令和４年度 事業計画書

自

令和 ４年

４月

１日

至

令和 ５年

３月３１日

公益財団法人 明石文化国際創生財団

令和４年度 公益財団法人明石文化国際創生財団事業計画書
令和４年度についても、文化芸術及び国際交流のいずれの分野にも新型コロナウイルス感染症の
影響は少なからず残るものと思われます。このような状況だからこそ、市民生活に活力や潤いをも
たらす文化芸術や在住外国人への支援など国際交流の推進が大切になっています。
引き続き定款に定める法人の設立目的に則り、創造的な文化芸術の振興や市民の国際交流の推進
を図るため、従来からの取り組みの検証や充実とともに、ウィズコロナ時代に対応した新たな事業
展開にも積極的に取り組み、公益目的事業の一層の推進に努めます。
１．公益目的事業
公１

文化芸術推進事業

公２

国際交流推進事業

２．その他事業等
他１
１

明石フィルハーモニー支援事業

公益目的事業

公１

文化芸術推進事業

地域住民の文化的、芸術的な活動を推進し、賑わいのあるまちづくりを一層進めるため、明石
市とも連携し、次の事業を推進します。
１

文化芸術事業の開催
ウィズコロナ時代に対応しながら、幅広い分野の文化芸術を鑑賞・体験できるイベントや明石
ゆかりの美術作家の作品展などを開催するとともに、市民への文化芸術の鑑賞機会の提供や創作
活動を行っている個人・グループへの支援を行います。

（１）コンサート等
① あかしふれあいコンサート
音楽を通じたまちの賑わいづくりや次世代育成の一環として、まちかどにおける中高生など
による吹奏楽等の演奏会を開催し、広く市民に鑑賞機会を提供します。
［開催日］

毎月１回、原則週末(土曜、日曜)の午後

［開催場所］

あかし市民広場、イオン明石 SEA PARK ほか

［出演者］

市内の中学校・高等学校・社会人の吹奏楽部・吹奏楽団

［観客］

一般市民

② ひとつぶのたねクラシックコンサート・親子のためのひとつぶのたねコンサート
ひとつぶのたね栽培委員会と明石市立市民会館の共催により演奏会を開催し、愛好家の減少
が指摘されるクラシック音楽を市民が気軽に鑑賞できる機会を提供とします。あわせて明石に
ゆかりのある若手音楽家の活動の発表機会とします。
なお、一般向けのコンサートと０歳からの親子で楽しめるコンサートを併せて開催します。
［開催日］

隔月開催（５月、７月、９月、11 月、１月、３月）

［開催場所］

明石市立市民会館中ホール、明石市立西部市民会館ホール

［出演者］

クラシック系音楽家

［入場者］

一般市民

③ 佐渡裕指揮兵庫県芸術文化センター管弦楽団明石公演事業
佐渡裕氏指揮兵庫県芸術文化センター管弦楽団によるコンサートを開催し、国内最高水準の
オーケストラ音楽が鑑賞できる機会を広く市民に提供します。
［開催日］

９月 22 日(木)

［開催場所］

明石市民会館大ホール
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［出演者］

佐渡裕氏と兵庫県芸術文化センター管弦楽団

［入場者］

一般市民

④ スーパーキッズ・オーケストラ明石公演
兵庫県芸術文化センターのソフト事業として佐渡裕氏が指導するスーパーキッズ・オーケス
トラの演奏会を開催します。トップクラスの演奏技術を持つ小学生から高校生までのジュニア
演奏家による、クオリティーの高い純粋な音楽を、子どもたちから幅広い世代で楽しめる演奏
会とします。
［開催日］

２月５日(日)

［開催場所］

明石市立西部市民会館ホール

［出演者］

スーパーキッズ・オーケストラ

［入場者］

一般市民

⑤ 吹奏楽の夕べ（明石市芸術祭）
市内で活動する吹奏楽団体が一堂に会した演奏会を明石市芸術祭の一つとして開催し、広く
市民が音楽を楽しむ機会を提供します。
［開催日］

８月 28 日(日)

