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平成28年度大使館、文化交流団体等との連携事業について

№ 実施日 曜日 連携先 事業名 連携先 実施場所 内　容

1 4月1日 金 東京青年会議所港区委員会主催交流会 中国大使館 中国大使館内
経済交流推進のため、昨年５月（アフガニスタン大使館で実施）に続き大使館との
調整依頼を受けて中国大使館と調整。大使館内で講演会及び懇親会を実施。

2 5月8日 日 第４０回わんぱく相撲港区大会

ウズベキスタン共和国大使館、パキスタン・イスラム共
和国大使館、トーゴ共和国大使館（以前、区内に立地。
現在は目黒区）、フィジー共和国大使館、モルディブ共
和国大使館

赤坂アークヒルズ
カラヤン広場

会場内への大使館ブースの出店について調整し、５か所の大使館と連携。

3 5月14日 土 第７回大使館対抗「東京国際フットサル大会」
ＮＰＯアクティブミドル国際協会（都内に立地
する大使館16か国（外務省チーム含む））

スポーツセンター
サブアリーナ

大使館職員によるフットサル大会。共催名義申請を受け、会場提供について協力。
開会式で区長メッセージを国際化・文化芸術担当課長が代読。
なお、10/9及び10/23にもサブアリーナでフットサルとバスケットボールを実施予
定。

4 5月17日 火 ◎ 感謝状を贈呈 中国大使館 中国大使館内
文化芸術振興基金への寄付に対し、感謝状を贈呈。部長、国際化・文化芸術担当課
長出席。

5 5月28～29日 土・日
日伊国交１５０周年記念イタリア アモーレ ミオ フェ
スティバル

イタリア商工会議所（後援：イタリア大使館）
六本木ヒルズアリーナほ
か

食品を販売するに当たり、許可を得るための事務手続きについてみなと保健所との
調整を行いました。オープニングセレモニーに区長出席。

6 6月1～30日 ◎
国際文化紹介展示　ブラジル連邦共和国大使館写真展
～さまざまな顔をもつ国～

ブラジル連邦共和国大使館
貿易センタービルＢ１
フードギャラリー

写真パネル展示を実施。なお、この後は、ブラジル大使館了承の上、三井住友銀行
浜松町支店（7月中）と麻布図書館（8月10～25日）で写真パネルを展示する予定。

7 6月4日 土 ◎ 芝ふれあいまつり
芝地区総合支所協働推進課（オーストラリア大
使館）

区立芝公園
植樹祭への大使館の参加について芝地区協働推進課から依頼を受け、オーストラリ
ア大使館と調整を行い、総領事が参加。

8 6月末 ◎ 中古自転車の寄贈 レソト王国大使館 ―
大使館から申し出を受け、交通対策担当と調整。151台の自転車を6月末までに3回
に分けて寄贈。

9 7月15～22日 写真展 ルーマニア大使館
高輪区民センター
区民ギャラリー

ルーマニア本国の人々が作成した写真や絵画の展示を実施。ルーマニア音楽コン
クールがあるため、この事業は、会場提供と広報支援のみ実施。

10 7月23日 土 コロンビア共和国独立記念祭 コロンビア共和国大使館（品川区） 都立芝公園
ラテン音楽やコロンビアの料理、ダンスを楽しむイベントを実施。区内公園で開催
のため、要請によりテント5台（防災課の協力）の貸し出しを実施。区外大使館の
ため、広報支援のみ実施。

11 7月23～26日 ○ ボスニア・ヘルツェゴビナ絵画展 ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館
高輪区民センター
区民ギャラリー

日本のモチーフを取り入れた絵画の展示を実施。アーティストも来日。

12 8月3日 水 ○ ボリビア独立記念式典コンサート ボリビア多民族国大使館
赤坂区民センター
区民ホール

音楽と舞踊のイベントを実施。区へワインで描いた絵画を贈呈（部長対応）３階東
側の廊下に展示。

13 8月9日 火 サン・イグナシオ・デ・ロヨラ演劇クラブ東京公演 エクアドル共和国大使館 ―（区外施設）
大使館後援のイベントについて　イベント内容や本国から来る子供たちのケア（日
本の案内や滞在先）について相談を受ける。結果、新宿にある民間の施設が請け負
うことになり、港区は広報支援のみ実施。

14 8月13日 土 ボリビアフェスティバル2016
ボリビアフェスティバル実行委員会（後援：ボ
リビア多民族国大使館）

都立芝公園 大使館及び港区後援。広報支援のみを実施。

15 8月25～30日 ○
ルーマニア展（8/25～30）
ルーマニア国際音楽コンクール（8/26～30）

日本ルーマニア音楽協会（後援：ルーマニア大
使館）

高輪区民センター
区民ホール、区民ギャラ
リー

ルーマニア展：ルーマニアの産業、観光、文化等のパネル展示
ルーマニア国際音楽コンクール：クラシック音楽のコンクール。弦楽器、管楽器、
打楽器、ピアノ、声楽部門

◎…区主催の事業　　○…大使館事業協力支援事業（大使館主催）
空欄…文化交流団体の事業または事業協力支援事業に該当しない大使館主催・後援・協力等の事業
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◎…区主催の事業　　○…大使館事業協力支援事業（大使館主催）
空欄…文化交流団体の事業または事業協力支援事業に該当しない大使館主催・後援・協力等の事業

