⽀援学校⽣徒を対照に作品展を⼤分県⽴美術館で開催する（平成30年10⽉16
⽇〜21⽇）。⼤分県⽴美術館は、⾝障者の⽅への駐⾞場やお⼿洗い等のバリアフ
リー設備があり、多くの⽅にご来場いただけるようにしている。



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

2018/9/29 2018/11/25 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。「第33回国
⺠⽂化祭・おおいた2018」「第18回全国障害者芸術・⽂化祭おおいた⼤会」が開
催される年でもある、第１４回展の⼊選作品３０点や、おおいたこども彫刻展の作
品を朝倉⽂夫記念⽂化ホール等にて展⽰を⾏い、開会式の９⽉２９⽇（⼟）には、
表彰式に加え、オープニングステージイベント等を開催し、地域との交流事業も⾏
う。チラシの開催⽇時等、英語表記を⾏い、国外から来られた⽅にも確認できるよ
うにしている。

多⽂化理解ワークショップ〜みんなで作ろうお話
の世界〜

ＴＨＥアー
ト・プロジェ
クト多⽂化読
み聞かせ隊

2018/5/1 2019/3/30 神奈川県 川崎市

①近代⽇本⽂化史に名を残す宇野重吉、⽶倉⻫加年の志を継承し、新しい演劇の創
造を試みているマサカネ⼀座の演出家⽶倉⽇呂登さんを指導者に迎え、⽇本⽂学、
外国⽂学を題材に、参加者がワークショップを重ね、お話をつくり、演劇として公
演する。
②ワークショップへの参加者は、障害のある⽅、外国と関わりのある⽅、⽣きずら
さを抱えた⽅、⽼若男⼥、本企画に興味を持つ市⺠を広く公募する。昨年度は知的
障害のある若者、役者を⽬指す若者、ミュージシャンを⽬指す若者、マサカネ⼀座
を含め，幼児から年配者まで、幅広い市⺠の参加を得て、『不思議な卵』を多摩市
⺠館で上演し、200名近い来場者をむかえ、とてもよい評価を得るることができ
た。本年度もこの活動を通じ、障碍者のバリアを取り除き、外国⼈の⾔語の壁を取
り除くことを進めることができる。

たまアトリウムコンサート
多摩区役所ま
ちづくり推進
部地域振興課

2018/6/20 2019/2/20 神奈川県 川崎市

地域住⺠にとって⾝近な場所である多摩区役所において、様々なジャンルの本格的
かつ良質な⾳楽に触れる機会を提供する事業です。⾳楽を通じて、ゆとりや安らぎ
を感じてもらうとともに、⾳楽家との交流のきっかけづくりとして、また、⾳楽⽂
化・芸術に対する意識の向上や地域の活性化を図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。今年度は、６⽉、８⽉、１０⽉、翌年２⽉の実施を予定
し、いずれも申込みは不要で、参加費は無料です。また、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ます。
なお、１０⽉は６０回記念として、多摩市⺠館⼤ホール（定員９０８席）を会場と
します。

第２回浦安市写真展 浦安市 2018/9/2 2018/9/9 千葉県 浦安市

広く市⺠に写真作品の発表及び鑑賞の機会を提供することにより、写真技術の向上
を図るとともに、写真を愛好する⼈達の輪を広げ、写真によるまちづくりを推進す
ることを⽬的として開催する。
なお、障害のある⽅への配慮として、展⽰室内のバリアフリー化に努めるととも
に、座席スペースを確保している。

仙台クラシックフェスティバル2018地下鉄駅コ
ンサート

仙台市 2018/9/22 2018/9/30 宮城県 仙台市

仙台クラシックフェスティバルの関連イベントとして、プロ・アマチュア問わず、
出演者を公募し、1団体（1⼈）あたり30分以内の演奏を順次繰り広げるもの。演
奏の参加料も無料で、エレベーターや点字ブロック、□障害者⽤⾳声案内等、障害
者にも配慮された地下鉄構内のオープンスペースでで開催していることから、どな
たでも気軽に参加、鑑賞いただけるようなイベントとなっている。

こどもの夢ひろば〝ボレロ” 仙台市 2018/7/31 2018/8/1 宮城県 仙台市

⽇⽴システムズホール仙台の全施設を利⽤し、⾳楽や科学、⼯作、プログラミング
など、様々な分野の数多くの⼦ども向けの体験プログラムを2⽇間にわたり実施す
るもの。来場者は500円の⼊場パスポートを購⼊し、パスポート提⽰で全てのプロ
グラムに参加できる。バリアフリーの整った施設で開催していることから、どなた
でも気軽に参加いただけるようなイベントとなっている。

夏休み親⼦舞踊・邦楽体験イベント

兼六園周辺⽂
化の森活性化
推進実⾏委員

会

2018/8/4 2018/8/4 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といった伝統芸能に触れ、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
する。
今年度は、親⼦での参加をより促すため、⼤⼈向けの体験内容も取り⼊れるなど、
親⼦⼀緒に楽しめる内容となるよう取り組む。
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する取組も⾏う。

いしかわ伝統芸能体験教室 ⽯川県 2018/9/29 2019/2/3 ⽯川県
⾦沢市,
⽻咋市,
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。
今年度からは、能登地域を⽻咋市で開催し、プログラム内容も新たなジャンルを追
加する。
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。

夏の観能の⼣べ
いしかわの伝
統⽂化活性化
実⾏委員会

2018/6/30 2018/8/25 ⽯川県 ⾦沢市

夏季のあいだ定期的に能楽を低廉な価格で上演・鑑賞する機会を設けることによ
り、能楽愛好者の増加と本県⽂化の振興を図る。「加賀宝⽣」の幽⽞の世界を観光
客にも鑑賞機会を提供し、集客の増加を図る。また、引き続き能楽体験事業を実施
する。
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。
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県⽴⽂学館 特設展「⽣誕120年 井伏鱒⼆展 
旅好き 釣り好き 温泉好き」

⼭梨県 2018/4/28 2018/6/17 ⼭梨県 甲府市

昭和期の⽇本⽂学を代表する作家であり、「⼭椒⿂」「ジョン万次郎漂流記」「⿊
い⾬」などの名作を残した井伏鱒⼆（⼀⼋九⼋〜⼀九九三広島県⽣まれ）の⽣誕⼀
⼆〇年を記念して、井伏が⼭梨各地に残した⾜跡や、飯⽥蛇笏・⿓太親⼦との交流
を紹介する展覧会です。下部温泉、増富温泉、疎開先の甲府など、井伏が訪れ作品
の舞台となった地や、飯⽥蛇笏・⿓太親⼦との交流を、原稿、書簡、書画などを中
⼼にたどり紹介します。なお、館内施設は障害者、⾼齢者の利⽤に配慮したバリア
フリー対応の環境を整えています。

第20回企画展 おもちゃ⼤好き！〜郷⼟玩具と
おもちゃの歴史〜

三重県総合博
物館

（MieMu）
2018/7/7 2018/9/2 三重県 津市

今も昔も⼦どもたちの⾝近な存在であるおもちゃ。ブリキやセルロイドからプラス
チック素材への転換、電⼦・コンピュータの導⼊、戦争の世相を反映したものな
ど、おもちゃは時代とともに変化してきました。⽇本玩具博物館の⽇本屈指の玩具
コレクションを中⼼に、明治から現在までの各時代のおもちゃ、伊勢地域をはじめ
とする各地の郷⼟玩具が⼤集合します。夏休みに⼦どもも⼤⼈も楽しんでいただけ
る展覧会です。

オカリナ ハッピー· Happy コンサート
狭⼭台オカリ
ナサークル

2018/5/19 2018/5/19 埼⽟県 所沢市

創⽴から25年、江波太郎先⽣のご指導を受けるようになってから20周か年を記念
して、お世話になった⽅々への感謝の気持ちを込めて、オカリナ演奏の楽しさが伝
わるような「オカリナハッピー·Happyコンサート」を⾏います。
第1部はサークル全会員が、美しく壮⼤な地球と愛と⾃然をテーマにした曲「瑠璃
⾊の地球」「この地球に⽣まれて」などを演奏します。
さらに第1部の後半には少⼈数の4グループに分かれて、皆さんに馴染みのある「君
をのせて」「津軽のふるさと」など4曲を演奏します。
第2部は、第1部の前半と同様にサークル全会員が、映画⾳楽史上の名作と⾔われて
いる「慕情」を始め、アンデスのフォルクローレを代表する「コンドルは⾶んでい
く」「花祭り」を演奏したのちに、⽇本の伝統的な⻑唄の旋律を編曲した「越後獅
⼦」を、そしてコンサートの最後の曲は、澄みきった⻘空を⾃由に翔んで⾒たい、
⼤きな夢に向かって⽻ばたこうと⾔う穎いを込めて「翼をつけて翔びたとう」を演
奏します。
サークル会員の演奏が終了後、江波太郎先⽣のデモ演奏として、プロの演奏家の奏
でるオカリナの⾳⾊の素晴らしさを来場者の皆様に聴いていただきます。
会場はバリアフリー対応で⾞椅⼦観覧席も確保します。

みんなで⾳楽会Ⅲ• 2018 ジョイントコンサート 宝珠コーラス 2018/5/27 2018/5/27 埼⽟県 川⼝市

テーマ：みんなの⾳楽会Ⅲ第1部北の国から、⾦⼦みすゝ゛詩集「ほしとたんぽ
ぽ」、ある⽇の旅、くるみ、灰⾊の⾬、この広い野原いっぱい、砂⼭、⽊曽節、残
したいもの、⾏⽅、落葉松、第2部AveMaria、Vergintuttoamor、Stizzoso、⼩⾬
降る道、碧空、マンマ、⼿紙の⼆重唱、スザンナのアリア、蝙蝠のワルツ開場
13:00開演13:30終演16:00指揮：早苗⼋寿⼦、伴奏：近藤美千代ほか1名、友情
参加：河野明⼦、⻄⼭恵⼦、吉川英⼦会場はバリアフリーで⾞いす席も確保しま
す。

ルーチェ秋桜＆ララ・ピアチェーレジョイントコ
ンサート

ルーチェ秋桜 2018/9/22 2018/9/22 埼⽟県
さいたま

市

ルーチェ秋桜⼥声合唱団は、さいたま市を中⼼に活動しています。創⽴１８周年を
記念し、コンサートを⾏います。第1部はルーチェ秋桜、ララ・ピアチューレ⼥声
合唱団が合同で歌います。第2部ではゲストにソプラノ歌⼿鶴岡典⼦さんを迎え、
オペラのアリア、⽇本歌曲等を演奏します。第3部は合同で「⼤地讃頌」などを歌
います。発⾜以来１８年間お世話になった⽅への感謝の気持ちや、来場者の皆様に
合唱の楽しさを伝えられるようなコンサートを⽬指しています。会場はバリアフ
リー対応で⾞イス観覧席も確保します。

ジュニアカメラマン養成講座

いるまんなか
協議会 豊岡プ
チ⼤学 運営委

員会

2018/4/1 2018/9/30 埼⽟県 ⼊間市

①撮影②講評③編集④発表を随時繰り返す。
①撮影（⼊間市内）⼩学⽣から⼤学⽣までが、各⾃デジカメやスマホで⾝近な⾵
物、同世代の活動を写真・動画撮影する。撮影テーマを３期に分け、特徴ある被写
体の撮影技術を習得テーマⅠ地元豊岡の伝統祭りと⼦どものお囃⼦(３団体対象）
テーマⅡ⼊間の⾵景（茶畑、⼋⾼線、彩の森⼊間公園など）テーマⅢ豊岡地区で盛
んな⼦どものダンス(10団体対象）
②講評と③編集（豊岡ブチ⼤学）講師のアドバイスに基づき、各⾃写真のトリミン
グ、動画編集
※⾼校⽣、⼤学⽣が⼩学⽣、中学⽣に対して⾏うデータ処理等補助作業について
は、⼀部ァルバイトとし、地元での活動を定着させる機会としたい。
④発表豊岡プチ⼤学での⼤型モニター、PC７台を使った投影１７５⽇間、丸広⼊間
店エントうンスホールでの展⽰３⽇間、その後豊岡プチ⼤学で展⽰
⑤振り返りとまとめ参加者全員が関わって、作品を閲覧できるホームページを作
る。
発表会場はバリアフリーで⾞いすでの鑑賞も可能である。

彩の国さいたま童謡コンサート２０１８ 埼⽟県 2018/8/4 2018/8/4 埼⽟県 越⾕市

埼⽟県では、県ゆかりの童謡をＰＲし、次世代へ伝えていくことを⽬的に「彩の国
さいたま童謡コンサート」を開催します。埼⽟県警察⾳楽隊やカラーガード隊と童
謡歌⼿の坂⼊姉妹が出演し、埼⽟県ゆかりの童謡などの吹奏楽演奏や歌のステージ
をお届けします。
コンサート会場はバリアフリー対応で、⾞いす観覧席も確保、⼿話通訳も配置し
た。
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第4回おはなしコンサート『こんたのおつかい』
ミルテスタジ

オ
2018/7/21 2018/7/21 埼⽟県

さいたま
市

『おはなしコンサート』は、絵本の読み聞かせと⾳楽の⽣演奏をコラボレーション
させたファミリー向けのクラシックコンサートです。前半は絵本をステージ上に投
影し、朗読とピアノ演奏、そして⼆⼈の歌⼿と⼀般のお⼦様たち（おはなしキッ
ズ）による歌で、読み聞かせをすすめ、後半はソプラノ、バリトンとピアノによる
名曲コンサートになります。この企画の特徴としては、①絵本に関しての曲は、全
て作曲家によるオリジナル楽曲であるということ、②⼀般公募でお⼦様を募り（お
はなしキッズ）、プロの歌⼿による事前指導を重ねて本番に⼀緒にステージ上で
歌って頂くという、参加型であるということです。０歳から⼊場可。チケット代は
予約制で当⽇払い。ベビーカー置き場、⾚ちゃん休憩室もご⽤意し、⼩さなお⼦様
連れでも気楽にご来場頂ける⼯夫をしております。なお、ホールには⾞いす対応席
を⽤意してあります。

第17回広島国際アニメーションフェスティバル

広島国際アニ
メーション

フェスティバ
ル実⾏委員会

2018/8/23 2018/8/27 広島県
広島市中

区

国際アニメーションフィルム協会（ASIFA）公認の映画祭として⻑い歴史と実績を
持つ本フェスティバルは、今や世界四⼤アニメーション映画祭の⼀つに数えられ、
またアジア唯⼀の⽶国アカデミー賞公認アニメーション映画祭として毎回国内外か
ら多くの関係者やファン、アニメーションを学ぶ学⽣が参加している。今⼤会が１
７回⽬となり、世界各国地域から応募される作品を審査するコンペティション、国
内外の著名な作家の作品などの上映、展⽰、ワークショップなどで構成されていま
す。⼤会会場では、英語対応スタッフを配置するとともに、パンフレットや案内板
は⽇英表記としています。

⽇本⽂化総合講座と⾦継ぎ体験教室

⽇本⽂化構造
学研究会＆

「漆芸舎平安
堂」

2018/5/11 2018/9/30 京都府 京都市

漆芸修復「⾦継ぎ」などを通じて、⽇本⽂化の魅⼒を発信しています。伝統⼯芸である漆芸修復の体
験・教室、⽇本⽂化講座を兼ねて開催。
クールジャパンとして世界中が注⽬する京都⽂化であり、すでに海外からの来店も増加しています。
併せて、⽇本⽂化構造学研究会の著書を活⽤し、漆芸修復以外の⽇本⽂化や、伝統的芸術、和⾷など
の⾷⽂化、⼯芸、花、建築など、多様な⽇本⽂化を総合的に伝えています。
「英⽂の⽂化観光情報誌の掲載記事」や「⽇英⽂によるオリジナルの紹介資料も準備しており、京都
から世界に⽇本⽂化を発信していきます。
Japanesecultureisunlikemanyothers,nurturedfromtheuniquesensitivitiesofancestorsinpursuitof
wonderfulcraftsmanship.Inaddition,thoseancestorsdidnotforgettopassontothenextgeneration,t
hespirit,skillsandhopesdevelopedthroughtheircreations.Inrecentyears,however,aschemicalpro
ducts,massmanufacturingandmassconsumptionhavebecomemainstream,itseemsthatpeople
ʻsfeelingstowardsthe“things”theyaregiven,havechangedgreatly.
Thatdoesnotmeanthatallthingsaretreatedinthisway.Itisthecustomer'snaturalfeelingsofwantingt
okeepthememoriesofandinheritsomethingthatisdeartothem,whichwewouldliketoacknowledge
withthespiritandtechniquesoftraditionalmethods,andexpressitsbeauty.
Through"kintsugi",thetraditionalmethodofrestorationusingurushi,anexampleofancientJapanese
culture,wehopetocontinueconveyingtheinnatespiritoftheJapanesepeople.

PROLOGUE -FABULA EXHIBITION 2018- ArTRANDOM 2018/6/5 2018/6/17 京都府 京都市

PROLOGUE展
厳選された20⼈のイラストレーション作家による、物語の始まりをテーマに表現す
るイラスト展
出展作家
空間⾦⿂HIDETOSHIMINAMATAにじょう彰相崎しょか⽠うりたあき⽚桐マヤえだ
まめ先輩⽴花千栄⼦福本舞⾐⼦ASK.A⼭幸⾬野さとみ結ここなぎこ。cotoZIZI⾎ゑ
若松篤志OJONPA駒井春樹

平成30年度⼄訓⽂化芸術祭（⼄訓地⽅中学校吹
奏楽部演奏会）

⼄訓⽂化芸術
祭実⾏委員

会・⼄訓地⽅
中学校校⻑会

2018/6/10 2018/6/10 京都府 ⻑岡京市
⼄訓地域の中学校吹奏楽部演奏会
⼤⼭崎町、⻑岡京市、向⽇市内の中学校８校の吹奏楽部が集い、⽇頃の練習の成果
を発揮する

京丹後市⼩町ろまん全国短歌⼤会
京丹後市短歌
会連絡協議会

2018/7/1 2018/12/2 京都府  京丹後市

短歌の募集と選評、また、⼤会を⾏い表彰。それに付随して、講演や⼊賞作品の講
評などを⾏う。また、作品集を作成し投稿者や⼤会参加者に配布する。
それに加えて、京丹後市内にある⼩町公園を活⽤して、短歌にちなんだイベント
（⼩野⼩町についての講演、短歌即詠等）を⾏う。

⽥尻洋⼀ ピアノリサイタル
かめおか桂

ホール友の会
2018/7/16 2018/7/16 京都府 ⻲岡市

⽥尻洋⼀ピアノリサイタル
[曲⽬]
J.シュトラウス:オペレッタ「こうもり」序曲(⽥尻編)
ショパン:ノクターン第13番、2つのマズルカ
シューマン:アラベスク
ドビュッシー:アナカプリの丘、⽔の精、花⽕
バルトーク:ルーマニア⺠俗舞曲
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」(⽥尻編)
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華ひらく皇室⽂化展 ̶明治宮廷を彩る技と美

京都府、京都
⽂化博物館、
毎⽇放送、毎
⽇新聞社、京

都新聞

2018/10/2 2018/11/25 京都府 京都市

平成30年（2018）は、明治改元から150年にあたる記念すべき年にあたります。
錦の御旗を掲げて、永く続いた幕藩体制を覆した明治政府は、欧⽶に⽐肩する近代
国家を⽬指して、さまざまな産業を発展させました。近年、富岡製⽷場が世界遺産
に登録され、さらに九州・⼭⼝の諸施設が明治⽇本の産業⾰命遺産として世界遺産
に登録勧告されるなど、明治政府が⾏った事業や遺産への評価も⾼まりつつありま
す。
明治期の皇室も、⿅鳴館や明治宮殿において外国使⾂をもてなすことで、欧⽶諸国
との融和をはかり、また帝室技芸員制度をはじめ、わが国独⾃の芸術品を広く海外
へ紹介し、江⼾時代から続く美術・⼯芸の保護育成をはかる上で果たした役割はき
わめて⼤きいものがあります。
展覧会は、明治宮廷前史として、まず、幕末から明治維新を概観します。そして、
明治政府の基礎固めをする上で⼤きな効果があった六⼤御巡幸ゆかりの品々、初期
の明治宮廷を振り返ります。さらに、明治10年代からの⿅鳴館時代を経て、明治
21年（1888）に明治宮殿が建造されますが、この宮殿を彩る調度類の制作には京
都の職⼈も多く携わっています。また帝室技芸員も京都から多く輩出しており、帝
室技芸員の作品を始めとする宮廷⽂化の美と技を堪能していただけるでしょう。

平成30年度 春期京都⾮公開⽂化財特別公開
公益財団法⼈ 
京都古⽂化保

存協会
2018/4/27 2018/5/6 京都府 京都市

⽂化財愛護の普及啓発を⽬的とし、普段⾒ることのできない⽂化財を広く⼀般に公
開します。今春は櫻⾕⽂庫・養源院（相国寺⼭内）・法傳寺・妙教寺の４か所の初
公開を含む、京都市・⼋幡市の19か所を公開いたします。
今年は戊⾠戦争から150年です。明治維新・戊⾠戦争に関連した展⽰も数多くあ
り、「⽂化財」の魅⼒を通じて千年の歴史を感じて頂ける絶好の機会です。
※拝観料は⽂化財の保護や修復・管理に充当させていただきます
※特別公開期間中は関⻄学⽣古美術連盟に所属する⼤学⽣が⽂化財の警備・案内を
⾏います

平成30年度 京都書道連盟展 京都書道連盟 2018/9/26 2018/9/30 京都府 京都市 京都書道連盟会員・公募による総合書道展。
漢字・かな・調和体・篆刻・刻字・臨書などあらゆる分野を結集する総合書道展。

けいはんな⾳楽祭２０１８（第９回）
けいはんな⾳
楽⽂化の会

2018/11/11 2018/11/11 京都府
相楽郡精

華町

合唱のジャンルや年齢を問わず混声合唱、⼥声合唱、男声合唱、少年少⼥合唱等の
合奏団に参加を呼びかけている。参加団体数は、２５合唱団程度を想定している。
参加団体代表者とけいはんな⾳楽⽂化の会役員及び精華町教育委員会とで実⾏委員
会を組織して⾳楽祭を運営する。毎回、地域で活躍しているプロ級の合唱団、声楽
家、或いは地域住⺠参加のその年限りの合唱団等々、合唱祭を盛り上げる企画を実
施している。今回は企画ステージとして、滋賀県・京都府を活動拠点としているプ
ロの⼥声合唱団「セシリアシンガーズ」に招待演奏を依頼している、事業経費は、
参加者負担の参加料を主体とし、各種機関の補助⾦、⼀般からのプログラム掲載広
告料、賛助寄付等により賄い、⼀般聴衆者の⼊場料は無料としている。

京都いけばなプレゼンテーション２０１８「すご
いゾ！いけばな」

京都市、公益
財団法⼈京都
市芸術⽂化協

会

2018/6/2 2018/6/3 京都府  京都市

（１）展覧会／⽇時：６⽉２⽇（⼟）午前１０時〜午後８時・６⽉３⽇（⽇）午前１０時〜午後６時／会場：⼤広間，講堂，フリー
スペース他／参加料：無料，事前申込不要／出瓶者：公益財団法⼈京都市芸術⽂化協会華道分野会員（京都いけばな協会含む）／会
場テーマ：第１会場（フリースペース）…「光」（約３０作品）・第２会場（講堂）…「彩」（約１０作品）・第３会場（⼤広間）
…「⾵」（約２０作品）
（２）トーク／「器・料理・いけばな」／⽇時：６⽉２⽇（⼟）午後３時３０分〜午後４時３０分／会場：講堂／参加料：無料，事
前申込不要／登壇：近藤⾼弘（陶芸家，美術家），⽥村圭吾（京料理萬重若主⼈），桑原仙溪（桑原専慶流家元）／司会：松本司
（京都未⽣流家元）
（３）デモンストレーション／京都いけばなプレゼンテーション実⾏委員によるいけこみの実演／⽇時：６⽉３⽇（⽇）午後３時３
０分〜午後４時３０分／会場：講堂／参加料：無料，事前申込不要／実演：垣花悦甫（嵯峨御流相談役），平林朋宗（⽉輪未⽣流相
談役）
（４）レクチャー／すぐに使えるいけばなの技と知恵を紹介するミニ講座／⽇時：以下のとおり／会場：講堂／参加料：無料，事前
申込不要／内容：①「花を⻑持ちさせるには」⽇時：６⽉２⽇（⼟）午後０時〜午後０時３０分／講師：中村凜翠（⼩松流家元嗣）
②「花束からいけばなに」⽇時：６⽉２⽇（⼟）午後１時〜午後１時３０分／講師：芦⽥⼀春（遠州宗家継承者）③「コップに⽣け
る」⽇時：６⽉３⽇（⽇）午後０時〜午後０時３０分／講師：⼤津智永（都未⽣流副家元）④「バラを⽣ける」⽇時：６⽉３⽇
（⽇）午後１時〜午後１時３０分／講師：梅⽥和伸（⼀光流家元）
（５）ワークショップ／⽇時：以下のとおり／会場：講堂／参加料：以下のとおり／講師：京都いけばなプレゼンテーション実⾏委
員／内容：Ａいけばな体験／剣⼭と⽔盤を使って，いけばなの基本的な作品づくりを体験／⽇時：１.６⽉２⽇（⼟）午前１０時３０
分〜午前１１時３０分／２.６⽉２⽇（⼟）午後２時〜午後３時／３.６⽉３⽇（⽇）午前１０時３０分〜午前１１時３０分※１，
２，３は，いずれも同内容。／対象：⼩学⽣以上（⼩学３年⽣以下の場合は，要保護者同伴）／参加料：１，０００円，要事前申
込，定員各回２０名（先着）・申込⽅法：電話，FAX，または京都芸術センターのウェブサイトにて受付。（４⽉５⽇〜受付）／Ｂ
いけばな体験：⼀輪挿し・コップ／⼀輪挿しやコップに数本で⽣ける，⼩さないけばな体験／⽇時：６⽉２⽇（⼟）午後６時〜午後
７時／参加料：無料，定員３０名（先着）／申込⽅法：当⽇午後５時３０分から会場にて受付※年齢制限なし（⼩学３年⽣以下の場
合は，要保護者同伴）／Ｃいけばな体験：投げ⼊れ花／剣⼭を使わず，壺や花瓶にそのまま花や枝を⼊れる「投げ⼊れ花」の技法
で，ちょっと豪華な作品づくりに挑戦／⽇時：６⽉３⽇（⽇）午後２時〜午後３時／対象：⾼校⽣以上／参加料：３，０００円，要
事前申込，定員１６名（先着）／申込⽅法：電話，FAX，または京都芸術センターのウェブサイトにて受付（４⽉５⽇〜受付）