［開催場所］

明石市民会館大ホール

［出演者］

中・高・一般の吹奏楽部、吹奏楽団約２５団体

［入場者］

一般市民

⑥ 音楽のつどい（明石市芸術祭）
市内外で活動する合唱団体が一堂に会した音楽会を明石市芸術祭の一つとして開催し、広く
市民に日頃の練習成果を披露します。
［開催日］

11 月３日（木・祝）

［開催場所］

明石市民会館大ホール

［出演者］

市内外で活動する合唱団体約３０団体

［入場者］

一般市民

⑦ 明石薪能
歴史と文化の息づく明石のまちで「明石薪能」を開催し、多くの市民に質の高い伝統芸能の
鑑賞機会を提供します。
［開催予定日］

10 月１日（土）

［公演内容]

能・狂言

［開催予定場所］県立明石公園西芝生広場
［出演予定］

上田能楽堂

［入場者］

一般市民

組立式能舞台

（２）美術展、作品展等
① ＭＥＲＩＤＩＡＮ美術展
市内在住・在職又は出身の若手アーティスト等の作品展を開催し、広く市民に明石にゆかりの
あるアーティストを紹介するとともに、美術作品の鑑賞機会を提供します。
令和４年度は、文化芸術財団 10 周年を記念して、市内在住の版画家 伊藤太一氏の作品展を開
催します。
［開催日］

３月中旬～下旬

［開催場所］

明石市立文化博物館ギャラリー

［出展者］

彫画家

［入場者］

一般市民

伊藤太一氏
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② スマイルギャラリーでの作品展示
明石市内外で創作活動を続けている作家の作品発表の場として展示を行い、広く市民に美術
作品の鑑賞機会を提供します。
［開催日］

４月～７月の間で５回程度

［開催場所］

スマイルギャラリー(アスピア明石３階連絡通路等)

［出展者］

近隣の美術作家

［入場者］

一般市民

（３）創作活動の発表機会の提供
① 次世代アーティスト支援事業
次代を担うべき将来有望なアーティストの活動を支援することにより、多様なジャンルのア
ート活動を広く市民が体感・体験できる機会を提供します。
○ アート体験フェア
市内外の多様な分野のアーティストの特長を生かしたワークショップを開催（バーチャル
による開催を含む。）することにより、広く市民がアートに触れ、アートを身近に体験できる
機会とします。
［開催日］

未定

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［出演者］

市内外で活動するアーティスト

［参加者］

一般市民

○ 舞台芸術支援事業
市内で舞台芸術活動を行っている者による公演イベント等を開催し、舞台芸術の振興を図
るとともに、市民が身近に鑑賞できる機会とします。
［開催日］

未定

［開催場所］

未定

［出演者］

市内で活動する舞台芸術関係者

［入場者］

一般市民

○ ヘッドアートプロジェクトチーム支援事業
ヘッドアートプロジェクトチームと協力し、明石からジャンルにとらわれないアート表現
のひとつとして「ヘッドアート」関連事業を開催し、その芸術性を世界へ発信します。
また、メイクアートの芸術性を広く市民に周知するとともに、創作活動を行っているアーテ
ィストの活動意欲を喚起し、明石におけるメイクアートの高揚と芸術の発展に寄与します。
・ ヘッドアートフォトコンテスト及び入賞作品展
ヘッドアートフォトコンテストとして、全国から作品を公募し、受賞作品を明石駅等に
展示するとともに、その芸術性の高さを広く市民に披露します。
［開催日］

公募期間４月 1 日～９月上旬

作品展示 10 月中旬～11 月上旬

［開催場所］

展示場所：JR 明石駅構内及びアスピア明石スマイルギャラリー

［参加者］

一般市民

・ ヘッドアートコレクション
フォトコンテスト入賞者による実演披露でのオーディション開催、プロによるデモンス
トレーション、フォトコンテスト過去入賞作品の展示等、様々なコンテンツからヘッドアー
トという芸術を広く普及します。
［開催日］