平成３０年度 茶源郷和束フォト＆スケッチコン
テスト

和束町地域⼒
推進協議会

2018/7/1 2018/11/4 京都府
相楽郡和

束町

和束町の茶畑景観、⾃然、⽂化のフォト＆スケッチコンテストの開催。茶畑と⺠
家、⾃然が織りなす美しい景観は、宇治茶の主産地として⻑年の歴史によって培わ
れてきたものであり、町内外多くの⽅に魅⼒的な茶畑景観をフォトやスケッチを通
して表現していただき、１１⽉に町内で開催される最⼤のイベント「茶源郷まつ
り」で応募作品すべてを展⽰予定。

第７回城陽市国⺠⽂化祭記念事業 ⼤正琴の祭典
in城陽

城陽市国⺠⽂
化祭記念事業 
⼤正琴実⾏委

員会

2019/3/17 2019/3/17 京都府 城陽市

○⼤正琴の⽣演奏ホール⼊⼝に、市の特産物等販売コーナーを設置し(実⾏委員会
の収⼊に関係無し)、⼤正琴の体験コーナーを設け運営している。例年どおり受付
案内、観覧場所において障がい者に配慮する。
○企画・運営に係る住⺠参加の内容実⾏委員会について、市⺠団体である城陽市⽂
化協会と、国⺠⽂化祭時に流派を越え結成された「京都2011⼤正琴合同グループ
城陽」が参画しており団体から選出された委員を主として企画・運営が⾏われてい
る。

坂東⽟三郎京丹後特別舞踊公演
坂東⽟三郎京
丹後公演実⾏

委員会
2018/5/19 2018/5/20 京都府 京丹後市

和の源流として発信している京丹後及び海の京都地域において、和の⽂化を象徴す
る歌舞伎の⼈間国宝である坂東⽟三郎丈の公演を通じて、当地域の全国発信ととも
に、来訪者には当地域が持つ、歴史・⽂化・伝統産業・⾷などの魅⼒に触れていた
だくことにより、当地域の活性化と住⺠の誇りの醸成につなげ、当地域が元気を取
り戻すこと⽬的に実施する。内容は、坂東⽟三郎丈による舞踊「⼝上」「雪」「葵
の上」「鐘ヶ岬」、前⽇のリハーサルを⾼校⽣以下を対象に公開する。企画・運営
には京丹後市⺠が中⼼となって組織する実⾏委員会によって⾏う。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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⽂化財鑑賞と朝がゆ体験

公益財団法⼈
京都⽂化財団 
京都⽂化博物

館

2018/7/7 2018/8/25 京都府 京都市

早朝のさわやかでゆったりとした空間の中で、⽂化財を鑑賞し、「朝がゆ」をいた
だきます。⼼をうるおす⾄福のひとときをお過ごしください。
参加券（各回1,000円）参加券販売場所：京都⽂化博物館1階受付カウンターのみ
（休館⽇を除く）。先着順にて販売、定員になり次第締め切り。当⽇券はありませ
ん。５⽉１⽇より発売開始

原⽥正則個展 めぐる季節とともに 岐⾩県 2018/5/20 2018/6/10 岐⾩県 岐⾩市

「障がい者の⽂化芸術活動の拠点」である、ぎふ清流⽂化プラザにおいて、障がい
のある⽅の絵画作品や活動を紹介する企画展を開催します。障がいのある作家とい
う枠を超えて、作品の評価の⾼いアーティストとして、県内外で発表活動や受賞歴
をもつ原⽥さんの活動を知っていただける機会です。なお、会場である⽂化芸術県
⺠ギャラリーは、バリアフリーとなっており、⾞椅⼦の⽅でも気軽にご覧いただけ
ます。

第4回 ぎふ清流⽂化プラザ⺠謡祭り 岐⾩県 2018/5/20 2018/5/20 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、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。

感動！感激！⼤興奮！“清流の国ぎふ〟スポーツ
の歩み
〜つなぐ、つなげる、これまで、これから〜

岐⾩県 2018/6/9 2018/6/9 岐⾩県 岐⾩市

県有⽂化施設ぎふ清流⽂化プラザにおいて、陸上部に所属する中⾼⽣など⼀般県⺠
を対象に、トークと映像によりる岐⾩のスポーツの歩みを振り返るとともに、オリ
ンピックのメダリストによるトークライブを実施します。また、ぎふ清流⽂化プラ
ザから続く清流デッキを渡って、岐⾩メモリアルセンターで開催されている「第18
回アジアジュニア陸上の決勝を希望者は観戦します。
なお、ホールには⾞椅⼦席をご⽤意しておりますので、ご⾼齢の⽅、障がいがある
⽅でもご鑑賞いただくことができます。

地歌舞伎推進プログラム 「夏の地歌舞伎公演
2018」

岐⾩県 2018/6/16 2018/6/16 岐⾩県 岐⾩市

県有施設「ぎふ清流⽂化プラザ」において、県が誇る地歌舞伎の公演を開催しま
す。建築、⺠俗、芸能など、多⽅⾯から⼈を惹きつける魅⼒を持つ地歌舞伎をお楽
しみいただけます。また、各演⽬開始前には、あらすじや物語背景などの解説を⾏
いますので、歌舞伎に詳しくない⽅でもお楽しみいただくことができます。
なお、通常のホール席に加え、平⼟間席、⾞椅⼦席もご⽤意いたしますので、障が
いのある⽅、ご⾼齢の⽅でも気軽にご鑑賞いただけます。

⽇本写真作家協会サポーター岡⼭フォトグループ
ING展

（⼀社）⽇本
写真作家協会
サポーター岡

⼭

2018/10/23 2018/10/28 岡⼭県
岡⼭市北

区
スナップから⾵景までジャンルを問わない写真展で、60点くらい展⽰します。

30th記念 2018マーチング・イン・オカヤマ
マーチング・
イン・オカヤ
マ実⾏委員会

2018/10/7 2018/10/8 岡⼭県
岡⼭市北

区
“街⾓に⾳楽を”をスローガンとし、マーチングの素晴らしさをアピールするととも
に岡⼭を「⾳楽の街」として全国へアピールする。

⼤正琴＆筝りーな演奏会

岡⼭県⼤正琴
愛好会・⽂化
筝⾳楽振興会

岡⼭⽀部

2018/8/12 2018/8/12 岡⼭県 倉敷市

内容：出演者約400名による⼤正琴と⽂化筝（筝りーな）演奏。⼤正琴・筝りーな
各グループのステージ。⼤正琴と筝りーなのコラボレーション演奏。⼤正琴講師、
名取〜代表師範の演奏と披露。邦楽、アンサンブル、80才以上のステージ。⻑唄三
絃：杵屋勝寿治、唄：芳村伊四太郎、⿎：藤舎呂悦特別出演
⼤正琴愛好会会員、⽂化筝⾳楽振興会会員の演奏披露と会員増を願っての会。

第16回永瀬清⼦賞
⾚磐市永瀬清
⼦の⾥づくり
推進委員会

2018/6/1 2018/9/30 岡⼭県 ⾚磐市

詩⼈・永瀬清⼦のふるさと⾚磐市から、詩作品を募集します。県内の⼩中学⽣なら
ば、⼩学校下学年の部、⼩学校上学年の部、中学⽣の部の3部⾨に誰でも応募する
ことができます。応募作品は、⾃由詩で未発表の本⼈の作品に限ります。⼊賞者へ
の通知をもって発表とし、表彰式は、来年2⽉開催の朗読会「永瀬清⼦の詩の世
界」の会場で⾏います。詳しくは、⾚磐市ホームページをご覧いただくか、電話で
お問い合わせください。

天神⼭⽂化プラザ⼟曜劇場「下荒井兄弟の スプ
リング、ハズ、カム。」

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/5/26 2018/5/27 岡⼭県

岡⼭市北
区

「劇団同⼠の絆を深めたい」と結成されたTEAMボンッ！DEリングがチャレンジす
る、⼤泉洋（TEAMNACS）脚本による今作にのせて、絆という⼒、絆とは何か、
あなたの絆は？この舞台を通して「絆」を感じてください。

岡⼭楷の⽊少年少⼥合唱団 第6回オータムコン
サート〜ミュージカル〜「シンデレラ」

岡⼭楷の⽊少
年少⼥合唱団

2018/9/2 2018/9/2 岡⼭県
岡⼭市東

区

第⼀部：合唱同声合唱とピアノのための「少⼥のまなざし」他
第⼆部：ミュージカル「シンデレラ」
⼦ども達のハーモニーが地域の⾳楽芸術⽂化の発展に貢献することを⽬的としてい
ます。
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⼭⼝マオ「わにわに」の絵本原画展
やかげ郷⼟美

術館
2018/7/21 2018/8/26 岡⼭県

⼩⽥郡⽮
掛町

⼦どもに⼤⼈気の絵本「わにわに」シリーズ等の絵本原画を⼿掛けるイラストレー
ター・⼭⼝マオ⽒の作品を紹介する。夏休みに親⼦で楽しく鑑賞できる機会を提供
し、⼦どもたちの創造⼒を広げるとともに、美術や本への関⼼を⾼めるきっかけと
する。

こども狂⾔ワークショップ〜⼊⾨編〜
公益財団法⼈ 
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/8/7 2018/8/9 神奈川県
横浜市⻄

区

⼩中学⽣を対象とした、公演鑑賞と実技体験がセットになった狂⾔のワークショッ
プ。
公演は、初めて観る⼦どもたちでも楽しめる演⽬を⼆つ厳選し、⼈間国宝による解
説付きで送る。実技体験は、狂⾔師による本格的な狂⾔の指導が受けられる。三⽇
間にわたり、⾜の運び、扇使い、謡、⼀場⾯を演じるなど、狂⾔の基礎を体験す
る。
●公演鑑賞2018年８⽉11⽇（⼟・祝）横浜能楽堂講座「⼈間国宝・⼭本東次郎先
⽣の狂⾔の時間」
施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）を有する。外国語で対応できるスタッフが
12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応対。場内に⾞いすのまま鑑賞で
きるスペースを5席分⽤意。

横浜能楽堂講座「⼈間国宝・⼭本東次郎先⽣の狂
⾔の時間」

公益財団法⼈ 
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/8/11 2018/8/11 神奈川県
横浜市⻄

区

狂⾔の名⾨・⼭本東次郎家による⼦どもたちのための狂⾔の講座。初めて観る⼦ど
もたちでも楽しめる演⽬を⼆つ厳選し、⼈間国宝による解説付きで送る。解説で
は、あらすじだけでなく昔の⼈々の精神性や⽂化等にも分かりやすく触れられ、狂
⾔を⾝近に感じることができる講座。
施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）を有する。外国語で対応できるスタッフが
12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応対。場内に⾞いすのまま鑑賞で
きるスペースを5席分⽤意。

横浜能楽堂特別講座「先⽣のための狂⾔講座」
公益財団法⼈ 
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/8/11 2018/8/11 神奈川県
横浜市⻄

区

教育関係者を対象とした狂⾔の講座。⼩学校６年⽣の国語科教科書（光村図書）掲
載の狂⾔「柿⼭伏」を実際の能舞台で鑑賞後、⼈間国宝・⼭本東次郎による解説と
会場からの質疑応答をとおして、教育現場における古典教材の扱い⽅、⼦どもたち
に古典を教える意義などを考え、魅⼒ある授業づくりを⽬指す講座。なお、教科書
掲載の能舞台の写真は、横浜能楽堂の本舞台であるため、教科書と同じ状況で鑑賞
することができる。
施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）を有する。外国語で対応できるスタッフが
12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応対。場内に⾞いすのまま鑑賞で
きるスペースを5席分⽤意。

[横浜芸術アクション事業]バンベルク交響楽団メ
ンバーによる弦楽四重奏ミニ・コンサート

公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/6/27 2018/6/27 神奈川県
横浜市⻄

区

⽇本が、障がいの有無にかかわらず、誰でも⽂化芸術に触れ⼼豊かな⽣活を送るこ
とのできる社会となること貢献するため、地域にお住いの障がいをお持ちの⽅とそ
の関係者に向けたコンサートを開催します。
ドイツの名⾨オーケストラ「バンベルク交響楽団」横浜公演（6/28横浜みなとみら
いホール）の開催にあわせ、公演前⽇に楽団メンバーによるミニ・コンサートを開
催します。
⻄区地域⾃⽴⽀援協議会と共催・協働することで、所属施設の利⽤者を中⼼に参加
者を募るとともに、各組織・団体のスタッフの協⼒により、会場を参加者にとって
過ごしやすく、気兼ねなくコンサートを楽しめる空間を構築します。

第30回⿅浜地域学習センター ふれあいまつり
⿅浜地域学習

センター
2018/11/17 2018/11/18 東京都 ⾜⽴区

⿅浜地域学習センターで活動されているスポーツ・⽂化団体の皆様の作品展⽰、⽇
本舞踊や⼤正琴などの発表を中⼼に、ワークショップとしてちぎり絵や寄席体験な
どの催し物があります。地域の⼦どもから⼤⼈、外国の⽅も含めて、⽇本の伝統⽂
化に触れることができる、どなたでもご参加頂ける⼀⼤イベントです。会場はバリ
アフリー対応となっており、外国語表記の案内があります。

はじめてのおはじきサッカー教室
⿅浜地域学習

センター
2018/4/21 2019/3/16 東京都 ⾜⽴区

テーブル上でサッカー選⼿が乗ったおはじきをはじき、ボールにあて、ゴールを狙
う「おはじきサッカー」の教室です。⽇本の伝統的な遊びであるおはじきを連想さ
せ、⼦どもから⼤⼈まで楽しむことができる国際的に⼈気の⾼いゲームを通して、
世代や国を超えて参加者同⼠の交流を深めます。どんな⽅でも練習しながら楽しん
で参加頂けるように、ルールなどもお教えします。１階エントランスで開催してお
り、バリアフリー対応となっており、⾞イスの⽅でもご利⽤しやすい施設です。

俳句川柳ふれあいサロン
⿅浜地域学習

センター
2018/5/5 2019/3/2 東京都 ⾜⽴区

毎⽉第１⼟曜⽇に、時候に合わせた席題に沿って、俳句・川柳を、集まった皆様同
⼠で⾃由に詠み合う会を開催しています。短い⾔葉の中で、思いや四季の⾵景など
を表現する⽇本の伝統⽂化であり、⽇本語だけでなく、⽇本の⾵物詩を知る機会に
もして頂けます。だれでも、お茶を飲みながらお気軽に参加頂けますので、参加者
同⼠が交流しあうサロンとなっています。作品は⼀定期間館内に掲⽰させて頂き、
句集を作成して配布します。毎⽉第1⼟曜⽇に開催しています。施設内に⽇本語・
外国語併記の案内があり、パンフレット等も配布しています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

PechaKucha Night
株式会社

PechaKucha
2018/4/17 2019/3/31 東京都 港区

クリエイターがアイディアを分かち合いネットワークを広げるための場として
2003年に東京で始まったプレゼンテーションイベントPechaKuchaNight(PKN)
は、20枚のイメージを20秒ずつ話すシンプルなプレゼンテーションフォーマット
と「ペチャクチャ」という⽇本語の特徴的な響きが注⽬を集め、東京から始まり現
在は世界1000都市以上、国内20都市以上で開催されるネットワークへと成⻑した
既存イベントである。
毎⽉１回開催されるPKNTokyoでは、200⼈〜1,000⼈規模の集客を誇り、国内外
のクリエイティブシーンを築いている様々なクリエイターが出演し、国際⾊豊かな
クリエイティブ層が集うイベントとなっており、あらゆる⾯で英語⽇本語のバイリ
ンガル対応を⾏っている。東京以外の各開催都市ではPKNTokyoをロールモデルと
しながら、都市のクリエイティブ発信の場且つコミュニティビルディングの場とし
て、重要な役割を担っている。オフィシャルwebサイトでは、各都市のページは英
語を第⼀⾔語としたフォーマットで、必要に応じて多⾔語での対応が可能となって
おり、掲載される各都市のプレゼンテーションは世界各地で視聴可能である。

第３４回⾜利薪能

⾜利市地域⽂
化遺産活性化
事業実⾏委員

会

2018/9/8 2018/9/8 栃⽊県 ⾜利市

室町⽂化を育んだ⾜利将軍の⽗祖⾜利義兼が創建した鑁阿寺境内に特設会場を設置
し、⾜利⽒ゆかりの能楽を「薪能」として上演する。合わせて上演会場近くの蔵に
おいて、演⽬にちなんだ「能⾯展」を開催し、このまちに根付く伝統⽂化を市内外
の多くの⼈に体感してもらう。鑁阿寺の薪能は昭和60年から始まり、2018年に34
回⽬を迎え、これまでに約３万⼈の⽅々に鑑賞していただいている。今回は、新た
な試みとして外国⼈の⽅にも能を理解してもらうため、外国語のパンフレットを作
成する。さらには、障がい者のバリアを取り除く対応として会場に⾞イスのスペー
スを確保する。

⻘森ねぶた祭
⻘森ねぶた祭
実⾏委員会

2018/8/2 2018/8/7 ⻘森県 ⻘森市

⻘森県⻘森市で毎年8⽉2〜7⽇に開催される勇壮華麗なねぶた、乱舞するハネト、
夜空に轟くねぶた囃⼦が三位⼀体となり、短い夏の夜を惜しむようにエネルギーを
燃やす祭り。七⼣の灯籠流しが起源ともいわれ、国の重要無形⺠俗⽂化財に指定さ
れている。22台の⼤型ねぶたのほか、町会で制作した⼩型の⼦どもねぶたも合同運
⾏している。最終⽇には、ねぶたの海上運⾏や花⽕⼤会で祭りのフィナーレを迎え
る。
会場内には、障がい者等⽤の観覧のため、⾞椅⼦利⽤者等にパレードの観覧スペー
スを⽤意している。また、英語・中国語（繁体字）の公式パンフレットを作成して
いるほか、案内所では外国語対応が可能なスタッフを配置している。

和に親しむ〜写経体験〜
北とぴあマネ
ジメント共同

事業体
2018/6/16 2018/6/16 東京都 北区

脳の活性化やデトックスなど様々な効果があると⾔われている写経の体験講座を実
施します。写経の所作や意義について丁寧に解説し、初めて体験させる⽅や経験者
の⽅でも気軽に楽しむことができます。伝統的に親しまれてきた写経を通じて、和
⽂化に親しむ機会を提供します。
北とぴあでは外国⼈利⽤者の対応時に、指さし確認シートを使⽤し、英・仏・中・
韓国語に対応可能です。
障がい者の⽅への対応では筆談ボードの設置や点字案内、スタッフ付添いでの誘導
案内等の取組を⾏っています。

和に親しむ〜坐禅体験〜
北とぴあマネ
ジメント共同

事業体
2018/6/23 2018/6/23 東京都 北区

⽇本で伝統的に⾏われており、ストレス解消や集中⼒を鍛える事にも効果があると
⾔われている「坐禅」の体験講座を実施します。講座では坐禅の意義や所作につい
ての講義を⾏い、30分程度の坐禅を2回⾏う予定です。初めて体験される⽅でも安
⼼な、丁寧な指導で実施します。伝統的に親しまれてきた坐禅を通じて、和⽂化に
親しむ機会を提供します。
北とぴあでは外国⼈利⽤者の対応時に、指さし確認シートを使⽤し、英・仏・中・
韓国語に対応可能です。
障がい者の⽅への対応では筆談ボードの設置や点字案内、スタッフ付添いでの誘導
案内等の取組を⾏っています。

第２１回俳句甲⼦園 全国⾼等学校俳句選⼿権⼤
会

ＮＰＯ法⼈ 
俳句甲⼦園実

⾏委員会
2018/6/9 2018/8/19 愛媛県

松⼭市 
ほか

「⾼校⽣にしか語れない俳句がある」。「俳句甲⼦園」は、⾼校⽣が５⼈１チーム
で俳句を「作る⼒」と「鑑賞する⼒」を競う俳句の全国⼤会です。⽇本の伝統⽂学
である「俳句」を通じて、地域間・世代間の交流と若者の⽂化活動の活性化に寄与
することを⽬的に開催しています。地⽅⼤会や投句審査を勝ち抜いて、正岡⼦規を
⽣んだ俳句のまち「俳都松⼭」に全国から⾼校⽣が集い、俳句を楽しみ、互いに交
流しながら、⼗七⾳に⻘春をかけて熱戦を繰り広げます。⼤会は、実⾏委員会やＯ
ＢＯＧ、ボランティアスタッフを中⼼に運営されており、会場では障がい者や⾞い
すの⽅の観覧誘導や御案内を⾏っています。

第７2回滋賀県美術展覧会
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/11/8 2018/11/14 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、展覧会が開催される施設は、⾞イスの設置、障害者対応トイレ等のバイアフ
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。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

「アートイルミネーション 和のあかり×百段階
段2018 〜⽇本の⾊彩、⽇本のかたち〜」

「和のあかり
展」実⾏委員

会
2018/7/7 2018/9/2 東京都 ⽬⿊区

ホテル雅叙園東京内の東京都指定有形⽂化財「百段階段」を舞台に、⽇本全国の祭
りやあかりの⽂化を広く紹介し、伝統⽂化を通したあかりの魅⼒に触れて頂きま
す。⻘森ねぶた祭りのねぶた、⼭⼝県の柳井⾦⿂ちょうちんまつりの⾦⿂ちょうち
ん、秋⽥の竿灯、岐⾩県美濃市の美濃和紙のあかり等、⽇本の各地には伝統ある
「和のあかり」の⽂化が現在も強く根付いています。「和のあかり」に接する体験
を通じて、国内外の⽅に⽇本⽂化、⺠族⽂化の価値を分かりやすくお伝えするとと
もに、東京の地で魅⼒ある観光資源に間近に接していただくことで現地への旅⾏意
欲を⾼めることを⽬的とします。2015年から毎年夏に開催している展覧会の第4
弾。
外国⼈のゲストへ向け、例年英語版チラシを作成するとともにホームページも⼀部
英語を併記しています。

国⾒町⾷⽂化振興事業 世界の料理講座「国⾒町
産桃を使⽤したフランス料理」

福島県国⾒町 2018/7/28 2018/7/28 福島県 国⾒町

⽇本の⾷⽂化振興を⽬的に、世界料理（フランス料理）に国⾒町の農産物を使⽤す
ることにより、地元農作物の豊かさを広くPRし、また再認識し⽇本の農作物で作る
⾷の良さについて学び体験する場を設ける。
なお、会場は道の駅国⾒あつかしの郷で実施することで、町内及び近隣市町の⽅の
ほか、福島県北管内に遊びに来ている⽅など幅広くPRできる。また、会場は⾞いす
の⽅も参加しやすいように配慮する。

斎藤茂吉記念館講座事業 第１３回定例歌会

公益財団法⼈
斎藤茂吉記念
館、公益財団
法⼈⼭形県⽣
涯学習⽂化財
団、⼭形県

2018/7/29 2018/7/29 ⼭形県 上⼭市

斎藤茂吉記念館諸事業の周知・誘客と短歌実作の向上を⽬的に、超結社の歌会形式
による定期的歌会を開催。⽇本歌⼈クラブ前会⻑の秋葉四郎館⻑が総評指導を⾏
い、⽇本⽂学（短歌）の振興と発信を図る。
会場となる斎藤茂吉記念館は、多⽬的トイレや⾞いす⽤のスロープなどを完備して
おり、障がい者も参加しやすい取り組みである。

世界の巨匠たちが⼦どもだったころ

株式会社⼭形
新聞、⼭形放
送株式会社、
公益財団法⼈
⼭形美術館、
⼭形市、公益
財団法⼈⼭形
県⽣涯学習⽂
化財団、⼭形

県

2018/7/20 2018/8/26 ⼭形県 ⼭形市

おかざき世界⼦ども美術博物館の所蔵品から世界を代表する巨匠たちが⼦どもだっ
た頃に描いた作品を約１２０点厳選して展⽰。誰もが知る作家たちの若いころの貴
重な作品を通じて、その芸術世界の原点に触れる機会とするとともに、⼦どもたち
を対象とした参加型の展⽰やワークショップも併せて開催。未来を担う地域の⼦供
たちの豊かな発想や想像⼒を醸成する機会とし、地域の芸術⽂化の素晴らしさを国
内外へ発信する。
会場の⼭形美術館は障がい者⽤駐⾞場・⾞いす⽤スロープ・多⽬的トイレなどが整
備されており障がい者も参加しやすい取り組みであるとともに、英語対応のＨＰに
て情報発信を⾏うなど外国⼈も参加しやすい取り組みである。

今川浩満が描く明治建築”北国の洋館”

公益財団法⼈
致道博物館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、
鶴岡市教育委
員会、⼭形県

2018/5/16 2018/6/17 ⼭形県 鶴岡市

重要⽂化財旧鶴岡警察署庁舎保存修理完成記念展（第１部）として開催。明治・⼤
正期の洋館に魅せられ、⽇本各地を訪ねて描き続けた⼤阪市在住の今川浩満⽒のパ
ステル画の中から北海道・東北地⽅に残る明治期の洋館を描いた作品９０点余りを
出品する。北海道はアメリカ建築の影響が⾊濃く残り、東北地⽅には独⾃に発展さ
せた⼯法で建てられた和洋⾵の建物が残っていると⾔われ、それらを鮮やかなタッ
チで描いた作品の数々を展⽰し、⽇本の建築⽂化及び絵画の素晴らしさを国内外に
発信する。
なお、会場の致道博物館は、多⽬的トイレが整備されており,障害者も参加しやすい
取組みである。

庄内近代化物語

公益財団法⼈
致道博物館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、
鶴岡市教育委
員会、⼭形県

2018/6/20 2018/7/25 ⼭形県 鶴岡市

重要⽂化財旧鶴岡警察署庁舎保存修理完成記念展（第２部）として開催。明治・戊
⾠戦争の敗北により賊軍という苦境に⽴たされた庄内藩が逞しく⽴ち上がり、先進
的な取り組みに挑戦し現代への礎を築いた先⼈たちの軌跡を振り、⻄洋⽂化を柔軟
に学び伝統的な技術や⽂化を融合させた庄内の⼈々が歩んだ道程の⼀端を紹介。特
別出品として旧庄内藩主酒井忠良伯爵の⼤礼服を初公開。⻄洋⽂化と地域⽂化の融
合による庄内独⾃の⽂化の素晴らしさを国内外に発信する。
なお、会場の致道博物館は、多⽬的トイレが整備されており、障害者も参加しやす
い取組みである。