未定

［開催場所］

未定

［参加者］

一般市民
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○ 明石アーティスト協会支援事業
明石アーティスト協会と協力し、明石市の文化芸術の発展に寄与することを目的とすると
ともに、市内で活動するアーティストの会員相互のネットワークを構築します。
また会員アーティストが、互いに刺激を受けて高めることができる分野を超えて一つの事
業を実施できるよう支援します。
［開催日］

未定

［開催場所］

未定

［内

未定

容］

○ 若手演奏家クラシックコンサート
若手クラシック演奏家の発表機会の場を提供することにより、明石におけるクラシック音
楽の普及と発展に努めます。
［開催日］

未定

［開催場所］

未定

［出演者］

若手クラシック演奏家

［入場者］

一般市民

○ フレッシュコンサート
音楽大学在学中の市内在住或いは出身者である音楽家の卵たちの演奏会を開催し、出演者
の研鑽意欲を喚起するとともに、溌剌とした演奏を市民に披露します。
［開催日］

未定

［開催場所］

未定

［出演者］

市内在住・出身の音楽大学在学中の学生

［入場者］

一般市民

② 明石市合同芸術祭
明石市芸術祭事業を合同で開催することにより、団体同士のコラボやワークショップを通じ
て、それぞれの活動の一層の活性化を図ります。また、より多くの市民が明石市芸術祭に参加
できる機会とします。
［開催日］

11 月５日（土）
、６日（日）

［主な内容］
○ ダンスカーニバル
市内外で活動する洋舞団体によるダンスパフォーマンスの発表イベント
○ いけばな展
市内外で活動するいけばな団体が一堂に会した作品展
○ お茶会
市内外で活動する茶道の団体による茶会
○ 邦舞・邦楽のつどい
市内外で活動する邦舞・邦楽分野の団体による伝統文化の発表会
○ その他
明石市文化団体連合会に所属する団体が連携した催し

など

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［出演者］

明石市文化団体連合会に所属する１５団体を中心とする文化グループ

［入場者］

一般市民
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（４）創作活動のコンテストの開催
① 明石市美術展（明石市芸術祭）
市内外から美術作品を公募し、市長賞をはじめとして優秀作品を選出し、表彰を行うととも
に、入選作品展を開催することにより、市民の創作意欲の向上を図るとともに、広く市民に美
術作品鑑賞の機会を提供します。
［開催期間］

11 月下旬～12 月中旬

［開催場所］

明石市立文化博物館

［応募者］

洋画、日本画、書道、彫刻工芸、写真の各分野の創作活動者及び小・中学生

［入場者］

一般市民

② 明石市文芸祭
市内外から文芸作品を公募し、市長賞をはじめとして優秀作品を選出し、表彰を行うととも
に、入選作品集「ことのはものがたり」を発行し、市民の文芸作品への関心を高め、創作意欲
の向上を図ります。
［表彰式］

３月上旬

［開催場所］

子午線ホール

［応募者］

俳句、短歌、川柳、詩、随筆、小説、児童文学の各分野の創作活動者及び小・中学生

③ ちびっこアーティスト育成事業（Greatest Kid’s Talent）
18 歳以下の子どもたちの芸術活動動画を公募し、選考の上、優秀なもの１０組程度にステ
ージ発表機会を提供します。ステージ発表者のなかから、最優秀賞等を選出・表彰することに
より、子どもたちの芸術活動を支援します。
［開催日］

１２月頃

［開催場所］

明石市立西部市民会館ホール

［出演者］

市内・近隣市町在住の子どもたち (小・中学生・高校生等)

［観

一般市民

客］

（５）学校での文化芸術の鑑賞機会の提供
① 学校へのたこフィル派遣事業
明石フィルハーモニー管弦楽団（たこフィル）を市内の学校へ派遣し、良質な音楽の生演奏
を子どもたちに提供します。
［開催日］

通年

［派遣対象］

明石市立小・中・養護学校

［派遣アーティスト］

明石フィルハーモニー管弦楽団（アンサンブル）
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２

文化芸術活動支援事業
ウィズコロナ時代に対応しながら、アーティストや文化団体、地域住民、行政を結ぶコーディ
ネート機能やプラットフォーム機能を提供し、多様な文化芸術の担い手の緩やかな相互ネットワ
ークの形成を図ります。また、文化芸術活動に関する情報の発信や共有を図るとともに、文化芸
術に関する相談への助言、斡旋、助成などの支援に積極的に取り組みます。このことにより財団
が、地域の文化芸術の中間支援組織としての役割を担ってまいります。

（１）プラットフォームを提供し、緩やかな相互ネットワークの形成を図る事業
① アートマネジメント講座
美術、音楽や演劇などの企画から実施、資金集めや広報などの実践的な技能に加え、アート
と社会の関わり方に至るまで、より多くの人に、より質の高い芸術に触れる機会を提供するこ
とができるようアートマネジメント講座を開催します。
［開催日］

未定

［開催場所］

未定

［参加者］

美術、音楽や演劇など文化・芸術に関心のある市民等

② 文化芸術関係施設・機関ネットワーク会議
市内にある主な文化芸術関係施設・機関が一堂に会し、情報交換や連携を図ります。
［開催日］

年３回程度

［開催場所］

未定

［参加者］

明石文化国際創生財団、明石市立文化博物館、明石市民会館、明石市立図書館、
明石市立天文科学館、明石観光協会など

③ 文化芸術活動団体やイベントの実行委員会事務局の分担
それぞれの活動が円滑に行われるよう明石市文化団体連合会、明石薪能の会、明石市文芸祭
実行委員会などの事務局を担当します。
④ 明石市文化芸術創生基本計画推進事業
今後の文化芸術施策の基本方針となる明石市文化芸術創生基本計画に基づき、明石市と連携
を図りながら、一層の文化芸術の推進に向けて、既存事業の拡充・見直しはもとより、デジタ
ルアートの推進など、新たな事業展開に積極的に取り組みます。
⑤ 文化観光支援事業
文化芸術の振興と市内の観光振興や地域の活性化に寄与するため、明石市や関係機関と連携
し、明石の地域文化資源を活かした「全国豊かな海づくり大会」のプレイベントにおける支援に
取り組みます。
（２）文化芸術活動に関する情報の発信や共有により市民の活動を支援していく事業
① 機関紙・広報紙の発行
機関紙等を発行し、財団の事業内容等をＰＲするとともに、市内の文化芸術事業・イベン
ト、市内で活躍するアーティスト、市内の文化芸術活動や文化財などを広く紹介します。
○ 財団機関紙「創生」の発行
財団の事業内容のほか、市内の文化芸術活動や文化財などを紹介し、市民の文化芸術活動を支
援します。
［発

行］

［発行部数］

年３回程度
各回３，３００部

○ フリーペーパーの発行
財団主催事業に加え、市内で開催される各種文化芸術事業やアーティスト等を紹介し、市民
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の芸術活動への参加を推進します。
［発

行］

［発行部数］

隔月
各回３，０００部

② 文化芸術情報の発信
○ メールマガジンの配信
市内で開催される各種文化芸術事業や財団事業、活躍するアーティスト等を紹介し、市民の
芸術活動への参加を推進します。
［発