「茂吉世界へのいざない／森羅万象」展

公益財団法⼈
斎藤茂吉記念
館、公益財団
法⼈⼭形県⽣
涯学習⽂化財
団、⼭形県

2018/4/27 2019/3/31 ⼭形県 上⼭市

⼭形県が⽣んだ歌⼈・斎藤茂吉の⽣涯の活動を伝える⾃筆の書画、原稿、著書、遺
品のほか、茂吉と親交のあった⽂⼈などの資料等を展⽰。偉⼤な歌⼈・斎藤茂吉の
作品等を広く紹介することにより、その功績を讃え、地域⽂化の向上や、⽇本⽂学
（短歌）の素晴らしさを国内外に発信する。
会場となる斎藤茂吉記念館は、多⽬的トイレや⾞いす⽤のスロープなどを完備して
おり、障がい者も参加しやすい取り組みである。

明治維新１５０年 ⻄郷隆盛と庄内

公益財団法⼈
致道博物館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、
鶴岡市教育委
員会、⼭形県

2018/7/28 2018/9/5 ⼭形県 鶴岡市

明治維新１５０年を記念し、江⼾幕府側として戦い抜いた庄内藩の戊⾠戦争を、
様々な記録、歴史資料から振り返る、そして、戊⾠戦争以降の庄内に影響を与えた
⻄郷隆盛（号・南洲）の教え「南洲翁遺訓」が発⾏されるまでの軌跡を辿る。「戊
⾠戦争絵巻」「破軍星旗」をはじめ、⻄郷南洲筆の四⽂字「敬天愛⼈」などを展
⽰。地域の歴史と⽂化を⾒つめ直し、その素晴らしさを国内外に発信する。
なお、会場の致道博物館は、多⽬的トイレが整備されており、障害者も参加しやす
い取組みである。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

斎藤茂吉記念館開館５０周年 第44回斎藤茂吉
記念全国⼤会

公益財団法⼈
斎藤茂吉記念
館、上⼭市、
上⼭市教育委
員会、公益財
団法⼈⼭形県
⽣涯学習⽂化
財団、⼭形県

2018/5/13 2018/5/13 ⼭形県 上⼭市

⼭形県が⽣んだ歌⼈・斎藤茂吉を追慕しさらに地域⽂化の向上を⽬的とし、毎年茂
吉の⽣誕⽇５⽉１４⽇に近い⽇曜⽇に、記念講演会を中⼼に様々な⾏事を実施。今
年は斎藤茂吉記念館開館５０周年であり、また、４⽉２７⽇に記念館がリニューア
ルオープンすることなどを記念し、盛⼤に開催。午前中にはリニューアルした斎藤
茂吉記念館の⾒学会、午後には斎藤茂吉短歌⽂学賞贈呈式、斎藤茂吉ジュニア短歌
コンクール表彰式および記念シンポジウムを実施する。郷⼟の偉⼤な歌⼈・斎藤茂
吉の功績を讃え、⽇本⽂学（短歌）の素晴らしさを国内外に発信する。
会場となる斎藤茂吉記念館や三友エンジニア体育⽂化センターは、多⽬的トイレや
⾞いす⽤のスロープなどを完備しており、障がい者も参加しやすい取り組みであ
る。

⼑剣と甲冑 〜重⽂ ⾊々威胴丸修復記念〜

公益財団法⼈
致道博物館、
公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、
鶴岡市教育委
員会、⼭形県

2018/9/8 2018/10/21 ⼭形県 鶴岡市

所蔵の重要⽂化財「⾊々威胴丸」の修復を記念して開催。庄内に伝わる桃⼭時代か
ら江⼾中期の当世具⾜などの甲冑をはじめ、鎌倉時代から江⼾時代の太⼑・打⼑・
担当から薙⼑・槍などの武具を出品し、武家の表道具である武具甲冑の美を紹介。
重⽂⾊々威胴丸の他に、⼭形県指定⽂化財朱塗⿊⽷威⼆枚胴具⾜、⼑剣では重⽂短
⼑吉光、鶴岡市指定⽂化財⼑銘⽉⼭正信ほか、初公開の⼑剣・甲冑を出品。⽇本の
伝統的な武具や甲冑の素晴らしさを国内外に発信する。
なお、会場の致道博物館は、多⽬的トイレが整備されており、障害者も参加しやす
い取組みである。

「茂吉の晩年そして終焉へ、家族・周辺の⼈び
と」展

公益財団法⼈
斎藤茂吉記念
館、公益財団
法⼈⼭形県⽣
涯学習⽂化財
団、⼭形県

2018/4/27 2019/3/31 ⼭形県 上⼭市

⼭形県が⽣んだ歌⼈・斎藤茂吉の⼈⽣の終焉までの⽣活を収蔵資料等により紹介
し、⽣活を共にした斎藤家⼀族の今につながる様⼦も合わせて晩年の居室とともに
紹介することにより、その功績を讃え、地域⽂化の向上や、⽇本⽂学（短歌）の素
晴らしさを国内外に発信する。
会場となる斎藤茂吉記念館は、多⽬的トイレや⾞いす⽤のスロープなどを完備して
おり、障がい者も参加しやすい取り組みである。

斎藤茂吉記念館リニューアルオープン記念「斎藤
茂吉の隠れた名品」展

公益財団法⼈
斎藤茂吉記念
館、公益財団
法⼈⼭形県⽣
涯学習⽂化財
団、⼭形県

2018/4/27 2018/8/19 ⼭形県 上⼭市

斎藤茂吉記念館のリニューアルオープンに伴い新装した常設展⽰室内展⽰資料の補
⾜と、常設展⽰では展⽰が難しい収蔵品の紹介を⽬的として実施する特別展。⼭形
県が⽣んだ偉⼤な歌⼈・斎藤茂吉をより深く知ることで、地域⽂化の素晴らしさを
再認識し、国内外へ発信する。
会場となる斎藤茂吉記念館は、多⽬的トイレや⾞いす⽤のスロープなどを完備して
おり、障がい者も参加しやすい取り組みである。

兵庫県⽴ピッコロ劇団第63回公演／ピッコロシ
アタープロデュース「マンガの⾍は空こえて〜⼿
塚治⾍『紙の砦』『ゼフィルス」より〜」

兵庫県⽴ピッ
コロ劇団・兵
庫県・兵庫県
⽴芸術⽂化セ

ンター

2019/2/15 2019/2/17 兵庫県 ⻄宮市

全国初の県⽴劇団・ピッコロ劇団が、関⻄俳優陣と共に取組むプロデュース公演の
第10弾。兵庫県宝塚で育った⽇本ストーリー漫画のパイオニア・⼿塚治⾍―戦前、
開戦、そして終戦を宝塚で迎えた⾃⾝の体験にフィクションを交えた「紙の砦」
「ゼフィルス」等の作品をもとに、天才クリエイターが誕⽣する時代を描き出しま
す。演出は、関⻄演劇界を牽引する劇作家・演出家で、劇団太陽族を主宰する岩崎
正裕⽒。脚本は、ロシア国⽴モスクワ・マールイ劇場及び附属シェープキン演劇学
校において研鑽を積み、ピッコロ演劇学校や新国⽴劇場演劇研修所でも講師を務め
る島守⾠明（ピッコロ劇団）。バリアフリー設備（⾞椅⼦での⼊場・専⽤席での観
劇可、エレベーター・多⽬的トイレの完備、難聴対応の⾻伝導補聴器の⽤意等）の
充実した兵庫県⽴芸術⽂化センター阪急中ホールにて上演。

ピッコロ劇団ファミリー劇場「さらばドラキュ
ラ」

①兵庫県⽴尼
崎⻘少年創造

劇場
②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

2018/8/4 2018/12/17 兵庫県
①尼崎市
②⻄宮市

①8/4〜8/5ピッコロシアター公演②12/16〜17兵庫県⽴芸術⽂化センター公演
夏休み、冬休み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
１２⽉公演では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年⽣約
２０名）も参加。バリアフリーの取り組みとして、⾞椅⼦の⼊場可。会場内誘導サ
ポート対応ができる、障害者接客研修を受け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。８⽉５⽇には⾳声ガイド付き公演を実施し、視覚に障害
のある⽅向けにイヤホン貸出（無料）、点字パンプレットを⽤意する。

⻤ごっこ総合研究所 研究ミーティング Vol,1
⼀般社団法⼈
⻤ごっこ協会

2018/8/5 2018/8/5 東京都 渋⾕区

研究ミーティングは、スポーツ⻤ごっこや各種⻤ごっこについて調査研究している
研究者、実務家（ビジネスマン）、学校教員、団体職員、NPO職員、学⽣、⼀般の
⽅などが集い、⽇ごろからの研究内容を議論する場です。⽬指していることは、議
論を通じて具体的に⻤ごっこの事業や普及に繋げていくことです。また、障害の有
無や世代・性別の差異に関係なく、参加者を募っております。障がい者の⽅へのご
対応は、スタッフとしては⼤学の福祉系学部に務めている教員や学童保育や保育所
に務めた経験のあるスタッフが、障がい者の⽅の対応は⾏っております。

スポーツ⻤ごっこ⽇本代表合宿2018
⼀般社団法⼈
⻤ごっこ協会

2018/8/5 2018/8/5 東京都 渋⾕区

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ます。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。また、昔
から⼦ども時代に最も⼈気があり、誰もが遊んだことがあります。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しています。本事業は、スポーツ⻤ごっこ⽇本代表の選
⼿合宿であり、多世代の⽅々が集まり交流を⾏っております。また、障害の有無や
世代・性別の差異に関係なく、オブザーバーを募っております。障がい者の⽅への
ご対応は、スタッフとしては⼤学の福祉系学部に務めている教員や学童保育や保育
所に務めた経験のあるスタッフが、障がい者の⽅の対応は⾏っております。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

筆⼀字で季節の挨拶状 暑中⾒舞い編

⾜⽴区伊興地
域学習セン

ター（指定管
理者：株式会
社グランディ
オサービス）

2018/7/2 2018/7/2 東京都 ⾜⽴区

画仙はがきに⽑筆で⼀字書を書き、暑中⾒舞いの挨拶状を作成することで、⽇本の
⾵習とその魅⼒を知っていただきます。お⼿本通りに⼀⽂字を練習するだけで本格
的な暑中⾒舞いを書くことが出来るので、書道が初めての⼦どもや筆を握ることが
できる障害者の⽅、外国⼈の⽅でも⾒様⾒真似で体験していただけます。また、⽔
彩絵の具での簡単な⾊の置き⽅や、⽇本の伝統的な和紙・千代紙で作成した切り紙
を貼り付けてはがきを彩ることで、多種多様な作品に仕上げることができます。
当⽇は書道講師の他、地域在住のボランティアが協⼒してくださいます。
また、会場がバリアフリー対応になっており、パンフレットや各部屋の案内が3か
国語表記（英語・中国語・韓国語）になっています。

楽しい折り紙ひろば

⾜⽴区伊興地
域学習セン

ター（指定管
理者：株式会
社グランディ
オサービス）

2018/5/1 2019/3/31 東京都 ⾜⽴区

⽉に１回（第４⽇曜⽇）季節に合わせたテーマで、約1時間30分で作品を作り上げ
ます。折り紙は、⽇本⽂化であるとともに折り紙を展開した際の図を頭で想像した
り、指先を細やかに使うことで脳や指先のトレーニングになるため、⼦ども・⾼齢
者・障害者にとっても良い刺激となり役⽴ちます。また、外国の⽅であっても、⼿
つきを真似てもらったり、折り図を⾒ながらでも作品を作ることができます。そし
て外国⼈旅⾏者は観光よりも体験を重視する傾向があり、完成品をお⼟産として持
ち帰っていただき、⽇本らしい思い出の⼀つとしても残していただけます。
会場がバリアフリー対応になっており、パンフレットや各部屋の案内が3か国語表
記（英語・中国語・韓国語）になっています。

第２６回あじさい祭り並びに第２９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

2018/6/17 2018/6/17 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。

観世九皐会定例会
公益社団法⼈ 
観世九皐会

2018/4/8 2019/3/10 東京都 新宿区

ユネスコ無形⽂化遺産で重要無形⽂化財であり、⽇本の伝統⽂化を代表する「能
楽」の公演。観世流の⼀派である観世九皐会の定期公演で、毎⽉、能2番、狂⾔1番
と仕舞数番を上演する。国の登録⽂化財である「⽮来能楽堂」を活⽤し、能楽堂の
公開の場としても、国内外を問わず広く⼀般のお客様にご覧いただく機会である。
昭和27年築の都内でも古い⽅の能楽堂であるが、客席は全席イス席で、エントラン
スからは段差なく⼊ることができる。（⼀部は段差のある座敷上にイス席を置いて
いる。）外国⼈客に対しては、英⽂のあらすじパンフレットを⽤意している。

 UMA課外授業in⾜⽴区2
 ⾜⽴区シア

ター1010指定
管理者 伊藤

2018/7/27 2018/8/5 東京都 ⾜⽴区

開催施設はバリアフリーになっており、障害者の⽅も⼀緒に授業に参加できます。
⾜⽴区内のあちこちに⾜を運ぶことによって、⾜⽴区の歴史に触れ、学ぶことがで
きます。UMAのキャラクターを使⽤することによって⼦供が興味を持ち、親⼦・家
族で⼀緒に参加できるようなイベントです。

NPO法⼈徳島県古武道協会主催 東かがわ市⽩⿃
神社春季⼤祭阿州柳⽣神影流奉納演舞⼤会

 特定⾮営利活
動法⼈徳島県
古武道協会

2018/5/5 2018/5/5 ⾹川県
東かがわ

市

徳島に関ヶ原合戦前に伝承された柳⽣新陰流である阿州柳⽣神影流兵法剣術とそれ
に付帯する流派伝承の武道神事である浦安の舞、剣の舞、神楽舞、五穀豊穣の舞な

  どを⽩⿃神社春季⼤祭に付帯して奉納演舞いたします。
演舞は幼稚園から70歳まで性別、経験問わず取り組んでおります。もちろん障害者
でも参加可能であり各⾃⾃分の出来る範囲で演舞に取り組んでおります。また精神
障害や軽い発達障害者なとが引きこもりしている⽅でもリハビリをかねて参加でき

 ます。
 演舞後は無料体験会を開催する予定であり、⾔葉は通じなくても⼑の持ち⽅や舞の
踊り⽅などをレッスン致しますので⾔葉が通じなくても安⼼して⽇本の⽂化を体験
することが出来ます。

東海林太郎⽣誕120周年記念事業

東海林太郎⽣
誕１２０周年
記念事業実⾏

委員会

2018/6/1 2018/12/31 秋⽥県 秋⽥市

平成３０年１２⽉に⽣誕１２０周年を迎える、秋⽥が⽣んだ国⺠的歌⼿「東海林太
 郎」。再び注⽬が集まるこの機に、彼が昭和歌謡界に残した偉⼤なる⾜跡と、〝⼀

 唱⺠楽〟を是とし歌に⽣涯をかけて熱く誠実に取り組んだその⼈間性を顕彰すると
  ともに、郷⼟の⾳楽的⽂化資産である数々の名曲と共に⽼若男⼥問わず、次世代に

 ⻑く継承する事業（イベント）を通じて、地域交流⼈⼝の拡⼤を図る。
 1．東海林太郎の命⽇（１０⽉４⽇）に合わせて開催する、主に現役（年配層）の

東海林太郎ファンを対象としたメモリアルイベント。３部構成とし、第１部は昨年
 度同会場でロングラン公演されたミュージカル「東海林太郎伝説」の出演俳優等に

よるトークショー、第２部は太郎本⼈と親交のあった⼥優・浅利⾹津代による朗
読、第３部は秋⽥県出⾝の演歌歌⼿・岩本公⽔による太郎の名曲を交えた歌謡

  ショーを計画。
 2．東海林太郎の⽣誕⽇（１２⽉１１⽇）に合わせて開催する、次世代を対象とし

た継承イベント。秋⽥県内外で活動する県出⾝のプロ及びアマチュアミュージシャ
 ン等が出演し、東海林太郎の名曲を個々の⾳楽性によりアレンジして披露するリ

 レー形式コンサート。総合プロデューサーに秋⽥県出⾝の放送作家・元祖爆笑王⽒
 を迎え、若い世代への周知浸透に向けた演出を図る。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

舞台「BRAVE10〜燭（ともしび）〜」

株式会社JTBコ
ミュニケー

ションデザイ
ン 中野区も
みじ⼭⽂化セ

ンター

2018/7/26 2018/7/29 東京都 中野区
TVアニメ化もされた、「真⽥⼗勇⼠」をテーマにした⼤⼈気マンガ「BRAVE10｣を
舞台化した事業で、⽇本⽂化の魅⼒を発信する取り組み。会場のなかのZERO⼤
ホールはバリアフリー対応をしており、⾞いす席もご⽤意している。

歌⼈・鈴掛真 短歌展
公益財団法⼈
かすがい市⺠

⽂化財団
2018/5/8 2018/5/20 愛知県 春⽇井市

5、7、5、7、7の31⾳で表現する短歌の世界で活躍する若⼿歌⼈・鈴掛真の展覧
会。みずみずしい感性で、若い世代に共感を呼ぶ注⽬の歌⼈の世界観を映像等のデ

 ジタル作品として発表する。
会場となる⽂化フォーラム春⽇井は、バリアフリー施設であり、点字案内表⽰の設
置や館内スタッフは筆談でご案内いたします。

アクロス福岡フロアコンサート

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/4/5 2019/3/21 福岡県
福岡市中

央区

・毎⽉２回（原則第１・第３⽊曜⽇）実施している１２時１５分から１３時まで４
５分間のミニコンサート（無料）。地域住⺠が⾳楽を気軽に楽しむことができ、⽼
若男⼥問わずたくさんの⼊場者を集めている。また、昼休み時間に実施することで
近隣のビジネスマンも訪れやすいコンサートである。原則、福岡県にゆかりのある
プロの⾳楽家が出演。
【バリアフリー対応】だれでも鑑賞できるコンサートで、未就学児を連れた親⼦や
障がいをお持ちの⽅々にもご来場いただいている。
⾞椅⼦のまま鑑賞可能。スロープ設置有り。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。コミュニケーション
エリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.65 「う
たたねクラシック」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/5/19 2018/5/19 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.65は芸⼈ふかわりょうをＭＣ
に起⽤し、チェロ・遠藤真理、ピアノ・三舩優⼦、メゾソプラノ・林美智⼦、フ
ルート・yumiの5名によるクラシックの名曲を中⼼とした楽しいお話つきの演奏会
を実施する。
⽇時：5⽉19⽇（⼟）12時開演（公演時間90分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.66 
「ヴィオラ・アンサンブルＳＤＡ４８」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/6/11 2018/6/11 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.66は東京フィルハーモニー交
響楽団⾸席ヴィオラ奏者の須⽥祥⼦が率いるヴィオラ・アンサンブルが登場。地元
九州交響楽団メンバーも加わり、ヴィオラの魅⼒たっぷりの演奏会を実施する。
⽇時：6⽉11⽇（⽉）12時開演（公演時間90分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.67 
「ウィーンの時間はゆったりと」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/7/30 2018/7/30 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.67は⽇本⼈⾳楽家で構成され
るピアノトリオが、J.シュトラウスの作品をはじめ、ウィーンのワルツやポルカを
地域住⺠へ披露する楽しいクラシックコンサート。
⽇時：7⽉30⽇（⽉）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.68 「ハ
ンブルクトリオ」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/9/11 2018/9/11 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.68はドイツのハンブルク・ト
リオが登場。⽇本⼈演奏家「塩⾙みつる」がヴァイオリン奏者として参加してお
り、メンデルスゾーンのピアノ三重奏曲など優れたクラシック⾳楽を地域住⺠へ披
露する。
⽇時：9⽉11⽇（⽕）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。
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場所

（県）
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アクロス・ランチタイムコンサートvol.69 
「新・福岡古楽⾳楽祭プレコンサート〜ラ・フォ
ンテヴェルデ〜」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/10/23 2018/10/23 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.69はルネサンスからバロック
初期にかけてヨーロッパで⼤流⾏した声楽⾳楽「マドリガーレ」を中⼼に披露する
演奏会。本格派の⽇本⼈声楽家で構成されたアンサンブル「ラ・フォンテヴェル
デ」が登場。
⽇時：10⽉23⽇（⽕）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.70 「IL 
DEVU（イル・デーヴ）コンサート２０１８」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/11/7 2018/11/7 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.70は⽇本でトップクラスの⼈
気を誇る声楽家で構成されるクラシック・ボーカルグループが登場。圧倒的な声量
で迫⼒あるステージを披露する。
⽇時：11⽉7⽇（⽔）12時開演（公演時間90分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.71 「和
楽器の競演！！和楽器アンサンブル『才⾊兼
美』」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2019/1/16 2019/1/16 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.71は⼥性和楽器奏者による和
楽器アンサンブルが登場。⽇本伝統⾳楽の魅⼒や「世界の祝いの⾳楽」をテーマに
演奏会を実施する。
⽇時：1⽉16⽇（⽔）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

漫画企画展「フクオカ・マンガ・ワールド」
アジア若者⽂
化交流事業実

⾏委員会
2018/5/1 2018/6/29 福岡県

福岡市博
多区

福岡県はアジア地域との友好交流を発展させるために、⾔葉の壁を越えて共感し合
うことのできるまんが、アニメ、ファッション、J-POPなど若者⽂化に着⽬し、多
⾔語WEBサイト「アジアンビート」を運営しています。8⾔語により若者⽬線で発
信し、福岡・⽇本とアジアの若者の相互理解を深め、相互交流を促進することを⽬
指しています。
5⽉1⽇から福岡県にゆかりのある漫画や、マンガに関係した活動を⾏っている団体
等をわかりやすく紹介する漫画企画展「フクオカ・マンガ・ワールド」を開催しま
す。
会場はバリアフリーとなっており、誰もが楽しめる企画展です。

アクロス福岡フロアコンサート

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/4/5 2019/3/21 福岡県
福岡市中

央区

・毎⽉２回（原則第１・第３⽊曜⽇）実施している１２時１５分から１３時まで４
５分間のミニコンサート（無料）。地域住⺠が⾳楽を気軽に楽しむことができ、⽼
若男⼥問わずたくさんの⼊場者を集めている。また、昼休み時間に実施することで
近隣のビジネスマンも訪れやすいコンサートである。原則、福岡県にゆかりのある
プロの⾳楽家が出演。
【バリアフリー対応】だれでも鑑賞できるコンサートで、未就学児を連れた親⼦や
障がいをお持ちの⽅々にもご来場いただいている。
⾞椅⼦のまま鑑賞可能。スロープ設置有り。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。コミュニケーション
エリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.65 「う
たたねクラシック」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/5/19 2018/5/19 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.65は芸⼈ふかわりょうをＭＣ
に起⽤し、チェロ・遠藤真理、ピアノ・三舩優⼦、メゾソプラノ・林美智⼦、フ
ルート・yumiの5名によるクラシックの名曲を中⼼とした楽しいお話つきの演奏会
を実施する。
⽇時：5⽉19⽇（⼟）12時開演（公演時間90分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

アクロス・ランチタイムコンサートvol.66 
「ヴィオラ・アンサンブルＳＤＡ４８」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/6/11 2018/6/11 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.66は東京フィルハーモニー交
響楽団⾸席ヴィオラ奏者の須⽥祥⼦が率いるヴィオラ・アンサンブルが登場。地元
九州交響楽団メンバーも加わり、ヴィオラの魅⼒たっぷりの演奏会を実施する。
⽇時：6⽉11⽇（⽉）12時開演（公演時間90分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.67 
「ウィーンの時間はゆったりと」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/7/30 2018/7/30 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.67は⽇本⼈⾳楽家で構成され
るピアノトリオが、J.シュトラウスの作品をはじめ、ウィーンのワルツやポルカを
地域住⺠へ披露する楽しいクラシックコンサート。
⽇時：7⽉30⽇（⽉）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.68 「ハ
ンブルクトリオ」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/9/11 2018/9/11 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.68はドイツのハンブルク・ト
リオが登場。⽇本⼈演奏家「塩⾙みつる」がヴァイオリン奏者として参加してお
り、メンデルスゾーンのピアノ三重奏曲など優れたクラシック⾳楽を地域住⺠へ披
露する。
⽇時：9⽉11⽇（⽕）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.69 
「新・福岡古楽⾳楽祭プレコンサート〜ラ・フォ
ンテヴェルデ〜」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/10/23 2018/10/23 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.69はルネサンスからバロック
初期にかけてヨーロッパで⼤流⾏した声楽⾳楽「マドリガーレ」を中⼼に披露する
演奏会。本格派の⽇本⼈声楽家で構成されたアンサンブル「ラ・フォンテヴェル
デ」が登場。
⽇時：10⽉23⽇（⽕）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.70 「IL 
DEVU（イル・デーヴ）コンサート２０１８」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2018/11/7 2018/11/7 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.70は⽇本でトップクラスの⼈
気を誇る声楽家で構成されるクラシック・ボーカルグループが登場。圧倒的な声量
で迫⼒あるステージを披露する。
⽇時：11⽉7⽇（⽔）12時開演（公演時間90分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。

アクロス・ランチタイムコンサートvol.71 「和
楽器の競演！！和楽器アンサンブル『才⾊兼
美』」

アクロス福岡
⾃主⽂化共催
事業実⾏委員

会

2019/1/16 2019/1/16 福岡県
福岡市中

央区

クラシック⾳楽の⼊⾨編と他ジャンル⾳楽の発信という試みを兼ね備えたコンサー
ト。昼休み時間帯に開催し、より多様な層への鑑賞機会を提供する。着物で来場さ
れた⽅には博多織のプレゼントを進呈している。vol.71は⼥性和楽器奏者による和
楽器アンサンブルが登場。⽇本伝統⾳楽の魅⼒や「世界の祝いの⾳楽」をテーマに
演奏会を実施する。
⽇時：1⽉16⽇（⽔）12時開演（公演時間60分予定）
料⾦：1,000円（全盛指定）未就学児の⼊場は不可※託児サービス有り（要予約）
【バリアフリー対応】⾞椅⼦のまま鑑賞可能（４席）。障がい者⽤トイレ有り。
【多⾔語化対応】アクロス福岡ホームページでは英語に対応。1階コミュニケー
ションエリアには英語対応職員を配置。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
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アート＆デザインの⼤茶会展
アート＆デザ
インの⼤茶会
展実⾏委員会

2018/6/15 2018/7/22 ⼤分県 ⼤分市

本展覧会では、⼤分県⽴美術館のアトリウム展⽰を⼿がけた三⼈の作家によるイン
スタレーションに特化した展覧会を⾏う。マルセル・ワンダースは⾃⾝がデザイン
したオブジェクトと映像による「幻想の間」を、須藤玲⼦は布のオブジェを浮かび
上がらせた「触感の間」を、ミヤケマイは鑑賞者が作品との対話と反応を楽しみな
がら思いをめぐらせる「瞑想の間」を、それぞれ創り出す。この三つの「間」によ
り、⼤分県⽴美術館が開館当初から⽬指す「出会いと五感のミュージアム」と、⼤
分県で開催される国⺠⽂化祭のテーマである「⼤茶会」を融合させた、五感にうっ
たえ、⼈と作品が出会う、センセーショナルな現代版⼤茶会として紹介する。
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。