信］

［配信数］

毎月１回
各回約１，０００

○ ホームページによる情報発信
市民等が最新の必要な情報をスムーズに取得できるよう、よりシンプルで分かりやすいホー
ムページへ改善を図ります。
○ ＳＮＳ・動画の活用
文化芸術に関心のある特に若い世代に即時性の高い情報を届けられるようＳＮＳや動画の一
層の活用に取り組みます。
③ 文化芸術関係資料のデータベース化
地域の文化芸術の発展に意欲あるアーティストを登録し、イベント等の主催者に、登録した
アーティストを紹介するとともに、文化財や文化施設、民間の文化芸術活動に関係する各種教
室など、明石の文化芸術関係資料のデータベースの１つとして、ホームページで公開します。
④ ウィズコロナ（文化芸術事業）の推進
ウィズコロナ時代に対応した文化芸術の振興を図るため、モデル事業、コロナ対策事業及び
活動支援を実施する。
○ ウィズコロナモデル事業
ウィズコロナ活力創出やオンライン等新生活様式に対応した取り組みを進めます。
○ コロナ対策事業
文化芸術関係者向け感染症対策啓発事業や感染症対策物品購入等の取り組みを進めます。
○ ウィズコロナ活動支援
コロナ禍での文化芸術活動の相談窓口や支援金支給等の取り組みを進めます。
（３）文化芸術活動に関する相談への助言、斡旋および助成を行う事業
① 文化芸術振興助成事業
明石市内において文化芸術活動を行う団体・グループ、アーティストに対して、文化芸術事
業経費の一部を助成することにより、市民や子どもたちが文化芸術を身近に触れ親しむ機会の
増加を図るとともに、明石市内を活動拠点とするアーティストの支援に努めます。
○ 文化芸術振興活動助成金
広く市民が文化芸術活動へ参加、鑑賞できる事業や市民に文化芸術を普及啓発する事業の経
費の一部を助成します。
○ 子ども文化芸術活動助成金
18 歳以下の子どもたちが文化芸術を体験、鑑賞できる事業やアーティスト志望の若者を育
成する事業の経費の一部を助成します。

-7-

○ アーティスト活動助成金
明石市内を活動拠点とするアーティストへの支援として、市内の文化芸術の振興とともに、
文化芸術の新たな魅力の創出につながる活動への助成を実施します。
② 相談への助言、斡旋等
文化芸術に関する相談に対しての助言やアーティスト等の紹介を行います。
市民やアーティストが日頃感じている明石の文化芸術の課題やニーズの把握に努め、スクラ
ップアンドビルドを行うなど、新たな事業展開につなげていきます。
③ 後援名義の使用許可
市内で広く一般市民を対象とした文化芸術イベント等を行う団体に対して、後援名義の使用
を許可し、各種イベントや活動の支援を行います。
④ ＭＥＲＩＤＩＡＮ芸術賞
明石市内において文化芸術活動を行い、顕著な活躍が認められる若手アーティストを顕彰す
るため、ＭＥＲＩＤＩＡＮ芸術賞を贈呈します。あわせて公演や展覧会等の発表機会を提供す
ることにより、さらなる創作意欲の喚起につなげていきます。
［表彰式］

未定

［被表彰者］

１名（グループ）程度
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公２

国際交流推進事業

市民の国際交流や多文化共生を推進し、多様性を尊重した国際性豊かな市民文化の創生に寄与す
るため、明石市とも連携し、次の事業を推進します。
１

国際理解に関する事業
ウィズコロナ時代に対応しながら、国際交流に関する市民の関心を高め、世界各国の文化への
理解を深める事業や、身近な地域で生活する外国人との交流や日本文化の体験事業を行います。
また、財団の活動等を紹介するため、市民や在住外国人に向けての広報活動の推進に努めます。

（１）市民が国際理解を深めるための事業
① 国際理解セミナーの開催
異なる文化や生活習慣を持つ人々が、お互いを尊重し、ともに暮らすことができる地域社会
の実現に向けて、外国人講師等から外国文化を学ぶセミナーを開催します。
［開催時期］

７月、９月、２月頃

［開催回数］

年３回程度

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［参加者］

一般市民

（２）市民と外国人との日本文化体験・交流事業
① 日本文化鑑賞会・日本文化体験
市民と在住外国人が一緒に日本の伝統文化を体験し、鑑賞する機会を提供し、交流の推進を
図ります。
○ 明石薪能鑑賞（伝統文化の鑑賞）
［開催日］

10 月１日（土）

［開催場所］

県立明石公園西芝生広場

組立式能舞台

○ 合同芸術祭参加（伝統文化の体験）
［開催日］

11 月５日（土）～６日（日）

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

② 子ども異文化体験
子どもたちが外国の文化に楽しく触れる機会を提供し、異文化を身近に感じることで、多文
化共生社会への理解を深めます。
［開催日］

未定（２回程度）

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［参加者］

市内の子どもたち

（３）広報活動の推進
① 広報活動の推進
財団の機関紙、ホームページ、メールマガジン、ＳＮＳの活用等を通じて、国際交流や多文
化共生に関する事業を始め、国際交流活動をされている団体や個人に関する情報等を広く紹介
し、多様な世代の市民の国際交流活動の推進に寄与します。
② 財団チラシ（多言語版）の作成
財団の活動や事業内容について、在住外国人に広く周知を図るため、財団チラシの英語等の
多言語版を作成します。
③ ＳＮＳの活用
広く財団の活動や事業内容の周知を図るため、市民や在住外国人が利用するＳＮＳを検証
し、その活用に取り組みます。
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２

国際交流・協力に関する事業
ウィズコロナ時代に対応しながら、外国人住民とのふれあい交流を深める事業の実施や国際交
流・国際協力に取り組む地域の団体への事業支援を行います。また、長く続いている姉妹・友好
都市との交流を市民レベルの交流につなげていきます。なお、これらの事業についてはボランテ
ィアの協力を得て幅広く実施します。

（１）国際交流事業ボランティア支援・養成事業
① ボランティア募集・登録・派遣事業
市民主体の国際交流活動や外国人住民との交流事業を展開していくため、広報紙などにより
ボランティアを広く募集し、登録を行い、派遣先からの要請に応じて派遣します。
［登録者数］

約２００人（見込み）

［募集方法］

広報紙、ホームページなど

［派遣先］

市内・近隣の学校、地域など

［主なボランティア活動の内容］
・ゲストティーチャー：学校での特別授業など
・ホームステイ（宿泊伴う）
、ホームビジット（日帰り）
：外国人を家庭に受け入れ
・翻訳・通訳：訪問外国人に対する通訳やパンフレットの翻訳など
・日本語学習支援：市内在住外国人を対象とした日本語の学習指導
② ボランティア養成講座
○ 国際交流ボランティア基礎講座
国際交流に関心や興味を持ち、ボランティアを目指す市民等を対象として、ボランティアの
基礎知識を学ぶための養成講座を開催します。
［開催時期］

12 月頃

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［対象者］

一般市民

［講座内容］

ボランティア活動におけるノウハウや留意点など

○ 日本語学習支援ボランティア養成講座・ブラッシュアップ講座
在住外国人を対象とした日本語学習支援講座の指導ボランティアを養成するための講座と指
導力向上のためのブラッシュアップ講座を開催します。
［開催時期］

未

定

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［対象者］

市民（日本語学習支援ボランティア）

○ 英語翻訳・通訳ボランティアスキルアップ講座
地域で生活する外国人を支える語学ボランティアに対して、英語の翻訳や通訳のスキルアッ
プを図るための講座を実施します。
［開催期間］

６月～12 月

20 回程度

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［参加人数］

語学ボランティアを志す一般市民

○ 多言語ボランティア基礎講座
市内では英語圏以外の外国人が増えており、英語以外の言語について、日常会話を中心とし
た基礎講座を実施します。講師は地域に在住の外国人に依頼します。
［開催期間］

時期未定（10 回程度）

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［参加人数］

ボランティアを志す一般市民
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（２）国際交流活動の協力支援事業
① 国際交流活動助成事業
青少年の国際交流活動や在住外国人児童の居場所づくりなど、市内において国際交流や多文化
共生に係る活動を行う団体を支援・促進するため、事業補助としての助成金を交付します。
［募集方法］

広報紙やホームページによる公募

［助成額］

１団体 年間 60,000 円以内（対象経費の 1/2 以内）

［選

専門家や財団役員等で構成する選考委員会を設置し、公正な審査を実施

考］

［対象事業］

外国人市民への支援事業、青少年交流促進事業、国際理解促進のための啓発
事業、その他市民レベルの国際交流や多文化共生事業

（３）姉妹都市・友好都市交流事業
① 姉妹都市・友好都市交流事業
明石市からの受託事業として、姉妹都市である米国バレホ市や友好都市である中国無錫市と
の市民間における交流活動を支援します。
無錫市との交流では、青少年交流団などの派遣や、無錫市からの市民交流団の歓迎行事など
を、またバレホ市との交流についても、市民交流団の受入れやホームステイ先の紹介、明石か
ら市民交流団が派遣された場合の現地での滞在先やホームステイ先の斡旋などを行います。