企画展⽰「結び展－むかしのべんりな結び30
－」

川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2017/1/4 2018/5/27 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、12⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

企画展⽰「⺠家の暮らしと⽣きもの」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/7/1 2018/11/25 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、13⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

企画展⽰「暮らしと災害（仮）」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2019/1/4 2019/5/26 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、14⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

⼈形浄瑠璃
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/9/23 2018/9/23 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、15⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

⺠家園まつり－農村歌舞伎
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/11/3 2018/11/3 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、16⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「遠野の語り」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/4/21 2018/4/21 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、17⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「お国⾔葉で語りっこ」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/4/22 2018/4/22 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、18⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。
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古⺠家めぐり（暮らし・信越の村）
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/4/28 2018/4/28 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、19⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

古⺠家めぐり（建築・宿場）
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/4/29 2018/4/29 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、20⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

お茶会
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/5/3 2018/5/3 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、21⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/5/5 2018/5/5 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、22⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「みちのく・むかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/5/19 2018/5/19 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、23⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

古⺠家めぐり「建築・信越の村」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/5/20 2018/5/20 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、24⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

古⺠家めぐり「暮らし・関東の村」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/5/26 2018/5/26 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、25⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/6/2 2018/6/2 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、26⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

古⺠家めぐり（暮らし・神奈川の村）
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/6/9 2018/6/9 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、27⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「遠野の語り」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/6/16 2018/6/16 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、28⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

古⺠家めぐり（建築・関東の村）
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/6/17 2018/6/17 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、29⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「お国⾔葉で語りっこ」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/6/24 2018/6/24 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、30⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/7/7 2018/7/7 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、31⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

古⺠家めぐり（建築・神奈川の村）
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/7/15 2018/7/15 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、32⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

古⺠家めぐり（暮らし・東北の村）
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/7/16 2018/7/16 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、33⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「みちのく・むかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/7/21 2018/7/21 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、34⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。
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（県）
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概要

むかし話「お国⾔葉で語りっこ」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/8/12 2018/8/12 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、35⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/9/1 2018/9/1 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、36⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「みちのく・むかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/9/15 2018/9/15 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、37⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

お茶会
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/10/8 2018/10/8 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、38⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/10/6 2018/10/6 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、39⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「遠野の語り」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/10/13 2018/10/13 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、40⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/11/10 2018/11/10 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、41⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「みちのく・むかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/11/24 2018/11/24 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、42⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/12/1 2018/12/1 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、43⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「遠野の語り」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/12/8 2018/12/8 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、44⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/1/5 2018/1/5 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、45⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「みちのく・むかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/1/19 2018/1/19 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、46⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「遠野の語り」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/2/16 2018/2/16 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、47⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「お国⾔葉で語りっこ」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/2/24 2018/2/24 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、48⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/3/2 2018/3/2 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、49⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

むかし話「みちのく・むかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/3/16 2018/3/16 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、50⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

むかし話「万華鏡のむかし話」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/3/30 2018/3/30 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、51⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「五⽉飾り」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/4/14 2018/5/6 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、52⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「マンガアライ」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/5/12 2018/6/10 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、53⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「七⼣」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/7/7 2018/7/10 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、54⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「盆⾏事」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/7/21 2018/8/16 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、55⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「刈り上げ」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/9/22 2018/10/14 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、56⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「⼗五夜」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/9/22 2018/9/30 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、57⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「扱き上げ」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/10/20 2018/11/4 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、58⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

年中⾏事展⽰「ヨウカゾウ」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2018/12/1 2018/12/9 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、59⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「⼩正⽉飾り」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2019/1/13 2019/1/20 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、60⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「節分・ヨウカゾウ」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2019/1/26 2019/2/11 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、61⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「ひな祭り」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2019/2/16 2019/3/3 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、62⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

年中⾏事展⽰「蚕影⼭縁⽇」
川崎市教育委
員会事務局 
⽇本⺠家園

2019/3/9 2019/3/23 神奈川県 川崎市

⽇本⺠家園では、古⺠家の旧所在地や川崎市内の伝統的⽇本⽂化を伝える各種事業
を⾏っている。年々増加する海外からの来園者に対しては、63⾔語のパンフレット
や多⾔語⾳声ガイドなどを提供している。さらに多くの⽅に⽇本の古⺠家及び伝統
⽂化を伝えるため、各種事業においても配慮を⾏っていく。展⽰や伝統芸能公演に
おいては、英⽂での解説を⽤意する。むかし話、お茶会、古⺠家めぐりにおいて
は、英語で案内のできる職員を配置する。歌舞伎舞台を⽤いた事業においては、障
害者の⽅にもご覧いただける配慮を⾏う。

仙台クラシックフェスティバル2018 仙台市 2018/9/28 2018/9/30 宮城県 仙台市

仙台クラシックフェスティバルは、クラシック⾳楽の普及と聴衆の拡⼤を⽬的に、
⾳楽を介したさまざまな交流を促進するイベントである。「せんくら」の愛称で市
⺠に親しまれ、仙台の秋の⾵物詩として定着し、今年で13回⽬を迎える。地下鉄沿
線の４つの施設で，低額な⼊場料，初⼼者でも楽しめるような多彩なプログラム，
公演時間の短縮等により，市⺠が気軽に楽しめるフェスティバル型のイベントとし
て実施している。⾞椅⼦⽤スペースがある施設で開催していることから、どなたで
も気軽に鑑賞いただけるようなイベントとなっている。

⼈形浄瑠璃 ⽂楽 仙台公演
公益財団法⼈
仙台市市⺠⽂

化事業団
2018/10/17 2018/10/17 宮城県 仙台市

⽇本の伝統芸能「⽂楽」の公演を仙台で開催します。昼の部は浄瑠璃三⼤傑作のひ
とつとして数えられる「義経千本桜」。全編の⼭場である椎の⽊の段と、すしやの
段を上演します。夜の部は、「義経千本桜」から、華やかな道⾏初⾳旅。加えて⽂
楽代表的作品のひとつ「新版歌祭⽂」野崎村の段を上演します。
会場となる電⼒ホールは、⾞椅⼦対応の座席があり、エレベーター、多⽬的トイレ
等のバリアフリー設備が整っていることから、⾞椅⼦の⽅もご観覧いただけるよう
な催しとなっています。

⼤いなる秋⽥・東京公演2018 ”AKITA THE 
GREAT” SPECIAL CONCERT IN TOKYO 
2018

⼤いなる秋
⽥・東京公演
実⾏委員会

2018/11/25 2018/11/25 東京都 ⽂京区

秋⽥県出⾝の⼤作曲家、成⽥為三は、戦前、戦中を⽣き、⽇本におけるクラシック
⾳楽を⼭⽥耕作とともに牽引、確⽴させた⼈です。しかしその軌跡をたどるうちに
多くの作品が広く世に知れ渡っていないことがわかりました。今回は国⽴⾳楽⼤学
元教授で成⽥為三の研究家江崎公⼦先⽣の協⼒のもと、知られざる成⽥為三の作品
を平成のこの世に蘇らせ、その⼀部を紹介したいと考えています。ドイツのベルリ
ンに留学して⻄洋⾳楽を学んだ成⽥為三の⾳楽を紹介する講座も検討中です。ま
た、今回も「⼤いなる秋⽥」を歌う為に秋⽥から多くの⽅が上京してきます。⼈⼝
減少を叫ばれて久しい秋⽥の豊かな⾃然と空気、そのスローライフの素晴らしさも
会場に来ていただいた⽅に紹介、東京と秋⽥を結びます。
さらに、当⽇は代表と関係がある特別⽀援学校の⽣徒及び就労⽀援協⼒をしている
作業所等の関係者や利⽤者を招待するブースを設けます。
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あきた⺠謡祭２０１８
「あきた⺠謡
祭２０１８」
実⾏委員会

2018/5/13 2018/5/13 秋⽥県 秋⽥市

秋⽥県では、⺠俗芸能の継承⽀援に⼒を⼊れて取り組んでいる。
⺠俗芸能の中でも、秋⽥⺠謡は確認されているだけでも千曲を超え、全国⼤会も１
３を数えるなど、秋⽥県の⼤きな財産となっているが、⼈⼝減少による後継者不⾜
により各地域の⼈々の熱意だけでは⼗分な継承・振興を図ることが困難な状況にあ
る。
こうした状況を踏まえ、秋⽥の地域伝統芸能の代表である秋⽥⺠謡を継承するため
の公演を実施し、⺠謡を通じた地域の活性化を推進するとともに、秋⽥⺠謡を県内
外に広く発信する。
なお、公演会場には、⾞いす・障がい者席を設けるほか、ＨＰには英訳を記載し、
障がい者及び外国⼈にとっての壁を取り除くよう配慮している。

たんたらホイ！フェスvol.31. ENJOY Movie & 
Performance ver.

特定⾮営利活
動法⼈ たんた

らホイ会
2018/7/14 2018/7/15 三重県 津市

たんたらホイ！フェスは、⽂化・芸術等の発表の場を提供することで、⼈々の創造
性や表現⼒を⾼め、多様性を受け⼊れることができる⼼豊かな社会形成し、⾃分⾃
⾝の夢に気付いていく事を⽀援。第1部は多くの⽅達に夢を提供し実戦することを
モットーとする加藤雄詞⽒「Enjoy!三重」講演会“魅⼒的なあなたづくり”、第2部
「Joyful!三重」パネルディスカッション“夢に向かって”第3部「右脳活性化コー
ナー」〜観えないものを科学してみよう〜第4部映画「たんたらホイ！vol.7それぞ
れの愛」主役の画家、天明太郎の周りで起きる⽇常の出来事をコミカルに描く。今
回は⼥⼿ひとつで育てた娘を枠にはめようとする強い⺟と、フラダンサーの夢を持
つ娘の対⽴を軸に、夢や仕事に向き合う⼈達を演じる。vol.30の実写や津市内のロ
ケ現場が登場。第5部フェスvol.30受賞者Exhibition

たんたらホイ！フェスvol.32 ENJOY プラチナス
テージ & Performance ver.

特定⾮営利活
動法⼈ たん
たらホイ会

2018/11/24 2018/11/25 三重県 津市

たんたらホイ！フェスは、⽂化・芸術等の発表の場を提供することで、⼈々の創造
性や表現⼒を⾼め、多様性を受け⼊れることができる⼼豊かな社会形成し、⾃分⾃
⾝の夢に気付いていく事を⽀援。
第1部は⾳楽やダンス、パフォーマンス等によりセカンドライフを楽しんでいらっ
しゃる⽅達を対象としたプラチナステージ。⼤きなホールでその才能を開花させる
チャンスを提供。同時に三重県知事賞を初めとする多数の賞もご⽤意。第2部は
「Joyful!三重」パネルディスカッション“夢に向かって”第3部は多くの⽅達に夢を
提供し実戦することをモットーとする加藤雄詞⽒「Enjoy!三重」講演会“超Enjoy!
して⽣きるコツは…”

たんたらホイ！フェスvol.33 ENJOY Music & 
Dance & Performance ver.

特定⾮営利活
動法⼈ たん
たらホイ会

2019/3/16 2019/3/17 三重県 津市

たんたらホイ！フェスは、⽂化・芸術等の発表の場を提供することで、⼈々の創造
性や表現⼒を⾼め、多様性を受け⼊れることができる⼼豊かな社会形成し、⾃分⾃
⾝の夢に気付いていく事を⽀援。
第1部：⾳楽やダンス等に才能をお持ちの⽅達に⼤きなホールでその才能を開花さ
せるチャンスを提供。予選会。以前の受賞者の中にはアメリカや韓国へ留学し夢を
広げる⽅もいる。第2部：前⽇の決勝⼤会。三重県知事賞、三重県教育委員会賞を
初め多数の賞をご⽤意。第3部：「スピーチコンテスト」“はち切れんばかりの夢を
ぬけぬけと表現する”⾔葉や動作で⼤きな夢をパフォーマンス。出場者は⼀般募集
“オパールグループ”とvol.32.33受賞チーム“ダイヤモンドグループ”

第36回斎王まつり
斎王まつり実

⾏委員会
2018/6/2 2018/6/3 三重県 明和町

国史跡「斎宮跡」にて毎年6⽉第１⼟⽇に開催されるまつり。天皇の名代として伊
勢神宮に遣わされた「斎王」と呼ばれる未婚の皇⼥が京都から斎宮の都まで供を従
え旅をした⾏列「斎王群⾏」の再現をメインとしたおまつり。群⾏参加者は⼀般公
募する。斎王役と参加者は様々な平安装束を⾝にまとい、総勢約120名の斎王群⾏
（さいおうぐんこう）を⾏う。また斎王の清めの儀式である禊の儀といった演出も
⾏っており海外のかたにも⽇本古来の⽂化に触れていただける⾏事となっている。
⼀般公募のため海外の⽅の参加もあり、観るだけでなく体験してもらえるおまつり
である。まつり会場には障害者⽤の席や駐⾞場も設置している。また、英語版のチ
ラシも作成している。

郷⼟に親しむ映画会
埼⽟県⽴熊⾕

図書館
2018/4/1 2019/3/31 埼⽟県 熊⾕市

本県にゆかりのある⼈物や本県の歴史、⽂化、習俗などを紹介する郷⼟に親しむ映
画会を開催します。稲荷⼭古墳から発掘された鉄剣に知るされた⽂字の謎、秩⽗事
件、塙保⼰⼀の⽣涯、埼⽟の職⼈など、本県にゆかりのある題材について幅広く上
映を⾏います。会場はバリアフリー対応で、会場⼊り⼝までの点字ブロックあり、
⾞いす観覧席も確保します。

シュガーシュスターズ 〜⼼に響く⽇本の歌〜 
佐藤容⼦・佐藤寛⼦

上尾五線譜の
会

2018/7/14 2018/7/14 埼⽟県 上尾市

シュガーシュスターズは佐藤容⼦(ソプラノ)と佐藤寛⼦(メゾソプラノ)の姉妹によ
る団体名。⼆⼈とも芸⼤⼤学院を修了し、⽇本の歌を専⾨に歌っている。歌とトー
クは定評がある。なお、ピアノの前⽥拓郎はさいたま市在住。この機会に県下に多
数の童謡唱歌のサークルの賛同を得て、埼⽟県童謡協会(仮称)を設⽴することにし
ている。代表の新井は下總皖ー⾳楽賞を設⽴した経歴を持つ。会場はバリアフリー
で⾞いすでの鑑賞も可能である。
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チャイムフェスティバル２０１８
チャイムフェ
スティバル実

⾏委員会
2018/5/19 2018/5/19 埼⽟県 川⼝市

⽇頃トーンチャイムの演奏活動をしている埼⽟、千葉、茨城、東京のグループが年
に１度集まって演奏を発表し合っています。毎年15団体程の参加があり、⼩学⽣か
ら90歳近くの⼈まで参加しています。トーンチャイムという独特の⾳⾊を聞いてく
ださる⽅にも楽しんで頂けるように⾊々なジャンルの曲を演奏します。会場はバリ
アフリーで⾞いすの観覧席も確保します。

サンアゼリア開館25周年記念事業 サンアゼリ
アクラシックBOX 瀧村依⾥ヴァイオリンリサイ
タル

公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2018/8/25 2018/8/25 埼⽟県 和光市

ヴァイオリニストの瀧村依⾥とピアニスト中川賢⼀を迎えてのコンサート。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。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２０２０年
に向けた気運の盛り上がりに繋げていく。なお、⼩ホールは⾞いすでそのまま客席
エリアを使⽤することが出来る。また、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。

サンアゼリア開館25周年記念事業 サンアゼリ
ア寄席 ⼀の噺

公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2018/8/30 2018/8/30 埼⽟県 和光市

春⾵亭⼀之輔を迎えての落語公演。開催時間を⽇中とし、⾼齢者の⾜もとの不安を
解消しました。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（1,800円）に設定している。事前に演⽬についても告
知することで、落語を好きな⽅だけでなく、落語をあまり聞かない⽅にも分かり易
く敷居を低くし、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、公演以外の部分（ロビーへの出店など）で⼯夫を⾏い地域との関わりが⽣ま
れることで、２０２０年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。会場はバリアフリー対応しており⾞椅⼦のお客様も鑑賞できるスペースもあり
ます。

第23回紙芝居サミット
第23回紙芝居
サミット実⾏

委員会
2018/7/14 2018/7/15 埼⽟県 桶川市

全国の紙芝居研究者、製作者、実践家が集まり、紙芝居による地域交流についての
シンポジウム、実践研究等を⾏うことにより、紙芝居⽂化のより⼀層の普及をはか
る。会場はバリアフリーで⾞いすでの参加も可能である。

ジャズダンスチームAim プロデュース公演vol.6
Musical『Lonesome George』

ジャズダンス
チームAim

2018/8/11 2018/8/12 埼⽟県
さいたま

市
中央区

さいたま市の公⺠館を中⼼に活動をしているジャズダンスチームAimによる、プロ
デュース公演。2004年からプロデュース公演を開始。今回で６回⽬を迎えます。
『命』をテーマに、毎回オリジナルのミュージカルを上演。今回はガラパゴス諸島
を舞台にし、そこ⽣息する様々な固有の⽣き物たちの進化と愛をミュージカルでお
届けします。公演会場はバリアフリー対応しており⾞椅⼦のお客様も鑑賞できるス
ペースもあります。ロビースタッフも移動などのサポートをいたします。

サンアゼリア開館25周年記念事業 キッズ・
ミートミュージック 七⼣ファミリーコンサート

公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2018/7/1 2018/7/1 埼⽟県 和光市

百年も歌い継がれる「童謡」や演奏され続ける「沖縄⾳楽」・「名曲」の歩みを辿
るコンサート。公演名にもあるように家族全員で来場出来る機会を提供する。親⼦
が⼀緒に⾳楽を聴く時間を共有することにより、会話が広がり、コミュニケーショ
ンを深めるきっかけとなると考え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。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２０２０年に向けた気運の盛り上がりに繋げてい
く。会場はバリアフリー対応しており⾞椅⼦のお客様も鑑賞できるスペースもあり
ます。

サンアゼリア開館25周年記念事業 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
2018/5/26 2018/5/26 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２０２０年に向けた気運の盛り上がりに繋げていく。公演会場はバリアフ
リー対応しており⾞椅⼦のお客様も鑑賞できるスペースもあります。ロビースタッ
フも移動などのサポートをいたします。

サンアゼリア開館25周年記念国際交流事業 
Fragment of the world culture ろうけつ染め作
品展『伊澤正男×永原リタ』

公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2018/5/15 2018/5/21 埼⽟県 和光市

伊澤正男（⽇本⼈）と永原リタ（フィンランド⼈）の⼆⼈の作家によるろうけつ染
め作品展を開催する。2020年を⾒据え⽂化芸術振興基本法の改正の趣旨を踏ま
え、地域独⾃の⽂化の魅⼒を発信し、新たな芸術活動や国際的な⽂化交流をはかる
機会を作りたいと考えています。作品の展⽰会を⾏うだけでなく、ギャラリートー
クやアウトリーチによるコンサートやワークショップも実施し、バスツアー等も実
施することで多くの⽅の交流に繋げ、相互理解を深めたいと考えています。隣接す
る道路・駐⾞場からホール⼊⼝まではスロープ及びエレベーターによりアクセスが
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。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

ギャラリートーク 伊澤正男＆永原リタ
公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2018/5/19 2018/5/19 埼⽟県 和光市

作品展へ出展を⾏う伊澤正男と永原リタによるギャラリートーク。作品紹介やろう
けつ染めの魅⼒、歴史などについてお話しします。会場はバリアフリー対応してお
り⾞椅⼦のお客様も鑑賞できるスペースもあります。

マチナカコンサートin壹鑑寺
公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2018/5/19 2018/5/19 埼⽟県 和光市

壹鑑寺・客殿「四季の間」にある桜を含む四季の情景を描いた伊澤正男⽒作品襖絵
『四季』前にてマチナカコンサート（⻑⾕⾒誠・フルート＆漆間有紀・ピアノ）の
実施。会場はバリアフリー対応しており⾞椅⼦のお客様も鑑賞できるスペースもあ
ります。

ワークショップ バティック体験
公益財団法⼈
和光市⽂化振

興公社
2018/5/20 2018/5/20 埼⽟県 和光市 永原リタが講師をつとめバティック体験のワークショップを実施する。会場はバリ

アフリー対応しており⾞椅⼦の参加も可能です。

NBAバレエ団公演「ショート・ストーリーズ・９
〜バレエ・インクレディブル」

特定⾮営利活
動法⼈⽇本ア
カデミーバレ

エ団

2018/6/15 2018/6/17 埼⽟県
さいたま

市
中央区

全２部のクラシックバレエの公演を開催します。ショート・ストーリーズ・９とあ
る様に、第⼀部で８つの作品、第⼆部で１つの作品を⾏い、計９つの⼩品集となり
ます。会場はバリアフリー対応で⾞いすのお客様の席もご⽤意でき、幅広い年代の
お客様にお楽しみいただける公演。

企画展『 ⽣誕150年 湯浅⼀郎  明治元年、上
州安中⽣まれの最初の洋画家 』

群⾺県 2018/4/28 2018/6/17 群⾺県 ⾼崎市

明治元年、湯浅⼀郎は現在の群⾺県安中市で⽣を受けました。醤油味噌醸造販売を
営む裕福な家と、新島襄とも親交のあった先進的な⽗、治郎の存在による恵まれた
環境のもと、当時はまだ珍しかった⻄洋画（油絵）に出会い、洋画家を志します。
⼭本芳翠やフランスから帰国したばかりの⿊⽥清輝に師事し、明るい光の反射や空
気感を描き出す｢外光派｣と呼ばれた画⾵を⾝につけました。明治から昭和にかけて
の⽇本における激動の流れに⾝を置きながらも、湯浅は⾃分の絵を⽬でとらえるこ
とのできる世界に求め、その⽣涯をとおして何気ない⽇常的な⼥性の姿や⾵景を描
き続けました。この展覧会は湯浅⼀郎の⽣誕150年を記念し、油彩、⽔彩、素描な
ど約120点により、その画業をあらためてふりかえろうとするものです。

湧き上がる名場⾯ 〜ときめきのコンサート〜
岡⼭県演奏家

協会
2018/11/25 2018/11/25 岡⼭県

岡⼭市中
区

映画やTV、オリンピックなどで使⽤された⾳楽にスポットをあて、⾳楽を聴くと脳
裏にその場⾯と観客個々の思いが浮かびあがる舞台運び。美しい照明や映像もまじ
えて幅広い世代の共感を得られるように⼯夫している。

⽝養⽊堂記念館所蔵 ⼀品展33
⽝養⽊堂記念

館
2018/5/26 2018/6/24 岡⼭県

岡⼭市北
区

2年ほど前に⾒つかった、昭和7年(1932)松⽵キネマ株式会社作成の35ミリフィル
ムをデジタル化。五・⼀五事件でなくなった⽝養毅（号⽊堂）をしのぶ動画「噫⽝
養⾸相」(約6分)を上映し、映像についての説明パネルを展⽰して当時のニュース
映像と様⼦を紹介します。

秋⼭基夫展 詩からの⾃由 詩への⾃由
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/4/24 2018/4/29 岡⼭県

岡⼭市北
区

本展では、原稿、写真、映像、⾳源、出版本等によるインスタレーション展⽰に加
え、岡⼭のアーティストたちとの新作コラボレーション、朗読ライブと多彩な要素
で構成し、「詩はライブ」をモットーとする作家の「今」に触れていただきます。

天プラ・セレクション2018-2019
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/4/24 2019/2/3 岡⼭県

岡⼭市北
区

岡⼭県内を中⼼に顕著な活躍をしている作家を個展形式で紹介する天神⼭⽂化プラ
ザの企画展シリーズです。今シーズンは、詩、⽴体・写真、アニメーションキャラ
クターデザイン、彫刻・現代美術、⽊彫、漆芸の作家の皆さんをご紹介します。

天神⼭シアターオブユース 夏 ‟伝わる”表現っ
て？語り作品発表

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/8/22 2018/8/25 岡⼭県

岡⼭市北
区

天神⼭⽂化プラザで、⼩学4年⽣から⾼校3年⽣を対象に演劇・舞踊・⾳楽・伝統芸
能などの上演芸術を学ぶ講座を開講し、次代の舞台芸術を担う岡⼭のユースを育成
します。夏季は、吉岡紗⽮さんを講師に台詞や⽇本語の持つ⾳の⼒や⽂章の魅⼒を
体験してみましょう。要申込。定員20名。受講料5,000円。時間の詳細はHPをご
覧ください。

第16回おかやま県⺠⽂化祭
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/9/1 2018/11/30 岡⼭県 倉敷市

「beyond2020に参画して、すべての⼈々に素晴らしい⽂化芸術を！」をミッショ
ンとして、岡⼭の⽂化芸術を再認識し、継承・発展させ国内外へ情報を発信し、す
べての⼈々が優れた⽂化芸術を⽇常的に楽しめる環境づくりを進め、すべての⼦ど
もたちや若者が豊かな⽂化芸術体験ができ、多様な⼈々が連携して⽂化芸術の⼒で
元気な地域を作り、すべての県⺠の参加による新たな⽂化の創造に向け、県⺠総参
加で⽂化の祭典を開催します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

天神⼭シアターオブユース 秋 ⽇本の⽂化を知
ろう！⽇本舞踊体験

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/10/13 2018/10/16 岡⼭県

岡⼭市北
区

天神⼭⽂化プラザで、⼩学4年⽣から⾼校3年⽣を対象に演劇・舞踊・⾳楽・伝統芸
能などの上演芸術を学ぶ講座を開講し、次代の舞台芸術を担う岡⼭のユースを育成
します。秋季は、若柳吉芳也さんを講師に⽇本舞踊の歴史や奥深さを体験してみま
しょう。要申込。定員20名。受講料5,000円。時間の詳細はHPをご覧ください。

天神⼭シアターオブユース 冬 ⽴ち振る舞いは
演技の基本！殺陣・アクション⼊⾨

公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/12/15 2018/12/16 岡⼭県

岡⼭市北
区

天神⼭⽂化プラザで、⼩学4年⽣から⾼校3年⽣を対象に演劇・舞踊・⾳楽・伝統芸
能などの上演芸術を学ぶ講座を開講し、次代の舞台芸術を担う岡⼭のユースを育成
します。冬季は、六本⽊康弘さんを講師に⾝のこなしや機敏な動きを研究してみま
しょう。要申込。定員20名。受講料5,000円。時間の詳細はHPをご覧ください。

第31回⻯墨書道会展 ⻯墨書道会 2018/10/23 2018/10/28 岡⼭県
岡⼭市北

区
会員50名による55点の書作品の展⽰

アートで地域づくり実践講座
アートで地域
づくり実践講
座実⾏委員会

2018/4/1 2019/3/31 岡⼭県 津⼭市
2020年に向け、地域活性化を⽬指す県⺠を対象に、集客⼒や収益性のあるアート
イベント等を展開するための企画⼒、コーディネーターなどのスキルを備えた⼈材
を、座学だけでなく、実際にフィールドワークの企画・実践を通して育成する。

おかやま現代エコ・アート祭2018 第3回
おかやま現代
エコ・アート

協会
2018/10/23 2018/10/28 岡⼭県

岡⼭市北
区

エコ活動を⽇常⽣活に浸透させ、その活動を芸術の領域まで広げ、広く認知してい
ただき、次世代に繋げるため「エコ・アート」活動を⾏う。

忍者 街をあそぶ⑩
公益社団法⼈
岡⼭県⽂化連

盟
2018/5/5 2018/5/5 岡⼭県

岡⼭市北
区

天神⼭⽂化プラザ敷地内には、巨⽯や⽊々などの⾃然が残されています。⼦どもた
ちは、このすばらしい空間で修⾏した後、天神⼭⽂化プラザ内部に忍び込みます。
そして、展⽰作品を⾒ながら謎解きに挑戦するのですが・・・。⼩学1〜5年⽣対
象、定員50名、参加費千円。要申込。

[横浜芸術アクション事業]
発達障がい⽀援ワークショップＩＮ横浜「⾳と光
の動物園」

公益財団法⼈
横浜市芸術⽂
化振興財団

2018/7/7 2018/7/7 神奈川県 横浜市

⽇本が、障がいの有無にかかわらず、誰でもその個性と才能を伸ばすことができる
多様性に富んだ共⽣社会となることに、芸術⽂化プログラムを通じて寄与する企画
です。
発達障がいのあるこどもたちの隠れた才能を引き出すため、こどもとその保護者に
向けて、⾳楽と美術(映像)のインタラクティブ・ワークショップを実施します。
ペーパークラフトづくり、デジタルアートと打楽器の体験、⾳楽とペーパークラフ
トで作った作品が動く映像の鑑賞など、五感に働きかけるプログラムとなっていま
す。⼦どもと保護者で⼀緒に参加・体験し、楽しみながら感性や感覚を磨く機会を
提供します。

韓国光州広域市への横浜市芸術団派遣事業 横浜市 2018/7/6 2018/7/7 海外 韓国

2019年に韓国光州広域市で開催する「2019光州世界⽔泳選⼿権⼤会」の開催１年
前イベント「2019光州世界⽔泳選⼿権⼤会⼤国⺠ハンマダン」に横浜市芸術団を
派遣し、光州広域市⺠に向けて⽇本のストリートダンスを発信するとともに、光州
広域市及び同イベントに招へい予定の中国泉州市との⽂化芸術を通じた国際交流に
より、⽇中韓３か国の相互理解促進を図ります。

モーツァルト作曲オペラ『バスティアンとバス
ティエンヌ』

愛知県芸術劇
場（公益財団
法⼈ 愛知県
⽂化振興事業

団）

2018/11/16 2018/11/17 愛知県
名古屋市

東区

愛知県芸術劇場の⾃主事業の柱であるオペラ公演を、⼩ホールにて当劇場プロ
デュースで⾏う。実験⼩劇場である⼩ホールを活⽤し、舞台と客席が⼀体となった
新たな演出の可能性を探る。演⽬は、モーツァルトが12歳で作曲したオペラ『バス
ティアンとバスティエンヌ』と関連した作品を含む2部構成。
演出：太⽥⿇⾐⼦、指揮：⾓⽥鋼亮、出演:伊藤晴、中井亮⼀ほか、管弦楽:愛知室
内オーケストラ
上演にあたり、サービス介助⼠を配置し、⾞椅⼦来場者受け⼊れ、障害者への座席
案内、筆談具の設置など障害者や⾼齢者等への対応に取り組む。

あいち国際⼥性映画祭２０１８

公益財団法⼈
あいち男⼥共
同参画財団 
あいち国際⼥
性映画祭2018

運営委員会

2018/9/5 2018/9/9 愛知県
名古屋市

東区

国内外で活躍する⼥性監督の映画の上映と、トークイベント等の関連事業を通し
て、男⼥共同参画意識の啓発を図るとともに、映像制作に関わる⼥性の社会進出の
⽀援を⽬的に、1996年から毎年開催している⽇本で唯⼀の国際⼥性映画祭。
監督の舞台挨拶やトークイベントでは、⼿話通訳を⾏っており、また、⼀部の作品
では、眼に障がいのある⽅にも映画を楽しんでいただくために⾳声ガイド付き上映
を⾏っている。
ホームページや英語表記の映画解説等を記載したガイドブックを作成、また、上映
する映画に併せて、異⽂化交流のイベント等も実施するなど、国際交流に関する理
解促進を図っている。



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30年度アートフェスタ－愛知県⾼等学校総
合⽂化祭－

愛知県教育委
員会、愛知県
⾼等学校⽂化

連盟

2018/8/18 2018/8/23 愛知県 刈⾕市

愛知県内の⾼校⽂化部による総合発表会です。舞台部⾨・パネル部⾨、⽂芸部⾨、
展⽰部⾨の４つの部⾨で展開されます。各専⾨部から選抜された⽣徒たちが、作品
や演⽬を発表します。⼊場無料で、観覧は⾼校⽣だけでなく、⼀般の⽅々も対象と
しております。舞台部⾨では、吟詠、⽇本⾳楽（箏曲）、和太⿎、三河万歳といっ
た⽇本古来の⽂化を⾼校⽣が継承し、その魅⼒を精⼀杯発信します。
なお、会場（⼤ホール・⼩ホール）は⾞椅⼦席も⽤意しております。

第2回WPPC稚内市

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

2018/6/17 2018/6/17 北海道 稚内市

WPPC（WorldPeacePrayerCeremony：各国の国旗を掲げるセレモニー）とは、
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。

KOGEI Art Fair Kanazawa 2018

KOGEI Art Fair 
Kanazawa実⾏委
員会（認定NPO法
⼈趣都⾦澤、⼀般
社団法⼈⾦沢クラ
フトビジネス創造

機構等）

2018/11/16 2018/11/18 ⽯川県 ⾦沢市

国内唯⼀、⼯芸に特化したアートフェア「KOGEIArtFairKanazawa」
KOGEIArtFairKanazawaは⼯芸の価値形成や市場形成を⽬的に開催する⽇本唯⼀の
⼯芸に特化したアートフェアです。新進気鋭の若⼿から世界で活躍する作家まで、
伝統⼯芸から現代⼯芸まで幅広く網羅。開催地の⽯川県⾦沢市は、藩政期から400
年以上に渡って茶の湯、禅、能楽、謡がまちなかに浸透し、伝統⽂化が暮らしの中
に息づき、その価値が認められ2009年にはユネスコの創造都市ネットワークのク
ラフト分野に世界で初めて認定されました。世界でも有数の⼯芸都市に国内外の
ギャラリーが⼀堂に会し、近年世界的にも存在感を増している⼯芸の新たな価値観
や美意識を“KOGEI”として世界に発信します。
（本事業のWEB,SNS,チラシやパンフ等紙媒体、および当⽇の開場にて英語表記・
英語対応を⾏っています。）

Dacne New Air 2018

⼀般社団法⼈
ダンス・ニッ
ポン・アソシ
エイツ、スパ
イラル／株式
会社ワコール
アートセン

ター

2018/10/3 2018/10/14 東京都 港区

①このフェスティバルがスタートしてから15年、ダンスを取り巻く環境は⼤きく変
貌し、「ダンス」と呼ばれる表現は年々多様化してきています。観て楽しむ⼈も⾃
⾝で踊る⼈も増え、⾝近なものとなりましたが、⼀⽅で、分かりやすく直接的な表
現を好む傾向が強く、⼀⾒すると近寄りがたいダンスが有する、奥深い表現に隠さ
れている魅⼒をもっと多くの⽅々へ届けたい思いが年々強くなっています。8回⽬
を迎える今回は「⾝体を透してみえてくるもの」をキーワードに、琴線に訴えてく
る圧倒的な⼒を携えた作品をラインアップしました。東京・⻘⼭を中⼼に、劇場空
間だけではなく、屋外のスペースや映画館、ブックセンターなど様々な場所を舞台
に、⽇本の「現在」のダンスを透して新たな可能性を提案していきます。
②・サイトにて外国語対応をしている・会場に外国語表記案内を設置

DANCE EARTH FESTIVAL
株式会社 

dance earth
2018/7/14 2018/7/16 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EXILEÜSA、EXILETETSUYA、DreamShizukaによる
「DANCEEARTHPARTY」。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
「DANCEEARTHFESTIVAL」を昨年に引き続き2018年7⽉14⽇〜16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。

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）

2018/5/1 2019/4/30 東京都
千代⽥区

他

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しております。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

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）

2018/5/1 2019/4/30 東京都

千代⽥
区、渋⾕
区、品川
区 他

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、体験もおこなっている。

Global Student Film Awards
イメージ

フィールド福
岡株式会社

2018/9/21 2018/9/23 福岡県
福岡市⻄
区、福岡
市中央区

国内外の学⽣からショートフィルムを募集し、コンペを開催致します。⼀般の⽅に
も来場してもらい楽しんで頂く為にも、上映会の裏側では劇場映画の上映や、プロ
スタッフのトークショー等も予定しています。映像業界を⽬指している若⼿クリエ
イターの作品を審査し、より⾯⽩いと判断されたもののみ舞鶴公園での表彰式で上
映します。観光客も多いこの場所で国際イベントを⾏うことで国内外の交流の場と
なり、⽇本の⽂化に触れてもらういい機会になるはずです。また、⾝障者やお年寄
りの⽅のために鑑賞座席を設けたり、留学⽣通訳ボランティアあに参加してもらっ
たりと、多くの⽅に楽しんでもらえるイベントになる予定です。

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
2018/8/4 2018/8/4 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されています。今回は声楽、ピアノ
連弾も取り⼊れた演奏会です。お客様との⼀体感を⽬指し、2020年オリンピッ
ク、パラリンピック東京にむけ、観客と⼀緒に全員で世界の曲メドレーを演奏しま
す。
外国のお客様に対しては、プログラムに欧⽂名をいれ、わかりやすく記載します。
また、障害のある⽅に対しては、当然⼊場可能であり、バリアフリーの対応です。
主な演奏曲⽬は以下のとおりです。ウィーンわが町(合唱）オーソレミオ（イタリ
ア）魔王（ドイツ）マンドリン(フランス）マリア（アメリカ）城ヶ島の⾬（⽇
本）誰も寝てはならぬ、ある晴れた⽇に、ホフマンの⾈歌（オペラ）みかんの花咲
くころ、森へ⾏きましょう（お客様と⼀緒に）他

⼦供達が作る【勝利のブーケ】を選⼿に届ける会
主催  【勝利のブーケ】を届たい

⼦供達が作る
【勝利のブー
ケ】をスポー
ツ選⼿に届け

る会

2019/2/16 2019/2/17 東京都 港区

六本⽊ヒルズアリーナで開催される障害者スポーツ⼤会において、⼦供達が選⼿達
に送る【勝利のブーケ】を制作し、パラリンピックを⼦供達の応援でより盛り上げ
ます。「パラリンピック」と「⼦供」を、「芸術」という新しい切り⼝で結び付け
ます。ブーケを制作することで、⼦供達がスポーツ⼤会のボランティアとして主体
的に関わり、また多様性を受け⼊れる機会を得ます。当⽇は、障がい者スポーツの
⾒学・選⼿からもしくは、映像により競技説明・障がい者スポーツ体験会が予定さ
れています。選⼿達にエールを込めてブーケを制作し、閉会式にて贈呈します。障
害のある⼈も気軽に参加できるよう、ワークショップはバリアフリーにし、また外
国⼈の参加者があった場合には英語で対応します。

楽しい⼦どもの美術展・『かわうそ３きょうだ
い』あべ弘⼠絵本原画展

網⾛市⽴美術
館

2018/5/3 2018/5/27 北海道 網⾛市

『楽しい⼦どもの美術展』は、平成4年から8年まで全国規模の絵画コンクールの受
賞作品を集め、⽂部省により開催されていました。その作品をお借りし、⻑い間移
動展として全国各地で巡回しておりましたが、⽂部省主催での展覧会終了後も、各
コンクール主催団体のご厚意により、今もなお継続して開催されています。また、
同時開催といたしまして、絵本作家あべ弘⼠さんの原画展も開催いたします。
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。

寄席 三遊亭⽩⿃・桃⽉庵⽩酒 ⼆⼈会

公益財団法⼈
⼭形県⽣涯学
習⽂化財団、

⼭形県

2018/8/2 2018/8/2 ⼭形県 ⼭形市

新作落語と古典落語を得意とする落語家・三遊亭⽩⿃と桃⽉庵⽩酒による落語公
演。優しさや⼈間味あふれる巧みなストーリー展開により、落語通も落語を初めて
聞く⼈も楽しめる⼆⼈会の開催を通し、⽇本の伝統的話芸である落語の素晴らしさ
を国内外にＰＲする。
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されており、障害者も参加
しやすい取組みである。

⼯藤直⼦＆新沢としひこ講演会＆コンサート

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2018/9/9 2018/9/9 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。
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ある。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

⼆兎社公演４２「ザ・空気 ver.2 誰も書いては
ならぬ」

公益財団法⼈
弦地域⽂化⽀
援財団、⼭形

県

2018/8/5 2018/8/5 ⼭形県 ⼭形市

世界的劇作家・永井愛率いる「⼆兎社」の演劇公演。⼭形県出⾝の俳優・眞島秀和
を始め、安⽥成美、⾺淵英⾥何などの⽇本を代表する実⼒派俳優が出演。メディア
を巡る空気を題材とした演⽬で、国内外から集客を図り、⽇本演劇の素晴らしさを
ＰＲする。
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
を取り除く取組である。

アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形プレイベン
ト・キックオフコンサート

アフィニス夏
の⾳楽祭⼭形
実⾏委員会

2018/6/1 2018/6/1 ⼭形県 ⼭形市

プロフェッショナルとして活躍する演奏家のための世界的にもユニークなセミナー
⾳楽祭である「アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形」の開催に向けて、開催地・⼭
形の機運を盛り上げるためのプレイベントを実施する。その第⼀弾として、「ア
フィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形」に係る記者発表に合わせ、⼭形県唯⼀のプロ
オーケストラとして45年に亘り同県の⾳楽⽂化を牽引してきた⼭形交響楽団の楽団
員によるアンサンブルコンサートを開催し、本県の⾳楽⽂化の素晴らしさを国内外
に発信する。
会場となるホールは障がい者⽤のスロープや駐⾞場等の設備が完備されており、障
がい者にとってのバリアを取り除く取組みであるとともに、多⾔語対応されたＨＰ
により情報発信を⾏うなど、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組みでもあ
る。

アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形プレイベン
ト・出張ＰＲコンサート

アフィニス夏
の⾳楽祭⼭形
実⾏委員会

2018/6/30 2018/6/30 ⼭形県 ⼭形市

プロフェッショナルとして活躍する演奏家のための世界的にもユニークなセミナー
⾳楽祭である「アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形」の開催に向けて、開催地・⼭
形の機運を盛り上げるためのプレイベントを実施する。その第⼆弾として、⼭形県
有数の観光地である⼭寺において、⼭形県唯⼀のプロオーケストラとして45年に亘
り同県の⾳楽⽂化を牽引してきた⼭形交響楽団の楽団員によるアンサンブルコン
サートを開催し、本県の⾳楽⽂化の素晴らしさを県⺠だけでなく、観光客にも積極
的にＰＲする。
会場となる⼭寺芭蕉記念館は障がい者⽤のスロープや駐⾞場等の設備が完備されて
おり、障がい者にとってのバリアを取り除く取組みであるとともに、多⾔語対応さ
れたＨＰにより情報発信を⾏うなど、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組み
でもある。

アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形・プレコン
サート

アフィニス夏
の⾳楽祭⼭形
実⾏委員会

2018/7/26 2018/7/26 ⼭形県 ⼭形市

プロフェッショナルとして活躍する演奏家のための世界的にもユニークなセミナー
⾳楽祭である「アフィニス夏の⾳楽祭２０１８⼭形」の開催に向けて、開催地・⼭
形の機運を盛り上げるためのプレイベントとして、⼭形県唯⼀のプロオーケストラ
として45年に亘り同県の⾳楽⽂化を牽引してきた⼭形交響楽団によるフルオーケス
トラコンサートを開催し、本県の⾳楽⽂化の素晴らしさを国内外に発信する。
会場となるホールは障がい者⽤のスロープや駐⾞場等の設備が完備されており、障
がい者にとってのバリアを取り除く取組みであるとともに、多⾔語対応されたＨＰ
により情報発信を⾏うなど、外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組みでもあ
る。

⾼岡御⾞⼭祭

⾼岡市（※「⾼岡
御⾞⼭」の保有及
び「⾼岡御⾞⼭祭
の御⾞⼭⾏事」の
実施は⾼岡御⾞⼭

保存会）

2018/5/1 2018/5/1 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されてきた。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・継承を重んじながら国際化に向け取り組んでいるとこ
ろである。

特別展「信楽に魅せられた美の巨匠たち」
公益財団法⼈
滋賀県陶芸の

森
2018/10/6 2018/12/20 滋賀県 甲賀市

中世古窯以来の伝統を誇る陶郷・信楽。豊かな⾃然と陶⼟に恵まれたこの地では、
焼締め陶をはじめ特⾊あるやきもの⽂化が育まれてきた。⻑年にわたり⼈々の⽣活
を⽀え続けてきた伝統と多彩な技術への興味や関⼼から、信楽を訪れた作家も少な
くない。これまでも、国内外を問わずさまざまな作家が、この地で作陶を試みてき
た。
信楽を訪れた彼等は、どのような経緯で信楽を訪れ、どのような仕事を⼿掛けてき
たのか。本展では、信楽にゆかりの作家たちの⾜跡をたどりながら、信楽のやきも
のの新たな魅⼒を探る。
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。

①特別企画「陶の花・ＦＬＯＷＥＲＳ－美術館で
お花⾒」展
②細川正廣コレクション寄贈記念「近江のやきも
のの魅⼒」展（同時開催）

公益財団法⼈
滋賀県陶芸の

森
2019/3/12 2019/6/9 滋賀県 甲賀市

①花は、古来より様々な芸術のジャンルにおいて表現され、東洋陶磁においては華
やかな花を意匠化した伝統⽂様が器をいろどり、その多くが幸せを願う吉祥⽂様で
ある。また現代陶芸においても、強い⽣命⼒、美しさ、儚さ、清々しさを漂わせる
花をモティーフとする作家は多く、それぞれの思いをもって表現をおこなってい
る。本展では、「花」を⼊り⼝に、様々な時代の陶による表現の世界をさぐる。
②細川正廣コレクションは、⼤津市在住の細川⽒が「滋賀の地で⽣み出されたやき
ものの歴史と素晴らしさを後世にまで伝えたい」という思いから滋賀県⽴陶芸の森
に寄贈された滋賀ゆかりの古陶磁コレクションで、平成19年度より続けてご寄贈い
ただき、平成29年度には100点を数えたことを記念し、コレクションの中から約50
点を選び紹介する。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。



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
2018/4/1 2019/3/31 滋賀県 甲賀市

平成30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い、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補助⾦を活⽤して継続実施す
る。また、レジデンス事業のアーカイブとして情報閲覧室を活⽤してサポートの充
実に努めるとともに、陶芸の森の訪問者やスタジオ・アーティスト等の信楽在住の
陶芸家やメーカーへの⼯房⾒学を積極的に⾏い、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有。レジデンスへの応募書類、
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／
世界にひとつの宝物づくり事業）

公益財団法⼈
滋賀県陶芸の

森
2018/4/1 2019/3/31 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有。

第34回鈍翁茶会
鈍翁茶会実⾏

委員会
2018/6/23 2018/6/24 ⼭形県 ⼭形市

明治・⼤正期の実業家・数寄者・茶⼈として⾼名な「益⽥鈍翁」遺愛の蹲踞や灯籠
の寄贈を機に。昭和60年から毎年。さくらんぼの時期に開催する茶会。⼤寄せの茶
会としては、⻄の「光悦会（京都）」、東の「⼤師会（東京）」に、北の「鈍翁茶
会」を加え「⽇本三⼤茶会の⼀つ」と称される。国の登録有形⽂化財である「清⾵
荘」、数寄屋造の公共茶室「宝紅庵」、池泉回遊式の庭園「もみじ公園」を会場
に、全国各地の茶道愛好者が多数来場する。第34回⽬の鈍翁茶会では、海外からの
留学⽣などの外国⼈に、⽇本伝統の建築・庭園の空間において⽇本の伝統⽂化であ
る「茶の湯」を体験し、国宝級の掛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、
会場に英語対応の出来る茶道家を配置するとともに、英語対応の案内パンフレット
を⽤意する。

第37回 滋賀県ピアノコンクール
公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/12/22 2019/2/17 滋賀県

【予選】
草津市

【本選】
野洲市

⽇頃からピアノ演奏に励む滋賀県内の児童・⽣徒ならびに30歳未満の学⽣・⼀般の
⽅に練習の成果を発表する機会を提供し、⾳楽追求への意欲ならびに⾳楽に対する
意識の⾼揚を図ることを⽬的にコンクールを開催する。12⽉に予選を⾏い、厳しい
審査を通過した約50名が本選へ出場する。あわせて、過去に当コンクールで⼊賞し
た⽅を招待演奏者として招き、滋賀県から⽻ばたく若きピアニストを広く⼀般の⽅
にも紹介する。
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。
【予選】平成30年12⽉22⽇(⼟)、23(⽇・祝)、24⽇(⽉・休)草津アミカホール
【本選】平成31年2⽉17⽇(⽇)野洲⽂化ホール

平成30年度 （公社）全国公⽴⽂化施設協会主
催 東コース
滋賀県⽴⽂化産業交流会館 開館30周年記念事
業 松⽵⼤歌舞伎

滋賀県⽴⽂化
産業交流会館

2018/7/21 2018/7/21 滋賀県 ⽶原市

平成30年度は、当館の開館30年という記念すべき年である。これまで県北部の拠
点施設として、多くの県⺠の皆様のご⽀援・ご協⼒のもと、さまざまな事業を開催
することができた。開館30周年の節⽬として、これまでご利⽤いただいた県⺠の皆
様に感謝の気持ちを込め、「開館30周年記念事業」として、当館事業の核となる芝
居⼩屋「⻑栄座」において⽇本の伝統芸能の歌舞伎公演を開催する。なお、公演当
⽇は同時解説イヤホンガイドの貸し出し（有料）や英訳プログラムを配付する。

acosta!@池袋サンシャインシティ
株式会社ハコ

スタ
2018/6/30 2018/7/1 東京都 豊島区

弊社では、豊島区にご協⼒頂き、2014年3⽉からコスプレイベントacosta!（アコ
スタ）を毎⽉開催している。
アニメ好きの⼥性の聖地「⼄⼥ロード」を中⼼とし、実際の池袋の街並みを背景に
してコスプレの写真撮影や街中を回遊できる事が⼤きな特徴となっている。
2020年に向けて、イベントを通じ、池袋の活性化を図る他、⽇本のポップカル
チャーであるコスプレの魅⼒を広めていく。イベント参加者に配布しているMAPは
英語にも対応し、外国⼈の参加者も増えている。

特別企画「世界の形象⼟器」展
公益財団法⼈
滋賀県陶芸の

森
2018/6/24 2018/9/24 滋賀県 甲賀市

世界の国々で、作られている⼟器には、⼈々の祈りが込められている。それは、⾃
然の中の精霊や祖霊に対して、⽣き抜くための祈りが⼟器の模様や造形になって、
表現されている。また動物を神とあがめる中でさまざまな形に表現された⼟器が制
作されてきた。やきものと⼈々とのかかわりは、その国やその場所によってさまざ
まな姿を⾒せている。⼟器は、それぞれの国にとって祈りの形が顕わになる芸術の
ひとつといえる。⽇本からは、沖縄のシーサーを紹介し、さまざまな国々のやきも
のとともに紹介する。本展覧会では、アジアではインド、インドネシア、オセアニ
アのパプアニューギニア、南⽶のメキシコ、ペルー、ガテマラなどの世界各地の形
象⼟器の数々を展観する。
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。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

美⾷縦断 ⼋⼗⼋夜
株式会社⼋芳

園
2018/5/1 2018/5/1 東京都 港区

⽴春から数えて８８⽇⽬は春から夏へと季節が変わる⽇であり、⽇本では「縁起の
良い⽇」とも⾔われています。この⽇に摘んだお茶は上等なものとされ「新茶」と
して特別な意味を持っています。そこで⼋⼗⼋夜に京都・福寿園で摘まれた今年の
「新茶」を、いち早く味わい、新茶だけでなく、ほうじ茶はじめ様々な⽇本茶の正
しい淹れ⽅や楽しい飲み⽅をティーマスターから学びます。またお茶に合わせて福
寿園・丸の内店の料理⻑と⼋芳園の料理⻑がコラボして作り上げたお茶を使った⼀
夜限りのお料理を味わいます。イベントの前後には⼋芳園の約１万坪の庭園散策も
実施し、初夏の訪れを五感で愉しみます。
当⽇は、英語対応スタッフもおりますので安⼼してご参加ください。

ブラスの杜の⾳楽会Ｖｏｌ.３
秋⽥県社会⼈
バンド協議会

2018/5/13 2018/5/13 秋⽥県 横⼿市

わが国では吹奏楽コンクールを中⼼に、全国に吹奏楽が浸透しており、今や⽇本の
⽂化の⼀つとなっている。その吹奏楽、「ブラス」を、ステージと客席という区分
けされた空間において共有するのではなく、奏者と聴衆が「同じ⽬線」「同じフロ
ア」といった最初から共有された空間で聴くことにより、今まで以上に「ブラス」
吹奏楽、⾳楽を⾝近に感じていただき、⽣きていくことの楽しさを味わってほし
い、という思いで開催するものである。⾳楽は本来誰にも平等であり、特別な⼈の
みが楽しむものではない。
なお会場である秋⽥ふるさと村は、バリアフリー対応で障害者の⽅々も安⼼して訪
れる施設であり、パンフレットや各所における外国語表記など外国⼈観光客対応も
万全である。２００６年、２０１１年と過去２回開催しており、今回が３回⽬であ
る。⼈⼝減少が顕著な、急速な超⾼齢化が進む秋⽥県だからこそ、今取り組みたい
事業である。