３

多文化共生に関する事業
ウィズコロナ時代に対応しながら、外国人住民が地域で安心して暮らせる環境整備を図り、多
文化共生の住みよい地域づくりへの推進事業を行います。日本語（言葉の壁）や生活習慣の違い
に戸惑う外国人住民が、日本への理解を深め、日本の生活習慣に慣れていくため、日本語支援
や、地域生活で役立つ多言語による情報の提供、生活の中で直面する問題について相談の場の開
設などを行います。

（１）日本語学習支援事業
① 日本語学習「いろはクラブ」の運営
市内に在住する外国人が日常生活に必要な日本語を、登録された日本語学習支援ボランティ
アから、マンツーマンレッスンやクラスレッスンで学ぶことができる日本語学習講座「いろは
クラブ」を運営します。
［開催時期］

通年

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［指導者］

日本語学習支援ボランティア

［対象者］

市内在住外国人

② スピーチコンテストの開催
市内で日本語を学んでいる外国人を対象に、学習の成果を発表する機会として、日本語によ
るスピーチコンテストを開催します。
［開催時期］

未定

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［対象者］

市内在住外国人

（２）多言語による情報・相談事業
① 生活情報等の翻訳
市内に在住する外国人への生活面のサポートとして、行政と登録された翻訳・通訳ボランテ
ィアを繋ぎ、防災や健康・福祉・保健など、行政からの生活情報等に関するパンフレットやガ
イドブックなどの外国語への翻訳を支援します。
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② 生活相談のサポート
市内に在住する外国人からの生活にかかる相談や問い合わせに対して、適切な窓口を紹介
し、登録された翻訳・通訳ボランティアを派遣するなど、多言語による生活相談をサポートし
ます。
③ ＳＮＳによる生活情報提供
市内に在住する外国人への生活面のサポートとして、ＳＮＳを活用してやさしい日本語や多
言語による生活情報や行政からのお知らせ等を提供します。
（３）地域における国際交流事業
① 異文化交流広場
子育て世代や子どもたちなど、地域で生活する外国人と市民が気軽に交流し、相互理解を深
める機会を提供します。
［開催日］

年４回程度

［開催場所］

複合型交流拠点 ウィズあかし

［内

「ママと子どもの交流会」
、「やさしい日本語で話す交流会」
、

容］

ほか

「在住外国人お国自慢大会」、
「外国人児童生徒との学習交流会」
［対象者］

市内在住外国人、一般市民

② やさしい日本語講座
地域の人々を対象に、外国人が聞き取りやすい「やさしい日本語講座」を地域で開催し、外
国の人々との交流の推進に寄与していきます。
［開催時期］

未定

［開催場所］

市内各地域

［内

一般対象講座、こどもの支援者対象講座

容］

［対象者］

一般市民

③ ウィズコロナ（国際交流事業）の推進
ウィズコロナ時代に対応した多文化共生や国際交流の推進を図るため、モデル事業、コロナ
対策事業及び活動支援を実施する。
○ ウィズコロナモデル事業
オンラインによる海外との交流や在住外国人の外出支援・交流促進の取り組みを進めます。
○ コロナ対策事業
在住外国人向けの感染症啓発事業や感染症対策物品購入等の取り組みを進めます。
○ ウィズコロナ活動支援
コロナ禍での在住外国人の相談窓口や活動団体等への支援金支給等の取り組みを進めます。

その他事業
他１

明石フィルハーモニー支援事業
明石フィルハーモニー管弦楽団及び明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラが演奏

活動やアウトリーチ活動を計画的・効果的に行い、明石フィルハーモニー協会がオーケストラ
の運営を自主的に行っていけるよう助言するとともに、演奏会場、練習会場、及び楽器倉庫の
確保、並びに後援会組織「たこフィル倶楽部」の運営などをサポートします。
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