⽇本いけばな芸術特別企画in彩の国
公益財団法⼈
⽇本いけばな

芸術協会

2018/5/24 2018/5/27 埼⽟県
さいたま
市浦和区

⽇本の伝統⽂化であるいけばなの展覧会を開催。会期中に、こども・初⼼者・外国
⼈を対象としたいけばな体験教室の開催や埼⽟県内⾼校⽣華道部による作品展⽰を
⾏う。会場は、バリアフリー施設となっている。

VR和職⼈
森松⽔産冷凍

株式会社
2018/4/1 2019/3/31 愛媛県

今治市天
保⼭町

VR和職⼈は、世界中どこからでもアクセス可能なインターネットを使い、職⼈の技
を習得するVRコンテンツです。VR技術を使うことで職⼈の⽬線になり、感覚的に
技術を習得することができます。また、和⾷の魅⼒と知識を知ってもらうことで和
⾷⽂化が世界中へ広がることを⽬指します。
協⼒すし⽔軍今治本店

秋⽥ホルンクラブ 第４０回記念 ホルンコン
サート

秋⽥ホルンク
ラブ

2018/5/26 2018/5/26 秋⽥県 秋⽥市

 アマチュアホルン奏者だけによるアンサンブルの４０回⽬の節⽬のコンサート。
 プロ・アマ通じて、全国でも最多回数を誇る。

 今回は、トッププロ奏者の客演と東北地区内のアマチュア奏者の共演で、
ホルンだけの珍しい編成のコンサートを、県内外の多くの⼈々に発信したい。

ダンスフェスタ『Dancembule』

秋北舞台芸術
創造事業
Dance 

Odyssey

2018/5/1 2018/8/12 秋⽥県 ⿅⾓市

⽇本モダンダンスの祖を⽣み出した秋⽥県のダンスの伝統を元に、北秋⿅⾓地域に
於けるダンス⽂化の次世代への発展を広げていく取り組み。⼤館、⿅⾓、北秋⽥
他、北秋⿅⾓近隣地域で活動する様々なダンスパフォーマーや舞踊団体が合同で地

 域のダンスの魅⼒を発信する機会を創造するダンスイベント。
障がい者の⽅々もバリアフリーで参観する事が出来、演⽬中にダンス体験が出来る
取り組みを企画。垣根なくダンスの魅⼒を体験する事が出来る。

着付舞踊ショー,⼤阪着物教室, 着物レンタル ,出
張着付

⼤阪着物教室 
着物レンタル 
出張着付 菜々

⼦

2017/12/1 2018/3/29 ⼤阪府
⼤阪市此

花区

着付舞踊。⽇本の着物と⽇本舞踊。この、⼆代代表⽂化を組み合わせた私が創作し
た舞踊です。⽇本舞踊の曲に合わせて着物、帯結びを着て、結んで⾒せるというも
のです。勿論、この中で⽇本舞踊の所作、古典伝統舞を盛り込んでおります。⽇舞
傘、扇と⽂化的な⼩物を取り⼊れて⽇本らしさの魅⼒を存分に盛り込んでおりま
す。1.着物…素晴らしく雅だが、着⽅が難しく、買ってまで習ってまで着てみたい
とは、思わない。2.⽇舞…正座や完成度が⾼く、意味合いがわかりにくい。暗い。
上記のこの⼆点が海外へ広まりにくい壁になっている。実際に聞いた外国⼈の⽅の
本⾳でした。実際に⼤阪に来られる外国⼈の⽅と多く接している私ですが。その、
⼤半は⼤学⽣。彼らは⽇本伝統⽂化を素晴らしい事は知っているが、興味がない。
なぜなら、⽇本舞踊観覧にも着物購⼊も価格が⾼い。⽇本舞踊習う、着物を着せて
もらう事、着付を習うには限られた時間の旅の中にない限られた時間内に上⼿く楽
しみたい。⼀つで⼆度美味しいショーならでは。であります。「着付舞踊」という
私が創作したまだ未知なるものでありが、⽇本⽂化の新発展に取り組んでいます。
このショーは毎⽊曜⽇福宿和fukuhotelnagomiにて開催。⼤阪着物教室着物レンタ
ル出張着付外国⼈向けのサイトにて今まで何⼈体験レッスン、着物レンタル、出張
着付を⾏っています。
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あきたYOSAKOIキッズ祭り

あきた
YOSAKOIキッ
ズ祭り実⾏委

員会

2018/9/15 2018/9/15 秋⽥県 横⼿市

⽇本独⾃の踊り祭り⽂化であるYOSAKOIは全国200カ所、海外19カ国以上で踊ら
れています。２０２０よさこいで応援プロジェクトとしても東京五輪パラリンピッ
クを盛り上げる活動をしています。あきたYOSAKOIキッズ祭は、2003年から毎年
開催している全国唯⼀の⼦どもに特化したYOSAKOI⼤会で、昨年15回⽬を開催し
ました。秋⽥県内はもとより東北各地から出場があり、これまでおよそ300チーム
8000⼈が参加しています。たくさんチームが連携と交流を深めるとともに、ハン
ディーのある⽀援学校のYOSAKOIチームをゲストに迎えて⼀体となって楽しんだ
り、海外からのお客様には伝統の鳴⼦や⾊鮮やかな⾐装、独特のメイクを体験して
もらい交流を広げます。

唐津⼈形浄瑠璃保存会 ニューヨーク公演
唐津⼈形浄瑠

璃保存会
2018/6/24 2018/6/25 海外

ニュー
ヨーク州

⽂楽（⼈形浄瑠璃）の⼈形はどんな⼈間より美しく、⼈を感動させる⼒と魅⼒があ
り、⽇本の芸術の中でも最も珍しく世界に通⽤する⽂化です。⾔葉の壁を感じるこ
となく、多くの⽅々の⼼を動かす感動の舞台を演出致します。⼜、⽇本国佐賀の⼈
形浄瑠璃を通じて、アメリカと⽇本の⽂化交流を深め、⼈と⼈との絆を⽣み、交流
を深めたいと思います。⽇本の伝統芸能が喜ばれ、⾝近に感じていただくことで、
今後も海外へ発信していくための⾜掛かりとしていきたいです。会場の案内等は英
語で作成し、外国の⽅へも、⽇本⽂化をわかりやすく紹介致します。会場設営も、
できるだけ段差をなくす等の⼯夫をし、どなたでも鑑賞していただけるように致し
ます。

第２０回記念別府アルゲリッチ⾳楽祭 
⾳楽祭オープニング
 ⼤分県出⾝若⼿演奏家コンサートスペシャル

別府アルゲ
リッチ⾳楽祭
実⾏委員会

2018/5/6 2018/5/6 ⼤分県 別府市

第２０回別府アルゲリッチ⾳楽祭を記念して、本公演に出演、活躍している⾳楽家
たちを迎えて開催。地元⼤分の若⼿演奏家の紹介とレベルの向上、並びに地域に根
ざした⾳楽祭を⽬指して実施している公演。朝来桂⼀（ヴァイオリン）、朝来泰⽣
（バリトン）、古庄明⽇⾹（ピアノ）、後藤康（ヴァイオリン）、嘉⽬真⽊⼦（ソ
プラノ）、渡邊智道（ピアノ）、⽯本⾼雅（テノール）出演予定。
会場は、⾞椅⼦席の設備がある等、障がいのある⽅にもご利⽤しやすい空間となっ
ており、またパンフレットには英語表記での⽇時・場所の表記を⾏い、海外からお
越しの⽅への周知も⾏っている。

第２０回記念別府アルゲリッチ⾳楽祭 
⼦どもによる⼦どものためのコンサート

別府アルゲ
リッチ⾳楽祭
実⾏委員会

2018/5/24 2018/5/24 ⼤分県 ⼤分市

こどもたちに分け隔てなく⾳楽に触れる機会（鑑賞と体験）をつくりたいというア
ルゲリッチ総監督の意向を受け、⽔⼾室内管弦楽団から若⼿⾳楽家の育成に注⼒す
る豊嶋泰嗣（ヴァイオリン）、原⽥禎夫（チェロ）を講師に招聘し、地元のジュニ
アオーケストラにレッスンを⾏い、成果をコンサートで発表する。
会場は、⾞椅⼦席の設備がある等、障がいのある⽅にもご利⽤しやすい空間となっ
ており、またパンフレットには英語表記での⽇時・場所の表記を⾏い、海外からお
越しの⽅への周知も⾏っている。

第２０回記念別府アルゲリッチ⾳楽祭 
ベスト・オブ・ベストシリーズVol.6
室内オーケストラ・コンサート
アルゲリッチ Meets ベートーヴェン

別府アルゲ
リッチ⾳楽祭
実⾏委員会

2018/5/25 2018/5/25 ⼤分県 ⼤分市

ショスタコーヴィチの作曲したピアノ協奏曲第1番ハ短調は、トランペットとピア
ノとの掛け合いが素晴らしい名曲。アルゲリッチ総監督と世界有数のソロ・トラン
ペット奏者として活躍するセルゲイ・ナカリャコフと室内オーケストラ⽔⼾室内管
弦楽団との共演。
会場は、⾞椅⼦席の設備がある等、障がいのある⽅にもご利⽤しやすい空間となっ
ており、またパンフレットには英語表記での⽇時・場所の表記を⾏い、海外からお
越しの⽅への周知も⾏っている。

第２０回記念別府アルゲリッチ⾳楽祭
 フィルムコンサート

別府アルゲ
リッチ⾳楽祭
実⾏委員会

2018/5/26 2018/5/26 ⼤分県 別府市

総監督であるアルゲリッチが奏でる⾳楽祭の秘蔵映像を、スクリーン放映を⾏う。
内容：F.シューベルト：ロンドイ⻑調op.107,D951
F.メンデルゾーン：ピアノ三重奏曲第1番ニ短調op.49
パンフレットには英語表記での⽇時・場所の表記を⾏い、海外からお越しの⽅への
周知も⾏っている。

第２０回記念別府アルゲリッチ⾳楽祭 
公開弦楽四重奏・マスタークラス

別府アルゲ
リッチ⾳楽祭
実⾏委員会

2018/5/27 2018/5/27 ⼤分県 別府市

原⽥禎夫（チェロ）を講師に迎え、グレイス弦楽四重奏団（広島交響楽団Vn川畑美
津代、⾼和雅Va永井啓⼦Vc染⾕春菜）が受講⽣として開催。
パンフレットには英語表記での⽇時・場所の表記を⾏い、海外からお越しの⽅への
周知も⾏っている。

第２０回記念別府アルゲリッチ⾳楽祭
 室内楽コンサート〜アルゲリッチMeetsフレン
ズ

別府アルゲ
リッチ⾳楽祭
実⾏委員会

2018/5/30 2018/5/30 ⼤分県 別府市

国内外で活躍し、⾳楽祭ゆかりの⾳楽家⽵澤恭⼦、豊嶋泰嗣、川本嘉⼦、向⼭佳絵
⼦という弦楽器の名⼿を迎えて、別府でしか聴けないアルゲリッチを中⼼としたア
ンサンブルの醍醐味をお届けする。
会場は、⾞椅⼦席の設備がある等、障がいのある⽅にもご利⽤しやすい空間となっ
ており、またパンフレットには英語表記での⽇時・場所の表記を⾏い、海外からお
越しの⽅への周知も⾏っている。
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第２０回記念別府アルゲリッチ⾳楽祭
世界へ⽻ばたく⾳楽家たち Vol.4
 吉⾒友貴ピアノ・リサイタル

別府アルゲ
リッチ⾳楽祭
実⾏委員会

2018/5/31 2018/5/31 ⼤分県 別府市

将来有望な若⼿演奏家である吉⾒友貴（第86回⽇本⾳楽コンクールピアノ部⾨第１
位）を迎え、しいきアルゲリッチハウスのサロンで、デビューの場を提供し、リサ
イタルを開催。
パンフレットには英語表記での⽇時・場所の表記を⾏い、海外からお越しの⽅への
周知も⾏っている。

第２０回記念別府アルゲリッチ⾳楽祭 
しいきアルゲリッチハウス スペシャルコンサー
トVol.4
アルゲリッチ Meets リスト

別府アルゲ
リッチ⾳楽祭
実⾏委員会

2018/6/3 2018/6/3 ⼤分県 別府市

2015年5⽉のしいきアルゲリッチハウス竣⼯以来のシリーズ企画第4弾。アニー・
デュトワプロジェクトVol.4として、「リスト：レノーレ（メロドラマ）」ピアノ
ソロと朗読を、アルゲリッチ総監督が次⼥のアニー・デュトワと共演。
パンフレットには英語表記での⽇時・場所の表記を⾏い、海外からお越しの⽅への
周知も⾏っている。

第五回桂花團治の咄して観よかぃ〜映画で発
掘？！まちの底ヂカラ

⼀般社団法⼈
京都映画芸術
⽂化研究所

2018/5/18 2018/5/18 京都府 京都市

三代⽬桂花團治さんをホストに、毎回設定したテーマに沿ったゲストをお招きし、
関連する当館所蔵の映像もご覧いただきながらトークを展開し、最後に落語の熱演
もお楽しみいただく6回シリーズの5回⽬。今回は⽊川剛志・和歌⼭⼤学観光学部准
教授をゲストに「映画で発掘？！まちの底ヂカラ」をテーマに賑やかに繰り広げま
す。⽊川さんが監督された花團治さん主役の『福井の旅』もご覧いただきます。今
回は昨年から保存を訴えている1956〜94年に撮影された「京都ニュース」の中か
ら観光をキーワードに選んだ作品もご覧いただこうと思っています。35㎜で撮影さ
れた原版フィルム約450本は貴重な資料ですので、こうした機会に広く知ってもら
うことで保存への機運を⾼めたいと思っています。なお、実施⽇は開館満3年の記
念⽇なので、参加者に特製お猪⼝をプレゼントします。これまで発掘・復元・保存
したアニメーションの中から『びっくりドン助』の絵を描いたものです。

京都・らくご博物館〔春〕VOL.48〜新緑寄席〜
京都国⽴博物

館
2018/5/11 2018/5/11 京都府 京都市

今回は、⽶朝事務所より、桂⽂之助をはじめとする実⼒派の落語家５名に落語を演
じていただき、来館者のみなさまに笑顔をお届けします。演⽬は当⽇のお楽しみ。
毎回季節に応じた演⽬を実施します。また、落語チケットは特別展「池⼤雅」の団
体割引引換券を兼ねており、落語と併せてお楽しみいただけます。「池⼤雅」は与
謝蕪村とともに「南画の⼤成者」と並び称される江⼾時代中期の京都の画家。本展
では、⼤雅の初期から晩年にいたる代表作を⼀堂に集め、その画業の全体像をご紹
介します。

第15回京都・観光⽂化検定試験
京都商⼯会議

所
2018/12/9 2018/12/9 京都府 京都市

京都検定は、京都に関する歴史、⽂化、産業、暮らしなど多分野にわたり京都通度
を認定する検定試験です。
「もっと京都を知りたい」「⽣涯学習のテーマにしたい」「もてなしの質を⾼めた
い」「知識を仕事に⽣かしたい」…そんな声を実現するために実施しています。試
験を通じて京都を正しく理解し、京都の魅⼒を発信すると共に、次世代に語り継い
でいくことを⽬的に実施する検定試験です。
○学歴・年齢・性別・国籍等の制限はありません。2級からの受験や、3・2級を同
⽇に受験することも可能です。※但し、1級受験は、2級合格者に限ります。
○出題範囲
歴史、史跡、神社、寺院、建築、庭園、美術、伝統⼯芸、伝統⽂化、花街、祭と⾏
事、京料理、京菓⼦、ならわし、ことばと伝説、地名、⾃然、観光等、京都に関す
ること全般
○試験対策講習会を開催しています。詳しくは、ホームページをご覧下さい。

第69回京都薪能
⼀般社団法⼈
京都能楽会，

京都市
2018/6/1 2018/6/2 京都府   京都市

「京都薪能」は、昭和25年に始まり、平安神宮の⼤極殿を背景に、篝⽕の焚かれる
幻想的な雰囲気の中で、観世・⾦剛・⼤蔵の各流派の能や狂⾔を楽しめる豪華な演
出で、今では、初夏の京都を彩る年中⾏事として定着している。
今年は、「悲劇の英雄義経の⽣涯」と題し、義経ゆかりの演⽬が披露される。

能の世界へおこしやす―京都薪能鑑賞のための公
開講座―

⼀般社団法⼈京都
能楽会，京都市，
ロームシアター京
都（公益財団法⼈
京都市⾳楽芸術⽂

化振興財団）

2018/6/1 2018/6/2 京都府 京都市

同⽇の夜に平安神宮で開催する「京都薪能」に先⽴ち、解説を交えながら能楽の魅
⼒を紹介するミニレクチャーを開催。京都薪能に出演する能楽師が、能の謡や囃
⼦、狂⾔の体験を通じて初⼼者にも分かりやすく解説します。ダイジェスト版の能
の披露もあります。京都薪能を観る⼈も、そうでない⼈も楽しめる内容です。
※「京都薪能」のチケットを持っていない⼈については、事前申込みが必要

北野天満宮 信仰と名宝 ̶天神さんの源流̶

京都府、京都
⽂化博物館、
京都新聞、⽇
本経済新聞

社、朝⽇放送

2019/2/23 2019/4/14 京都府 京都市

平安時代の政治家・漢学者・漢詩⼈・歌⼈であった菅原道真は、死後、天満⼤⾃在
天神として崇められて信仰が広まり、現在に⾄るまで「天神さん」「天神さま」と
して親しまれています。全国で1万数千社の天神社（道真公を祀る神社）が存在し
ますが、京都の北野天満宮は総本社として知られています。
天神信仰に関する展覧会はこれまでにも⾏われてきましたが、北野天満宮それ⾃体
を取り上げたものは多くありません。北野天満宮が培った⻑い歴史は、⼈々の崇敬
の歴史といえるでしょう。時代ごとのさまざまな願いを反映し、北野天満宮には複
雑・多様な信仰世界が構築されました。
本展覧会では、北野天満宮が所蔵する神宝を中⼼に、ゆかりある美術⼯芸品、歴史
資料を⼀堂に集め、そこから浮かび上がる神社とその信仰のあり⽅を展観いたしま
す。
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歌舞伎の化粧「隈取」体験 歌舞伎の学校 2018/6/2 2018/6/2 愛知県 名古屋市

⽇本⼈が⽣み出した世界に誇りうる最⾼の舞台芸術である「歌舞伎」は、ユネスコ
無形⽂化遺産に認定されました。その歌舞伎を通して、⽇本の⽂化に触れる体験参
加の講座です。前回、外国⼈の参加もあり、⼤変好評を博したため、今回も企画し
ました。会場も、歌舞伎俳優初代中村勘三郎⽣誕の地としてゆかりのある中村公園
にて、歌舞伎の化粧法「隈取」について学びます。実際に⾃らの顔に「隈取」をす
ることで、理解を深めます。外国の⽅には英⽂解説及び通訳を、障害者の⽅にもご
参加いただけるように、バリアフリーの会場を⽤意いたしました。

愛知県・江蘇省友好書道展＜愛知県展＞ 愛知県 2018/6/19 2018/6/24 愛知県 名古屋市

愛知県の友好提携先である中国江蘇省と共同で、「愛知県・江蘇省友好書道展」を
電気⽂化会館⻄ギャラリーで開催する。展⽰作品は、愛知県の⼦どもから⼤⼈まで
の作品約120点、中国作品約60点、合わせて約180点の作品が展⽰される。
会場である電気⽂化会館では、エレベーターが設置されており、展⽰室のレイアウ
トは⾞いす利⽤者等が展⽰作品を鑑賞しやすいよう鑑賞通路を幅広くしている。ま
た、中国などの外国⼈の問い合わせにも対応できる係員を配置する予定となってお
ります。

メンネルコーァ東海 第9回演奏会
メンネル

コーァ東海
2018/10/20 2018/10/20 愛知県 名古屋市

名古屋市で活動する男声合唱団「メンネルコーァ東海」の第９回演奏会を実施。当
団は1991年愛知県⽂化センター開館記念⾏事参加を⽬的として結成され、以降27
年間にわたり⾳楽活動を継続。定期的(毎週1回）に合唱の研鑚を積み、隔年で定期
演奏会を実施。その活動においては、⽇本で⽣まれ培われた多くの合唱曲或いは⺠
謡等が持つ「⽇本で親しまれている旋律或いは⾔葉の美しさ、そしてとりわけ⼤切
にしたい⽇本の伝統」を⾳楽活動の中に求めて取り組んでいる。今回の演奏会にお
いても、この観点に⽴った企画内容としている。また、演奏会では常に⾞椅⼦席を
設置し、⾝障者への配慮を⾏い、バリアを取り除く活動にも取り組んできている。

⽇本舞踊公演・五條 園⼩美リサイタル
⽇本舞踊五條
流・おみの会

2018/6/30 2018/6/30 愛知県
名古屋市
千種区

⽇本の伝統⽂化である⽇本舞踊を海外の⽅々にも分かりやすくご覧いただくため、
演⽬の説明などの司会アナウンスを⽇本語と外国語で⾏います。また古典舞踊から
新作舞踊まで幅広く上演することで、⽇本で古くから継承されてきた伝統そのもの
を感じて頂きながら、海外の⽅や若い⽅でも分かりやすく楽しんでいただける⽇本
舞踊公演となっております。また新作舞踊では⾔語を全く⽤いておらず、⾔語の壁
を超えて⽇本⽂化を体感することができます。さらにバリアフリー化されている千
種⽂化⼩劇場を会場としており、⾞椅⼦席や多⽬的トイレ、⾞椅⼦専⽤駐⾞場など
のご⽤意もあります。

瀬⼾メサイア合唱団 バッハ・ヴィヴァルディ演
奏会 〜古楽の響き〜

瀬⼾メサイア
合唱団

2018/10/8 2018/10/8 愛知県 瀬⼾市

本団は、ヘンデル「メサイア」を中⼼とした合唱作品の演奏活動を通して、地域⽂
化の向上を図る事を、⽬的としてきました。1990年創⽴以来瀬⼾地域は勿論、
2000年ドイツ・ハノーバー万博から2005年愛知万博においては、ドイツ・ザクセ
ン州各都市、⻑野県⽩⾺村などで演奏活動をして参りました。以来各合唱団・オ
ケ・吹奏楽団の⽅々との国内外交流にも⼒をいれ現在に⾄ります。2016年4⽉、古
楽器による「メサイア」全曲演奏会を⼤成功に収めたのを機に、再び古楽器の⼤
家、指揮者に⼤塚直哉⽒、ヴァイオリニスト桐⼭建志⽒をお迎えし演奏会を開催し
ます。この演奏会の為の特別編成したオーケストラ。5名のソリスト。演奏曲⽬は
バッハ「カンタータ106・140」(ドイツ語)・ヴィヴァルディ「グロリア」(ラテン
語)。会場には貸出⽤⾞椅⼦常設及び⾞椅⼦専⽤席及び、親⼦ルームを設けます。

県⽴博物館 ⼭梨の明治ー新しい時代の幕開け ⼭梨県 2018/5/26 2018/6/26 ⼭梨県 笛吹市

2018年は、明治元年（1868）に⼭梨県が成⽴してから150年を迎える年となりま
す。この展覧会では⼭梨にとって「明治」とはどんな時代だったのかに迫ります。
⻄洋⽂化の訪れでもあり、⼯業化が進んだ時でもあった時代。⽣活や社会が変化し
ていくなかで、明治の⼈々は多くの課題に取り組んでいきました。本展覧会では、
私たちの社会の基礎が築かれた明治の姿と⼈々を振り返り、これからの時代を築い
ていくヒントを⾒つけることを⽬的とします。なお、会場は段差のないフルフラッ
ト構造であり、⾞椅⼦やベビーカーなどによる観覧利⽤に配意しています。

県⽴博物館 誕⽣５０周年 リカちゃん展 ⼭梨県 2018/7/14 2018/9/3 ⼭梨県 笛吹市

リカちゃんが誕⽣した1967年は、⼀般家庭が家電の「三種の神器」に加え、カ
ラーテレビ・⾞・クーラー等に⼿が届くようになり、経済的にも余裕ができた頃で
す。リカちゃんの世界観は移り変わる時代と連動し、ファッション史や住宅事情、
家族構成や世相、価値観を反映してきました。展覧会では、モデルチェンジを重ね
てきた歴代のドールやハウス、様々な着せ替えファッション等を展⽰します。祖
⺟・⺟・娘の3世代にわたって紡がれてきた少⼥たちの夢の世界と、映し出される
⽇本の50年の変化を振り返ります。なお、会場は段差のないフルフラット構造であ
り、⾞椅⼦やベビーカーなどによる観覧利⽤に配意しています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

県⽴博物館 時代を語る玩具たち ⼭梨県 2018/7/14 2018/9/3 ⼭梨県 笛吹市

リカちゃん展の開催にあわせ、リカちゃん等の着せ替え⼈形や「超合⾦」等のロ
ボット⼈形、あるいはそれらにまつわるグッズとともに、⼭梨における主として昭
和40年代以降のくらしや社会、⾵俗習慣の変遷を振り返る展⽰します。ドール等
は、それらにまつわるエピソードとあわせて広く県⺠から募集する。展⽰では、⼭
梨県内の昭和時代の写真（内⽥宏⽒撮影）や当時の社会や⾵俗を記したパネルとと
もに紹介していきます。なお、会場は段差のないフルフラット構造であり、⾞椅⼦
やベビーカーなどによる観覧利⽤に配意しています。

県⽴博物館 ⽂字が語る 古代甲斐国 ⼭梨県 2018/10/13 2018/12/3 ⼭梨県 笛吹市

近年の⽇本古代史研究は、各地で発掘される遺跡や⽂字史料によって、これまでに
ない研究成果が相次いで発表されています。当館の平川南名誉館⻑は、⻑年にわた
り出⼟⽂字史料を中⼼とした古代史研究を牽引してきた第⼀⼈者であり、甲斐国古
代史の研究も精⼒的に進めるとともに、当館での「館⻑トーク」や⼭梨⽇⽇新聞で
の連載「古代史の窓」などを通して、広く県⺠にその成果を発信してきました。本
展では、平川館⻑の研究によって明らかになってきた、古代甲斐国の姿を多⾓的に
紹介いたします。また平成20年より継続している、韓国・国⽴清州博物館との学術
交流による成果の⼀部も紹介いたします。なお、会場は段差のないフルフラット構
造であり、⾞椅⼦やベビーカーなどによる観覧利⽤に配意しています。

県⽴博物館 ⽊喰上⼈作⽊彫佛―⾝延の⽊喰さ
ん、世に出るその最初―

⼭梨県 2019/1/12 2019/2/25 ⼭梨県 笛吹市

『⽊喰上⼈作⽊彫仏』は、⼤正14年（1925）7⽉30⽇に⽊喰五⾏研究会発⾏の、
柳宗悦による⼤判写真集で、甲・⼄の⼆種あわせて300部限定で刊⾏されました。
著者である柳宗悦は⼤正13年1⽉に甲府の⼩宮⼭清三宅で偶然⽬にした⽊喰仏の魅
⼒にとらわれ、その後凡そ2年にわたり精⼒的に⽊喰研究に邁進します。本書はそ
のまとまった成果のひとつであり、⽊喰研究の⼤著となります。特に柳が⼒を注い
だという写真図版の出来栄えは特筆すべきもので、また甲種の装丁には甲州所縁の
印伝や和紙等の産物が⽤いられるなど柳の⽊喰研究の記念碑的存在とも⾔えるもの
です。本展では、本書を中⼼に、平成30年に⽣誕300年を迎えた⽊喰研究の始まり
とその経緯について、特に⼭梨に関わる資料によって紹介いたします。なお、会場
は段差のないフルフラット構造であり、⾞椅⼦やベビーカーなどによる観覧利⽤に
配意しています。

県⽴博物館 県都甲府の５００年 ⼭梨県 2019/3/16 2019/5/13 ⼭梨県 笛吹市

⼭梨県のほぼ中央に位置する甲府。武⽥信⻁がここに本拠を移したのは、永正16
（1519）年のことでした。それから500年、甲斐府中・甲府は⼭梨県の中⼼であり
続けています。戦国時代には武⽥⽒三代の城下町として、また江⼾時代には幕府の
関東における⽀配の拠点として、歴史的に⼤きな意味を持ち、さらに江⼾との近さ
を活かして町⼈⽂化が花開きました。明治時代には、⼭梨県が発⾜するとその県庁
所在地となり、歩兵連隊が設置されるなど、軍都としても成⻑を遂げていきます。
1945年の甲府空襲では、市街地を中⼼に⼤きな打撃をうけましたが、そこから⽴
ち上がった⼈々は、現在に続く甲府の発展を築き上げてきたのです。500年間の甲
斐国・⼭梨県の政治・経済・⽂化の流れについて、「甲府」をひとつの切り⼝とし
てご紹介します。なお、会場は段差のないフルフラット構造であり、⾞椅⼦やベ
ビーカーなどによる観覧利⽤に配意しています。

しいのきコンサート
⽯川県（⽯川
県政記念しい
のき迎賓館）

2018/4/1 2019/3/31 ⽯川県 ⾦沢市

週末、しいのきプラザにおいて、無料のミニコンサートを年間約40回実施。⾦沢城
の⽯垣を眺めながら、演奏を楽しんでいただく。会場には障害者⽤トイレを設置す
るほか、無料の貸し出し⽤⾞いすを備えるなど障害者にとってのバリアを取り除く
取組みを⾏い、また、外国語対応の可能なコンシェルジュを配置し、外国⼈にとっ
ての⾔語の壁を取り除く取組みも⾏う。

アイスクリームマルシェ
⽯川県（⽯川
県政記念しい
のき迎賓館）

2018/5/3 2018/10/14 ⽯川県 ⾦沢市

⽯川県内でアイスクリームを⽣産・販売している店舗が出店し、しいのき迎賓館内
にアイスクリームカフェをオープン。県産材を使⽤したアイスクリームなどを販売
し、⽯川ならではのアイスクリームを味わっていただく。会場には障害者⽤トイレ
を設置するほか、無料の貸し出し⽤⾞いすを備えるなど障害者にとってのバリアを
取り除く取組みを⾏い、また、外国語対応の可能なコンシェルジュを配置し、外国
⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組みも⾏う。

賢治フェスティバル開催事業
賢治フェス

ティバル実⾏
委員会

2018/7/27 2018/10/7 岩⼿県 花巻市

「銀河鉄道の夜」「春と修羅」などの作品で今も多くの⼈に愛され続けている岩⼿
県花巻市の先⼈・宮沢賢治。「賢治フェスティバル」では、賢治の愛したふるさと
花巻の⾃然と現代アートを融合させて賢治の作品世界を演出した「童話村の森ライ
トアップ」、賢治の作品に影響を受けた、アニメ、映画、⾳楽、⽂学など各分野で
活躍するクリエイターやアーティストによるトークや朗読、ライブと映像作品の上
映により賢治を顕彰する「イーハトーブフェスティバル」を開催し、世界に誇る⽇
本の⽂化と賢治とのかかわりを紹介します。賢治フェスティバルの会場は、専⽤駐
⾞スペースや多⽬的トイレなど障害者にとってのバリアを取り除く取り組みを⾏っ
ています。

東京吹奏楽団 網⾛公演

網⾛市クラ
シック⾳楽鑑
賞会実⾏委員

会

2018/6/10 2018/6/10 北海道 網⾛市

当団体は、郷⼟網⾛にふさわしい芸術⽂化の創造をめざし、クラシック⾳楽活動の
振興を図るとともに、優れたクラシック⾳楽の鑑賞事業を推進するため、隔年でク
ラシック公演を⾏っています。
今回は、東京でプロの吹奏楽団として活躍をしている「東京吹奏楽団」を招聘し開
催します。
なお、会場はバリアフリーに対応した施設を利⽤することで、障害のある⽅の観覧
も可能になるように実施運営する。⾞いす等を利⽤する観客がお越しになった場合
に対応できるように、席のスペースを確保するほか、スタッフをいよる万全な体制
で対応することとする。
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２０１８ ピティナ・ピアノコンペティション 北
⽇本地区本選⼤会

⼀般社団法⼈
全⽇本ピアノ
指導者協会 北

海道⽀部

2018/7/28 2018/8/2 北海道
札幌市北

区

全国で延べ約４０，０００名の参加があり、本道では延べ約２，０００名の児童⽣
徒を中⼼にピアノ学習結果を競うものです。⼀般社団法⼈全⽇本ピアノ指導者協会
の事業にふさわしく、教育指導に重点を置いた⼤会運営に徹し、ピアノ⾳楽を通じ
て豊かな⼈間性の育成と、この道に精進する若い⾳楽家達の登⻯⾨としての役割を
果たし、あわせてピアノ指導者の研修の機会になることを願い開催致します。幼児
から⼤⼈の⽅までの出演で幅広い年代の⽅々にご参加いただけ、地域の事業、⾳楽
振興の発展に寄与するべく、今まで以上に⾳楽の楽しさに触れて頂けることを念願
しております。⾞椅⼦の⽅はスタッフによる誘導を万全に整えております。

第76回北海道セントポーリア愛好会作品コンテ
スト

北海道セント
ポーリア愛好

会
2018/5/2 2018/5/6 北海道

札幌市北
区

セントポーリアが”室内花の⼥王”として、⼀⼤ブームを引き起こしていた1978年、
本回はセントポーリア愛好会として発⾜。以来40年、⽬標に掲げた栽培技術の伝承
と向上、会員相互の親睦という精神を受け継ぎ活動を⾏っています。中出も、作品
コンテストは会員にとって⼀⼤イベント、努⼒の集⼤成となる作品が展⽰されま
す。株全体の形状やサイズ、花や葉のタイプ別、さらにビギナー部⾨も設け、計6
セクションに分類し展⽰され、審査を⾏い優秀作品を選出し表彰します。会期中は
地域住⺠や、熱⼼なセントポーリアファンの来場があります。また、道外からの愛
好家も訪れ、交流の場にもなっています。来場者向けに相談コーナーも設け対応。
なお、会場は⾞いす利⽤の⽅も観覧できるよう、スペースを確保しています。

みえアカデミックセミナー2018 オープニング 
⼭本博⽂講演会「福沢諭吉の明治維新」

公益財団法⼈
三重県⽂化振

興事業団
2018/7/7 2018/7/7 三重県 津市

三重県⽣涯学習センターでは、⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校を含む県内全ての⾼
等教育機関との連携により、各校の特⾊を活かしたテーマの公開セミナーを、毎年
７⽉から８⽉にかけて⽇替わりで実施しています。本講演会はそのオープニングイ
ベントとして、全国的に著名な講師をお招きし、専⾨分野の研究内容について、県
⺠へより⾼度な学習機会の提供と、続く公開セミナーの告知を⽬的として開催して
います。2018年講演会では、本年が明治維新150周年にあたることを記念し、東京
⼤学教授⼭本博⽂さんを講師にお招きして、福沢諭吉の⽣涯と思想、時代の移り代
わりについてご講演いただきます。
（※⼿話通訳実施、⾞いす専⽤席の設置あり）

初⼼者のための歌舞伎体験 ―⽂化と出会う夏休
み―

板橋区⽴⽂化
会館指定管理

者
2018/7/28 2018/7/28 東京都 板橋区

板橋区⽴⽂化会館では、地域の⽅が気軽に楽しめる公演や講座を開催し、⽇本⽂化
の魅⼒を発信しています。
今回は⽇本伝統芸能振興会の歌舞伎公演を『観劇初⼼者にもわかりやすい』ことを
主眼として開催いたします。公演に先⽴っては、各種の事前講座を開催し、歌舞伎
を楽しむ為の下敷き作りをサポート。⼦供からお年寄りまで、多くのお客様に気軽
に伝統芸能に触れて頂く機会を創出します。
板橋区⽴⽂化会館⼤ホールには、聴⼒を補完する設備のある難聴者席（6席）や⾞
椅⼦席（6席）を中央付近に配置するなど⾼齢者、障害者にもやさしい取組をして
おります。また、⼤ホールには親⼦鑑賞室があり、館内には託児室も構えていま
す。⼦育て世代の施設利⽤にも配慮されています。

興本地域学習センター リニューアルオープンイ
ベント

興本地域学習
センター

2018/4/28 2018/4/28 東京都 ⾜⽴区

１０カ⽉に及ぶ⼤規模改修⼯事が終了し、内覧会も兼ねたリニューアルオープンイ
ベントを開催いたします。今回の⼯事では耐震性はもちろんユニバーサルデザイン
を意識し、点字での案内や⾳声ガイドを設置、また、各お部屋の案内板や総合案内
掲⽰板には４カ国語を表記し⾔語の壁を取り除きました。
イベントでは、広い和室を利⽤し本格的な茶道を体験できる場を設けます。⽇本の
⽂化に親しみ、触れ合っていただく場を設けました。２階の⻑い廊下には、オリン
ピックイヤーを記念し「東京オリンピック1967思い出の写真展」ということで、
1967年と2018年の⾜⽴区の移り変わりを写真にて解りやすく展⽰致します。

これが秋⽥だ！⾷と芸能⼤祭典２０１８

これが秋⽥
だ！⾷と芸能
⼤祭典実⾏委

員会

2018/5/25 2018/5/27 秋⽥県 秋⽥市

国重要無形⺠俗⽂化財の登録数が⽇本⼀多い秋⽥県の伝統芸能や、ユネスコ無形⽂
化遺産登録された県内の３つの⼭鉾屋台⾏事などと、県内のグルメを集めた「これ
が秋⽥だ！⾷と芸能⼤祭典２０１８」を、秋⽥市中⼼市街地の⼤通りやイベント広
場を主会場として開催し、県内外から訪れる観光客等に秋⽥の魅⼒を紹介するとと
もに、県内全域への回遊に結びつけている。
インバウンド向けには、メインの⾏事となるユネスコ無形⽂化遺産登録⾏事の紹介
タペストリーやパンフレットを４カ国語で作成しているほか、案内看板についても
外国語の表記をしている。
また、出演者については⼦どもから⾼齢者まで幅広い年齢層に参加を依頼してお
り、観覧者エリアについても障害者⽤のスペースを設けるなどして、出演側と参加
側のどちらもが、年齢や国籍にかかわらずイベントを楽しんでいただけるような対
応を⾏い、みんなが秋⽥の良さを体感できるようにしている。

ART FAIR ASIA FUKUOKA ２０１８
ART FAIR 

ASIA 実⾏委員
会

2018/9/7 2018/9/9 福岡県 福岡市

福岡の現代アートをリードする国内外のギャラリーが集結するアートの祭典。福岡
の街にアートを⾝近に感じ、⽇常の中に溶け込む豊かさを体験させてもらう機会を
作る。「アジア屈指の⽂化芸術都市＝福岡」から「世界屈指の⽂化芸術都市＝福
岡」へと⾶躍させ国際都市をアピールする。若⼿アーティストの発掘と育成。
パンフレットに外国語表記の対応をしている。HPにて外国語対応している。開催時
に外国語対応スタッフの配置をしている。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

Japan Momentー⽇本的瞬間ー
Japan 

Moment実⾏委
員会

2018/5/1 2018/11/30 海外 フランス

「JapanMoment－⽇本的瞬間－」は欧州の⽇本ファンに向け、本格的な「体験」
を提供し続けるプロジェクトです。欧州最⼤の⽇本イベントであるJapanExpoをは
じめ、⽇本⽂化への探究⼼の対象である⽇本の「美意識」や「精神性」に触れる瞬
間を連続的に創出します。2013年パリにて実施スタート致しました。
会場に外国語対応スタッフを設置したり、外国語表記案内や外国語表記のパンフ
レットやチラシを作成したり、⽇本⽂化へ向けられる更なる知的好奇⼼を促進し、
⽇本ブームから真の⽂化愛好へと深化させることを⽬的にしています。⽇仏両国企
業の主催により⽇本⽂化の担い⼿たちの欧州進出のプラットフォームを形成するこ
とによって、関連産業を促進し、更なる⾼⽔準の⽂化育成に寄与します。

⼦供達の作る【勝利のブーケ】をレスリング選⼿
に届けたい＠デストロイヤー杯

⼦供達が作る
【勝利のブー
ケ】をスポー
ツ選⼿に届け

る会

2018/5/4 2018/5/4 東京都 港区

レスリングという競技を、⼦供達の応援でより盛り上げます。また「スポーツ」と
「⼦供」を、「芸術」という新しい切り⼝で結び付けます。普段スポーツに興味が
ない⼦供も、お花を通してスポーツ観戦するきっかけを作り、普段からスポーツに
関わっている⼦供にとっては、憧れの選⼿に⾃分が作ったブーケを届けることで感
動し、より夢を持ってスポーツに取り組むきっかけを作る。ブーケは近年外国⼈に
も注⽬されている⽇本の造花を使⽤し、⽇本の⽂化も伝えていきます。
当⽇はバリアフリーで障害のある⼈も参加できるようなスペースを取ります。

⼦供達の作る【勝利のブーケ】をラグビー選⼿に
届けたい＠秩⽗宮みなとラグビーまつり

⼦供達が作る
【勝利のブー
ケ】をスポー
ツ選⼿に届け

る会

2018/6/17 2018/6/17 東京都 港区

秩⽗宮ラグビー場で、「秩⽗宮みなとラグビーまつり2018」が開催。この⼤会で
⼦供達が作る「勝利のブーケ」をラグビー選⼿達に届けます。ラグビーというス
ポーツを知り、「スポーツ」を「⼦供」「芸術」という新しい切り⼝で結び付け
る。普段スポーツに興味がない⼦供も、お花を通してスポーツ観戦するきっかけを
作り、また、夢を持ってスポーツに取り組む選⼿を知って、感動を得る。
当⽇は、ブーケ制作のワークショップを開催します。近年注⽬されている⽇本の造
花を利⽤し⽇本⽂化を発信します。
障害者でも参加できるようにバリアフリーにします。

太平⼭ロックフェスティバル
太平⼭ロック
フェスティバ
ル実⾏委員会

2018/8/19 2018/8/19 秋⽥県 秋⽥市

秋⽥市太平⼭オーパススキー場を舞台に、主に秋⽥県内で活躍しているアマチュア
ミュージシャンや秋⽥出⾝のプロミュージシャン合計約40アーティスト200名のラ
イブ演奏を披露する。また、特設ステージにて、秋⽥の⽂化発信の要素を取り⼊
れ、なまはげ太⿎の演奏や各集落に伝わる伝統芸能も披露する予定となっている。
会場には、障がい者のみ会場内に直接⾞で乗り付けられる「障がい者駐⾞場」を設
け、また乗り降りの介助なども専⽤スタッフが⾏う体制を作っている。外国⼈に対
しては、英語のみではあるが、国際教養⼤学の学⽣にスタッフとして⼊ってもら
い、基本的な案内ガイドをしてもらうことになっている。また、看板やパンフレッ
トにも、出来る範囲で英語表記をし、外国⼈の⽅がわかりやすい会場づくりを⼼掛
けている。

Sagan beauty weekend 2018 〜 Hana 
Marche 〜

佐賀県 ※共
催：（⼀社）
ジャパン・コ
スメティック

センター

2018/5/5 2018/5/5 佐賀県 唐津市

トークショーやコスメ、フード、雑貨、オーガニック野菜などの販売、アクティビ
ティなど産学官が連携して開催する多彩なビューティ＆ウェルネスのイベント。
古くから茶器として親しまれてきた伝統⼯芸品である唐津焼のイベントと同時期に
開催し、唐津焼イベントとのコラボとして、唐津焼体験ワークショップや唐津焼と
美に関する豪華ゲストによるトークも予定している。
佐賀県重要⽂化財の旧唐津銀⾏の芝⽣と駐⾞場、周辺の公道をバリアフリーの会場
として利⽤することで、⾞イス、ベビーカー等のお客様にも気軽に参加できるよう
にすると共に、海外からのお客様にも楽しんでいただけるよう英語⽤のチラシも作
成予定。美と健康に関⼼のある⼦ども連れから⾼齢者までを対象にしている。

第５６回企画展「明治１５０年 徳島の古⽂書で
⾒る明治維新」

徳島県⽴⽂書
館

2018/4/22 2018/8/5 徳島県 徳島市

本年は明治維新から１５０年を迎える。徳島県⽴⽂書館所蔵の明治維新期の様々な
史料にスポットを当てる。武家や商⼈などそれぞれの⽴場から捉えた明治維新を紹
介することで、徳島に息づく⼈々が直接感じた当時の印象とはどのようなもので
あったのかを探る。重ねて、当時の政治・社会・⽂化などを読み解いていく。関連
する古⽂書や絵図を、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。

ちびっ⼦体⼒測定
株式会社ここ

ろプラス
2018/5/15 2018/5/14 全国 0

現代の運動不⾜の⼦どもに必要な運動のきっかけ作りに、幼稚園、スポーツ教室、
イベントなどでラジオ体操と体⼒測定を実施します。ラジオ体操はNHKラジオ体操
第１を実施。⽇本唯⼀の⽼若男⼥が⼀緒に実施できる体操であり、1000万⼈ラジ
オ体操・みんなの体操祭や学童の夏期休暇中に全国で実施されていますが、その効
果を再認識頂きたく実施します。体⼒測定は、幼稚園、保育園、⼦どもスポーツ教
室、地域イベント等で実施。幼稚園、保育園、⼦どもスポーツ教室は希望の園、教
室と連係し実施。地域イベントはメディア、ゆるキャラなど地域活性化事業と連
係。会場は地域企業、名産品、特産品等のPRの場となっています。
また障害の有無、外国の⼦ども分け隔てなく参加出来るよう、イベント会場はバリ
アフリー施設で、告知に関してはホームページは多⾔語（６⾔語）対応、配布チラ
シも英語対応を実施。会場でも保育⼠や保護者が補助（併⾛）、⼿をつないで実施
できるよう⽤具、会場のスペース等環境を整備し実施します。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
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（市区町村）
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Japan Travel Planner
全⽇本空輸株

式会社
2018/4/11 2019/3/31 WEB 0

「JapanTravelPlanner」は⾃治体や事業者と連携し、⽇本各地の歴史・⽂化・⾷・
観光などに関する情報や、おすすめの旅⾏プランなど、地域のフレッシュな情報を
お届けする訪⽇外国⼈向けのWEBサイトであり、英語、中国語（簡体字・繁体
字）、韓国語、⽇本語に対応しています。
⽇本各地の観光地の中から⾏きたい観光地を選ぶと、移動⼿段や移動時間も含めた
旅程を⾃動的に作成することができるほか、作成した旅程に基づいて航空券の予約
することもできます。ANAは「JapanTravelPlanner」を通じて、地⽅⾃治体や事
業者の皆様とともに⽇本各地の魅⼒を発信することで、2020年の訪⽇外国⼈4000
万⼈をはじめとする「明⽇の⽇本を⽀える観光ビジョン」達成や、地域創⽣に貢献
していきます。

RED U-35 (RYORININʼs EMERGING DREAM)
株式会社ぐる

なび
2018/4/10 2019/3/31 東京都 0

■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】試⾷審査（5名選出）、【最終審査】ステージ審査（1名選
出）
※CLUBRED：歴代のREDU-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。

BRIDGE TOGETHER PROJECT (⽇本へ⾏こうよ
プロジェクト）

BRIDGE 
TOGETHER 
PROJECT実⾏

委員会

2018/4/30 2019/4/29 海外 0

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。1）4⽉30⽇
「BridgeTogetherProject」をニューヨークで紹介『⽇本の名曲・歌謡曲と落語の
ショー』2）9⽉25⽇着物ドレスファッションショー「美JaponBeyondはごろも
〜」福島の川俣シルクを世界にPRすることにより、福島への注⽬を集め、結果とし
て東⽇本⼤震災被災地の福島⽀援に繋げる。和楽器、歌、クラシックの壮⼤な⾳楽
構成に、⽇本の美を意識した能舞、バレエ、を盛り込み、⽇本の伝統⾳楽と⻄洋⽂
化を融合させた⾳楽コンサートと着物ドレス（⼗⼆単⾐からおすべらかし、おひき
ずり、振袖、創作和ドレス）ファッションショーのコラボレーション。3）2019年
4⽉ニューヨークブロードウェイのシアターで「世界史の中のオリンピックの歴史
を⽇本の歌謡史と落語で綴る」ショーを開催。映像を使って世界史を紹介しなが
ら、その時々に流⾏した⽇本の名曲を落語と共に紹介。
サイトにて外国語対応をしている。外国語表記のパンフレットやチラシを作成して
いる。会場に外国語対応スタッフを配置する。

隅⽥川花⽕⼤会の開催
隅⽥川花⽕⼤
会実⾏委員会

2018/7/28 2018/7/28 東京都
台東区お
よび墨⽥

区

１．趣旨／伝統の両国川開き花⽕⼤会を継承する⾏事として、広く庶⺠に親しまれ
ている隅⽥川花⽕⼤会を昨年に引続き開催し、都区⺠に潤いと憩いの場を提供しよ
うとするものである。２．打上⽟数第１会場および第２会場の合計約２０，０００
発３．花⽕コンクール／（１）実施会場第⼀会場（２）参加業者両国花⽕ゆかりの
業者及び国内の代表的な花⽕⼤会において優秀な成績をおさめた業者の計１０社
４．市⺠協賛の実施（１）協賛者招待会場、協賛⾦額及び募集⼝数ア．墨⽥区側両
国親⽔テラス（蔵前橋〜総武線鉄橋間）【パイプ椅⼦席】イ．台東リバーサイドス
ポーツセンター野球場【ビニールシート席】ウ．台東リバーサイドスポーツセン
ター少年野球場【ビニールシート席】エ．台東リバーサイドスポーツセンター野球
場【ビニールシート席（団体）】台東区側、墨⽥区側ともに区内障害者団体を招待
し、花⽕⼤会を観覧していただいている。公開予定のＨＰではＧｏｏｇｌｅ社の多
⾔語翻訳に対応している。また、外国⼈向けチラシ（英・中繁体・中簡体）を新規
作成し配布する。

藤原敦写真展「つくろひ」
藤原敦写真展
＠三井寺実⾏

委員会
2018/10/6 2018/11/4 滋賀県 ⼤津市

滋賀県出⾝東京在住の写真家・藤原敦の今まで出版された写真種全てのシリーズの
オリジナルプリントを写真家の地元滋賀県の三井寺にて展⽰する企画。昨年10⽉に
は同内容の展⽰がパリで開催されており、海外のファンも多く、解説等も全てバイ
リンガルで⾏われています。１０⽉のベストシーズンに琵琶湖の眺望や三井寺の歴
史的建造物とともに⽇本の写真⽂化を広く海外に発信するものであります。

種をまくプロジェクト2018「びわ湖・滋賀の⾵
景展」

公益財団法⼈
びわ湖芸術⽂

化財団
2018/10/11 2018/10/29 滋賀県

彦根市、
⼤津市

滋賀県内の⾵景や⾵俗等をテーマにした全国公募の絵画展。
⼊選作品の展覧を通して、湖国の⾵景の魅⼒を感じていただき、表現することの楽
しさを次の世代へ引き継いでいくことを⽬的に開催します。
なお、巡回展⽰を⾏う各会場ではそれぞれ下記の取り組みを実施しています。「ビ
バシティホール」には障害者等に配慮し、エレベーターおよびエスカレータが設置
されています。「しがぎんホール」ではエレベーターを設置。⾞イス等使⽤者を職
員が誘導させていただきます。
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⼭梨から放て！芸術⽂化のバイブレーション
2018 ー⼭梨⼤学と官・⺠が連携した地域アー
トマネジメント⼈材育成事業の昇華ー ステージ
マネジメント・プロジェクト『古楽の街再発⾒！
Part4』〜古楽による⽇独の架け橋〜

⼭梨⼤学 教
育学部

2019/3/1 2019/3/3 ⼭梨県
南アルプ

ス市

⼭梨⼤学では⽂化庁の「⼤学における⽂化芸術推進事業」の助成を受け、⼭梨県に
育まれている「古楽」をより発展させるため、ルネサンス・初期バロック期の楽曲
をもとに県⺠への⾳楽⽂化の普及活動に取り組んでおり、平成30年度にはバッハの
⼤作『ロ短調ミサ曲』を⽇独共同で演奏することを計画した。ミサ曲のラテン語は
⽇本の合唱団にはなじみのある⽂章であるから、⽇本の豊かな合唱⽂化を活かし、
そこにドイツ⼈独唱者の⼒を合わせて協⼒して演奏し、この「世界記憶遺産」に登
録されている名曲を⼭梨県で初演することにより地域⽂化に貢献することが本事業
の⽬的である。
地域に住む外国⼈に広く周知し、事業への関⼼をもってもらうために、演奏会の
ホームページ・チラシには英・独語などでの表記もするほか、演奏会では対訳字幕
を付けて、内容の共有を図れるように配慮する。障害を持っている⽅にも⾞椅⼦席
を確保するなど，バリアフリーに努めている。

京都フィルハーモニー室内合奏団 第215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

2018/10/14 2018/10/14 京都府
京都市左

京区

ブリテン作曲のLEILLMINAIONを⾺場駿吉さんに邦訳をお願いしてソプラノ柳原由
 ⾹さんが歌います。北⽖道夫作曲のサイドバイサイド〜室内オケ版(改訂版)、ラ

モー作曲の英雄的牧歌劇ナイスNaïs  組曲よりなどをします。
 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、最寄駅の京都市営地下鉄［北⼭駅］もバリアフリー対応しており駅からホー
 ルまでも屋根の付いた通路で⾬の場合もほとんど濡れなく会場もバリアフリー対応

 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。
外国⼈の⾔葉の壁を取り除く具体的な取組について、当⽇はプログラムのページの
みですが英語表記のものを外国⼈に配布します。

京都フィルハーモニー室内合奏団第216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

2019/1/26 2019/1/26 京都府
京都市左

京区

 近藤譲作曲の「表⾯・奥⾏き・⾊彩」、ヘンリク・グレツキ作曲Kleinesequiemfü
  reinePolkaop.66(1993)、シュニトケ(没後30年)合奏協奏曲第1番

この公演のサブタイトルを俳⼈の⾺場駿吉さんに俳句を作ってもらい⽇本語の素晴
 らしさとクラシック⾳楽との融合を⽬指しております。

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、最寄駅の京都市営地下鉄［北⼭駅］もバリアフリー対応しており駅からホー

 ルまでも屋根の付いた通路で⾬の場合もほとんど濡れなく会場もバリアフリー対応
 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。

外国⼈の⾔葉の壁を取り除く具体的な取組について、当⽇はプログラムのページの
みですが英語表記のものを外国⼈に配布します。

第９回とっとり伝統芸能まつり
⿃取県 ⽂化政

策課
2018/5/27 2018/5/27 ⿃取県 ⽶⼦市

⿃取県で受け継がれてきた伝統芸能を披露し、伝統芸能の振興と保全を⽬的として
おり、⽇本⽂化の魅⼒を発信する取組である。また、⿃取県の伝統芸能団体だけで
なく中国吉林省、県外の団体が出場することにより、伝統芸能による交流が⽣まれ
る機会となっている。また、本事業は、点字プログラムを配布したり、⼿話通訳を
配置しており、障害者にとってバリアを取り除く取組となっている。

特集「平成３０年新指定国宝・重要⽂化財」展
⽂化庁⽂化財
部美術学芸課

2018/4/17 2018/5/6 東京都 台東区 展⽰パネルは多⾔語対応予定。
事業ホームページは報道発表⽤に作成中。

⽇中平和友好条約締結40周年記念 名古屋南京
友好都市提携40周年記念
親⼦で贈る⼆胡七⼣のゆうべ１１

特定⾮営利活
動法⼈ チャ
ン・ビン⼆胡

演奏団

2018/7/7 2018/7/7 愛知県 名古屋市

①１１年⽬の能楽堂七⼣公演
②⽇中平和友好条約締結40周年と名古屋南京友好都市提携40周年記念公演として
開催
③⼤陸から伝来した⽂化を⼤切に育んできた⽇本の⽂化の歴史を尊重し、その代表
的な能舞台で、現代に⽇本で育まれている⼆胡⽂化を融合する。
④チラシや司会原稿に中国語を取り⼊れる。

全国公募 第35回 中道書法展
公益財団法⼈ 

晴嵐館
2018/8/22 2018/8/26 愛知県 名古屋市

中道書法展は、書道作家の育成と書道⽂化の向上と普及発展に寄与することを⽬的
とし、15歳以上の応募者から、古典書法を重んじ各⾃の⾃由な発想で創造表現した
作品を募集します。
作品を、書家及び書法研究を志す作家をはじめ広く⼀般公開することで、観覧者の
啓蒙と創造性豊かな感性を養う⼀助となっており、また障害者の⽅にも観覧してい
ただけるよう、バリアフリー対応の展⽰会場を利⽤している。

第48回 全国教育書道展
公益財団法⼈ 

晴嵐館
2018/8/22 2018/8/26 愛知県 名古屋市

全国教育書道展は、幼年から⾼校⽣までを対象とし、教育基本法ならびに学習指導
要領に準拠し、書道を通じて⽣きる⼒、豊かな⼼の育成を⽬指す。また、優れた作
品・⽣徒を顕彰することで学⽣の書道技能ならびに指導者の指導技術向上をはか
り、学校書写書道教育の発展を⽬的としている。
作品を広く⼀般公開することで、観覧者の啓蒙と創造性豊かな感性を養う⼀助と
なっており、障害者の⽅にも観覧していただけるよう、バリアフリー対応の展⽰会
場を利⽤している。



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回愛知県⼤衆⾳楽祭
愛知県⼤衆⾳

楽協会
2018/6/3 2018/6/3 愛知県 安城市

カラオケを主体とする愛知県⼤衆⾳楽祭は、歌の好きな⽼若男⼥の隔てなく参加で
きる⼤会となっており、第２０回⽬を安城市⺠会館で開催します。現代の⾼齢化社
会おいて⼤衆⾳楽（カラオケを含む）は、余暇のコミュニケーションとして⽣活に
潤いを与え、健康の増進の為になくてはならないものであります。また、カラオケ
が⽇本⽂化として庶⺠⽣活の中にしめる⼤衆⾳楽（カラオケを含む）の重要性が認
識され、本⼤会において優秀な成績を収められた者に知事賞が与えられています。
開催場所は、多⽬的トイレ、スロープの設置などのバリアフリーを完備した会場と
ております。

チャレンジド・ミュージカル劇団JAMBO!

特定⾮営利活
動法⼈いちか
わ市⺠⽂化

ネットワーク

2018/4/14 2019/3/31 千葉県 市川市

当劇団は、2005年以来開催している、障害児・障害者を中⼼に、障害のある⼈も
ない⼈も、⼦どもも⼤⼈も、⼀緒になって創る・楽しむ「チャレンジド・ミュージ
カル」活動が発展して、2015年に誕⽣し、「休⽇・⽇帰り限定の出前公演」を始
めた。現在は、毎年10個所を超える地域から招へいされて出前公演を開催してい
る。当活動では、障害のある者が⽉2回の稽古を⾏い、指定された出前公演を⾏
う。

蒲⽣君平⽣誕２５０年記念事業

蒲⽣君平⽣誕
２５０年記念
事業実⾏委員

会

2018/4/10 2018/11/30 栃⽊県 宇都宮市

今年は郷⼟の⽣んだ江⼾時代を代表する歴史学者で、前⽅後円墳の名付け親として
知られる蒲⽣君平の⽣誕２５０年にあたることから、古墳を共通テーマとして出⾝
地の宇都宮だけでなく、県内の市町をはじめ前⽅後円墳群で世界遺産を⽬指す⼤阪
府⽻曳野市とも連携し、親しみやすいさまざまな⽂化イベントを通じて、楽しみな
がら君平の⾜跡をたどる。
なお、参加者全員が⼀緒に楽しめるよう、バリアフリーの施設を利⽤すると同時
に、障害のある⽅の専⽤座席の確保や対応スタッフを配置するとともに、外国⼈へ
の対応としては、ちらし、パンフレットをはじめイベント会場には英語を併記する
とともに、中国語や韓国語対応のスタッフを配置する。

第８回さくらジャンゴ・ラインハルト・フェス
ティバル2018

さくらジャン
ゴ・ラインハ
ルト・フェス
ティバル実⾏

委員会

2018/6/30 2018/7/1 栃⽊県 さくら市

当イベントは２０１２年より栃⽊県さくら市にて実⾏委員会と⾏政の協働で⾏って
います。１９３０〜４０年代にフランスで活躍した「ジャンゴ・ラインハルト」の
⾳楽をモチーフにしたフェスティバルは欧⽶では各地で⾏われております。近年は
アジア圏でも開催が増えてきており、栃⽊県さくら市のフェスティバルも本年で８
回⽬を迎えます。本イベントは市⺠の有志で⾏われ、公募のバンドは県外、海外か
らも応募があり、地元スタッフと外部からの参加者の「交流」もテーマになってお
ります。⾳楽という共通の価値観をきっかけに、「普通の⽇本⼈」と接し、交流
し、栃⽊県さくら市の⾃然、⾵⼟、に触れるで、「普段の⽇本」について理解して
いただき、また、かつて城下町であった雰囲気を残す喜連川の街並みを散策するこ
とにより、「歴史」も感じていただけると思います。⽇本の「⼈」「⾵景」「歴
史」に触れていたくきっかけになれば幸いです。本年は台湾でのフェスティバルと
協⼒関係を築き、台湾、韓国などからも参加表明をいただいており、共通でのコ
ミュニケーションツールとしての「⾳楽」と「英語」に取り組もうと思っておりま
す。

第20回うつのみやジュニア芸術祭
宇都宮市⺠芸
術祭実⾏委員

会
2018/9/27 2018/12/9 栃⽊県 宇都宮市

うつのみやジュニア芸術祭は，⻘少年の芸術⽂化活動の発表及び鑑賞機会を提供
し，芸術⽂化に対する意識の⾼揚と将来を担う⼈材の育成を図るため，ポスター原
画展，学校美術展，学校書道展，学校⾳楽祭（合唱，合奏），学校演劇祭，ジュニ
ア⾳楽祭，ジュニア⽂芸（誌，俳句，短歌。川柳）の幅広いジャンルで開催してい
ます。
⼤会は，障害者⽤トイレや障害者席，障がい者専⽤駐⾞スペース，スロープ，⼿す
り等が設置されたバリアフリーに優れた会場で開催しており，どなた様も安⼼して
観覧することができます。

第24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

2018/10/26 2018/10/26 栃⽊県 宇都宮市

百⼈⼀⾸は，鎌倉時代の宇都宮城５代頼綱が京都に出家し，蓮⽣法師となった後，
和歌の名⼿であった藤原定家に⾃宅の襖に飾る和歌の選定を依頼したことがはじま
りと⾔われています。
このため，宇都宮ゆかりの⽂化資源である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，郷⼟に対する誇りや愛着を育むことを⽬的に本⼤会を開催し
ています。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
会です。
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
す。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ます。
外国⼈の⽅にも楽しんでいただけるよう，2017年度より百⼈⼀⾸の英語版解説パ
ネルも設置しています。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

NARITA・スポーツツーリズムフェス！ 成⽥市 2018/4/28 2018/5/6 千葉県 成⽥市

ゴールデンウィークの外出機運の⾼まるこの時期に、成⽥エリアが⼀体となり、ス
ポーツツーリズムを軸とした地域の盛り上げを⾏います。アスリートとのふれあい
や、パラリンピック正式競技であるボッチャの体験会の実施で国内外の⽅々に楽し
んでいただき、併せて成⽥市の伝統⽂化展⽰も⾏い、地域の魅⼒・⽇本の魅⼒を再
発⾒して頂きます。また、⾞椅⼦での買い物ゲームを通して、インフラとしての商
業施設の在り⽅を考え、いかに障がい者の⽅でも快適にお買い物をして頂けるか、
どのように社会でサポートしあえるかという課題を⼦供から⼤⼈まで楽しみながら
学びます。この他、オフラインで利⽤できる翻訳機の体験コーナーも実施や、イン
バウンド需要への対応、地元の⽅々と外国の⽅々の交流を円滑に進める⼼の壁を取
り払うサポートを致すとともに、防災時の活⽤も含め、永続的な地域連携の仕組み
を構築するイベントです。
○障害者にとってのバリアを取り除く取組／・会場がバリアフリー対応である・健
常者と障害者が共にショッピングセンター内の障壁を取り除くゲームを⾏う・パラ
リンピック競技の体験会にて、双⽅の⼼の障壁を無くす
○外国⼈にとっての⾔語の壁を取り除く取組／・イベントコンテンツにおいて翻訳
ツールを導⼊している・外国語表記のパンフレットやチラシを作成している・会場
に外国語対応スタッフを配置する

札幌演劇シーズン
札幌演劇シー
ズン実⾏委員

会
2018/7/28 2019/2/24 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。また、⼀部公演にて外国語字幕を表記する。
●札幌演劇シーズン2018-夏（平成30年7⽉28⽇〜平成30年8⽉25⽇、5作品）
出演予定団体：劇団⾵蝕異⼈街、札幌座、ELEVENNINES、きまぐれポニーテー
ル、弦巻楽団
●札幌演劇シーズン2019-冬（平成31年1⽉26⽇〜平成31年2⽉24⽇、5作品）
出演予定団体：MAM、yhs、千年王国、トランク機械シアター、コンカリーニョ
プロデュース

姫路シティオペラ 2018.5 ⻲⼭御坊楽市楽座コン
サート

姫路シティオ
ペラ

2018/5/27 2018/5/27 兵庫県 姫路市

姫路シティオペラは、多⽂化共⽣社会の実現を⽬指して、プロ・アマチュア演奏
家によりオペラを演奏すること、および当団体の演奏するオペラを鑑賞すること
を⽬的としています。姫路シティオペラでは、原語上演によるオペラを、和の建
物でも演奏します。中世から播州の中核をなす存在である⻲⼭御坊本徳寺の⼤広
間にて、オペラ『アイーダ』抜粋をピアノ伴奏にて演奏いたします。奥まったと
ころにある半閉鎖空間である和の建物は、⿃の鳴き声は聞こえますが、⼈⼯的な
騒⾳は聞こえません。⽊造の建物、畳の床、和の庭園、すべてを楽しみながら、
オペラも楽しみます。コンサートにおいては、播州の精神⽂化形成に⼤きな影響
を与えた蓮如上⼈の御⽂章をピアノ伴奏にて歌唱するなどオペラ以外の演奏もし
ます。外国語表記のチラシやプログラムを⽤意し、多⾔語に配慮します。原語上
演のオペラは、外国語対応スタッフがナレーションにて解説し、プログラムを読
み⾟い⽅にも配慮いたします。演奏者も英語・イタリア語・ドイツ語などの外国
語に対応でき、演奏会後に歓談できます。

不思議の国のアリス

公益財団法⼈ 
福岡市⽂化芸
術振興財団、

福岡市

2018/8/18 2018/8/19 福岡県 福岡市

おとなもこどもも迷い込むへんてこりんなダンスとコトバのワンダーランド！
NHK「からだであそぼ」の出演などで⼦どもたちにも⼈気のダンサー・振付家の
森⼭開次と、不思議で愉快なダンサー＆クリエイティブスタッフがアリスの世界
に勢ぞろい。
本事業は、福岡の公共⽂化施設において、質の⾼い⽂化芸術に触れる機会を創出
し、⼦どもやその家族を中⼼とした地域住⺠交流の場としての環境づくりの推進
を⽬指す。
会場は、段差のない特設舞台となるため⾞椅⼦のままでの⼊場と観劇が可能。表
現の核はダンスであり、⾔語の壁を超えることが期待できる。また視覚的、聴覚
的にも質の⾼い作品であることを⽰すことで、鑑賞に対するハードルを下げる。

「樺崎寺跡浄⼟庭園」８２９⾵流管弦祭＆⾜利⼦
ども歌舞伎

あしかが歌舞
伎親⼦教室実

⾏委員会
2018/10/20 2018/10/21 栃⽊県 ⾜利市

「樺崎寺跡浄⼟庭園」－８２９⾵流管弦祭＆⾜利⼦ども歌舞伎ーは国史跡を活⽤
して伝統芸能（雅楽・舞楽・歌舞伎等）に親しむ⻘少年に発表･鑑賞の場を提供
し、史跡や伝統芸能に対する興味・関⼼を⾼め有為な⼈材を育成すること⽬指し
ている。また、⻑い国際交流の積み重ねがあるインドネシア共和国学校と県⽴⾜
利南⾼校の協⼒を得て両国の異⽂化理解を深める。
更に⾔葉の壁を取り除くため、ボランティアガイドを活⽤し、英語版のパンフ
レット等を作成する。

横浜能楽堂普及公演「横浜狂⾔堂」

横浜能楽堂
（公益財団法
⼈横浜市芸術
⽂化振興財

団）

2018/4/8 2019/3/10 神奈川県 横浜市

「横浜狂⾔堂」は、毎⽉第2⽇曜⽇に狂⾔2番を解説付きで、全席2000円という
⼿頃な価格で気軽に能楽堂で公演鑑賞ができる事業。
また、平成24年度から「もう１枚のチケット」事業により児童養護施設や⺟⼦⽣
活⽀援施設などにいる⼦どもたちへの公演チケットを提供するプロジェクトを実
施している。
施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）と障がい者専⽤駐⾞場を有する。外国語
で対応できるスタッフ12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応対の
他、狂⾔の英⽂解説を⽤意。場内に⾞いすのまま鑑賞できるスペースを5席分⽤
意。
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横浜能楽堂普及公演「眠くならずに楽しめる能の
名曲」

横浜能楽堂
（公益財団法
⼈横浜市芸術
⽂化振興財

団）

2018/12/16 2018/12/16 神奈川県 横浜市

能はよく「眠くなる」と⾔われるが、けっして眠くならない曲もある。その代表
とも⾔えるのが「⼟蜘蛛」。上演前に、登場⼈物や舞台進⾏など、曲を理解する
上で⼿助けとなるポイントを丁寧に解説。華やかさだけでない能「⼟蜘蛛」につ
いて、新たな視点からその魅⼒を紹介する。また、併せて狂⾔「仏師」を上演す
る。
施設は5席の⾞いす専⽤席（スペース）の他、障がい者専⽤駐⾞場を有する。外
国語で対応できるスタッフ12名が「ENGLISHOK」のバッチを着⽤し公演時応
対。また上演作品の英⽂解説を⽤意。場内に⾞いすのまま鑑賞できるスペースを
5席分⽤意。

仙台・⻘葉まつり
仙台・⻘葉ま
つり協賛会

2018/5/19 2018/5/20 宮城県 仙台市

仙台・⻘葉まつりは、藩政時代の仙台祭と明治期の⻘葉まつりをルーツとし、昭
和42年で途絶えた伝統例祭を昭和60年に復活した祭りです。仙台の歴史・伝統の
継承と“市⺠がつくる市⺠のまつり”をテーマに「仙台・⻘葉まつり」として毎年
5⽉第3⽇曜⽇と前⽇に開催し、今年で34回⽬を迎えます。⼤きな⾒どころである
「仙台すずめ踊り」は、この祭りを契機に復興・普及し、現在では国内をはじめ
海外でも披露されています。踊りを踊る祭連（まずら）には⼦どもや⾼齢者、外
国⼈も多く、⾶び⼊りで参加できる「祭雀連」には国内外の観光客の⽅々が多く
参加します。
期間中は、仙台・⻘葉まつりインフォメーションが設けられ、英語通訳を配置し
英語版案内チラシを配布。パレード時には、観客席の⼀部に⾞イスエリアを設置
し、多くの⽅に楽しんでいただけるように取り組んでいます。

⼭形花笠まつり
⼭形県花笠協

議会
2018/8/5 2018/8/7 ⼭形県 ⼭形市

⼭形の郷⼟⺠謡「⼭形花笠⾳頭」の歌と踊りの普及を図り、本県観光および産業
の発展に寄与することを⽬的に開催。東北四⼤まつりの⼀つとして、威勢のいい
掛け声や花笠太⿎の⾳⾊、華やかに彩られた⼭⾞を先頭に、紅花をあしらった花
笠を⼿にした踊り⼿が⼭形市のメインストリートを舞台に群舞を⾏うもので、⼭
形の真夏の夜を華麗に彩る。観光客も県内外から多く集まり、まつりの踊り⼿も
年々増加している。
まつり開催時には外国⼈観光客向けに英語でのアナウンスを⾏っている。また、
バリアフリー⾒学席を設置し、⾞椅⼦等で体が不⾃由な⽅に対応。

第７２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

2018/6/15 2018/6/24 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となっている。
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
たでも無料で鑑賞できる。また、開催期間中には、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も開催する。

ポーランド⼥⼦レスリングチームを招いての座禅
修⾏体験

⾼岡市 2018/5/22 2018/5/29 富⼭県 ⾼岡市

ポーランド⼥⼦レスリングチーム・全⽇本⼥⼦レスリングチーム合同強化合宿の
機会をとらえ、⾼岡市内にある国泰寺にて座禅修⾏体験を⾏い、ポーランド⼥⼦
レスリングチームに⽇本⽂化を体験してもらう。
英語及び英語のチラシで、臨済宗国泰寺派の総本⼭である国泰寺や座禅の⼼得等
を説明する予定にしており、レスリング強化合宿の機会をとらえ、本市⺠と交流
するとともに、⽇本⽂化を発信するもの。

新座快適みらい第４回⼤江⼾新座祭り

⼀般社団法⼈
新座快適みら
い都市会議 
⼤江⼾新座祭
り実⾏委員会

2018/7/21 2018/7/21 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年の歴史を幕を下ろしたこ
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つくろう、新座市の⽂
化として⼦ども達につなげてゆきたい、そして新座市を盛り上げていこう！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
域の⼦ども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。新座市は射的競技開催地として、近隣市とも連携して２０２０年東京オリ
ンピックに向けてPR活動も当祭りを通して⻑期計画で実施しており、第４回は埼
⽟県及び新座市との協⼒によるPR出店が予定されています。
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。

世界ペア碁最強位戦2018
公益財団法⼈
⽇本ペア碁協

会
2018/8/19 2018/8/21 東京都 渋⾕区

当協会は、男⼥のペアで⾏う囲碁で⽇本⽣まれのマインドゲームである「ペア
碁」の普及と、「ペア碁」を通した国際親善に努めている。昨年より本⼤会を実
施しているが、今年も⽇本・中国・韓国・中華台北を代表する男⼥トッププロ棋
⼠9ペア18名が参加する。⽇本からは、囲碁の七⼤タイトルを2回制覇し、国⺠栄
誉賞を受賞して話題になっている井⼭裕太九段も出場する。世界の男⼥トップ棋
⼠が⼀堂に会する⼤会は、国内では当⼤会だけであり、観客は無料で対局の模様
を観戦し、解説を楽しむことができる。8⽉19⽇(⽇)には組み合わせ抽選会、20
⽇(⽉)〜21⽇(⽕)に対局を実施し、本年の「世界ペア碁最強位」ペアを決定す
る。
また、会場はバリアフリー対応である。パンフレットやホームページは英語でも
提供しており、外国の⽅も楽しむことができる。
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港南ふれあい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

2018/4/1 2018/4/1 東京都 港区

港区港南という運河に囲まれた地域で、運河沿いに咲く桜のお花⾒会【港南ふれ
あい桜祭り】が開催されます。そのイベントの⼀つとして、運河を使ったボート
レースが⾏われます。その表彰式で、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。また表彰式
が⾏われる運河沿いもバリアフリーとし、障害者も表彰式に参加できます。ま
た、外国⼈でもワークショップに参加できるように、英語でも募集表記・指導を
いたします。

ダイアログ・イン・サイレンス（静けさの中の対
話）

⼀般社団法⼈
ダイアロー
グ・ジャパ
ン・ソサエ

ティ

2018/7/29 2018/8/19 東京都 渋⾕区

ダイアログ・イン・サイレンスは、⾳のない世界で⾔葉の壁を超えた対話を楽し
むエンターテイメント。体験を案内するアテンドは、⾳声に頼らず対話をする達
⼈である聴覚障害者。参加者は⾳を遮断するヘッドセットを装着。集中⼒、観察
⼒、表現⼒に気づき、互いにコミュニケーションをとる⽅法を発⾒する。⾳のな
い世界では⾔語が異なる⼈（外国⼈、聴覚障害者等）も⼀緒に楽しめるだけでな
く、聞こえない世界や聴覚障害者への理解を深め、障害者や外国⼈を対応する上
でのコミュニケーション⽅法やおもてなしの⼼構えができるようになる。1998年
にドイツで開催されて以降、世界で100万⼈以上が体験。⽇本では、⽇本のコ
ミュニケーション（⼿や顔を使った洗練された表現・表情の豊かさ）に注⽬して
体験が出来る内容とする。
HPサイトにて英語対応。会場に外国語対応スタッフ、⼿話者を配置する。全ての
⼈が体験できるよう対応する。

ダイアログ・イン・ザ・ダーク

⼀般社団法⼈
ダイアロー
グ・ジャパ
ン・ソサエ

ティ

2018/4/1 2019/3/31 東京都 中央区

ダイアログ・イン・ザ・ダークは、暗闇のソーシャルエンターテインメント。参
加者は⽩杖を持ちグループで暗闇に⼊り、暗闇のエキスパートである視覚障害者
の案内により様々な体験をします。視覚障害者への理解を深め、感覚の可能性と
⼼地よさに気づき、信頼とコニミュニケーションから⽣まれる相互理解の深まり
により、⼼のバリアフリーを広め、⽇本⼈のおもてなしの⼼を養う。また、暗闇
では⽇本の⾷、遊び等を体験できる内容であり、改めて⽇本を感じることができ
る。体験型ワークショップとして企業、団体、学校等の利⽤や、⾏政等との協働
事業での外部での暗闇イベントの開催、⼤阪会場での⼀般の⽅の暗闇体験を⾏っ
ている。1988年にドイツでの開催以降、世界41カ国以上で800万⼈以上、⽇本
では20万⼈以上が体験している。体験はどなたでも体験できるよう配慮してい
る。

平成30年度 ⾶⿃資料館春期特別展「あすかの
原⾵景」

独⽴⾏政法⼈
国⽴⽂化財機
構奈良⽂化財

研究所

2018/4/27 2018/7/1 奈良県
⾼市郡明
⽇⾹村

江⼾時代から近代にかけての⾶⿃では、古代の⽯造物や古墳の⾼まりなどが歴史
家の注⽬を集める⼀⽅、⾶⿃の⼩盆地とその周辺には、当時の⽇本ではあたり前
の農村の景⾊が広がっていました。近代の地図や、昭和の発掘調査時に撮影され
た写真などからは、⾶⿃ブームが巻き起こる以前の「あすか」の原⾵景がうかが
えます。今回の展覧会では、これらの地図や古写真などの貴重な資料をもとに、
明治時代から昭和前半にかけての⾶⿃の集落の様⼦を紹介します。
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。

ALTOS VS IWASHIYA「協演乱舞〜邦楽&洋楽ド
リームマッチ〜」

 ALTOS VS 
IWASHIYA実

⾏委員会
2018/6/2 2018/6/2 栃⽊県 宇都宮市

⽇本の伝統楽器(尺⼋、箏)と電⼦オルガン、そして打楽器とピアノ、バイオリン
によるアンサンブル編成の演奏会です。邦楽器と⻄洋楽器がクロスオーバーした
特殊な楽器編成にて、様々な創作楽曲を演奏します。邦楽奏者(尺⼋)若⼿の筆頭
として世界的に活躍する福⽥智久⼭⽒、そしてハンガリーとの⽂化交流を持ちな
がら演奏活動しているピアニスト、阿久澤政⾏⽒をはじめ、まさに「和」と
「洋」を取り⼊れた演奏会です。
演奏家による海外エピソードも交えながら、ハンガリーの伝統菓⼦等も紹介致し
ます。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ともなります。