16 8月28日 日
2016年海外労働者の日記念行事在日フィリピン人のた
めの第一回作曲コンテスト

HAKMI（海外労働者日組織委員会）（協賛：
フィリピン共和国大使館海外労働事務所）

麻布区民センター
区民ホール

フィリピン大使館協賛のため、こちらの事業は会場提供と広報支援のみ実施しま
す。

18 9月4日・25日 日 ○ ＵＴＡＷＩＴ（ウタウィット）東京大会　予選・決勝 フィリピン共和国大使館
麻布区民センター
区民ホール

歌のコンテストです。

20 9月4日 日 ポーランドからの風―歌・舞・音楽の交流―
地唄舞協会（港区高輪　後援：ポーランド大使
館（目黒区））ポーランド文化センター

高輪区民センター
区民ホール

港区共催。区内で活動する文化団体の国際交流活動及び区外であるが大使館の後援
を受けているため、会場提供及び広報支援のみを実施。

21 9月7日 水
ポーランド演奏家との交流事業（上記「ポーランドか
らの風―歌・舞・音楽の交流―」イベントの一部）

地唄舞協会（港区高輪　後援：ポーランド大使
館（目黒区））ポーランド文化センター

プラザ神明1階コミュニ
ティカフェ

ポーランドの演奏家たちが子供たちとの交流をしたいとの要請を受け、ミニコン
サートを実施。支援内容は上記に準ずる。

22 9月8日 木 大使による絵本読み聞かせ 南アフリカ共和国大使館 白金小学校 白金小学校6年生75人を対象に新しく着任した大使による絵本読み聞かせを実施。

23 9月15日 木 ○
シンポジウム「妊娠から子育てを地域で支える～産後
ケアを中心に～」

フィンランド共和国大使館
赤坂区民センター
区民ホール

ネウボラを中心としたフィンランドの家族政策、先駆的に取り組んでいる自治体、
医療機関等から話を聞くことにより、地域で妊娠期から切れ目なく親子を支えてい
く仕組みづくりについて、産後ケアを中心に考える内容。

24 9月26日 月 音楽交流会　－子どものための音楽プロジェクト－ オーストリア大使館 港南小学校体育館
本国からアーティストが来日。港南小学校体育館で4年生188人を対象に人形劇を取
り入れたピアノとヴァイオリンのミニコンサートを実施。

25 9月30日～10月13日 ◎
港区政７０周年記念事業　国際文化紹介展示
～「こんにちは」は世界をつなぐ～（前期）

参加大使館（50音順）
エクアドル共和国、オーストリア共和国、オランダ王
国、ギリシャ、コスタリカ共和国、チリ共和国、ナミビ
ア共和国、パナマ共和国、フィリピン共和国、ブラジル
連邦共和国、ボリビア多民族国、マダガスカル共和国、
リトアニア共和国、ルーマニア、レソト王国

東京ミッドタウン内フジ
フィルムスクエアミニ
ギャラリー

１５の大使館の職員による「こんにちは」の笑顔を、国の素晴らしい世界遺産の風
景と併せて紹介。後期は平成29年1月4～19日に開催予定。前期後期合わせて30か国
の大使館等が参加予定。

26 10月6日 木 ○ 文化紹介セミナー マダガスカル大使館
赤坂区民センターホー
ル、ホワイエ

マダガスカルの文化、ビジネス、投資の機会を広く紹介。

27 10月8～9日 土・日 ◎ 第35回区民まつり国際友好広場

参加大使館（５０音順）
アフガニスタン・イスラム共和国、ガーナ共和国、ジョージ
ア、台北駐日経済文化代表処、中華人民共和国、ドミニカ共和
国、ナミビア共和国、マダガスカル共和国、リトアニア共和
国、モルディブ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、フィジー
共和国、パキスタン・イスラム共和国

区内に立地する大使館等と連携して、各国ブースを出店し、区民の方々が各国の文
化、歴史や観光等の魅力を直接体験できる機会を提供します。今年度は東京タワー
の足元で開催しました。また、区政70周年記念として世界平和への祈りを込めたミ
ニセレモニーを実施しました。雨天のため、急きょ東京タワーの１階入り口ロビー
の一角で実施し、6か国の大使、臨時代理大使、代表をはじめとする関係者が参加
しました。

28 10月9日 日 第８回大使館対抗「東京国際フットサル大会」
ＮＰＯアクティブミドル国際協会（都内に立地
する大使館12か国（外務省チーム含む））

スポーツセンター
サブアリーナ

スポーツを通した国際交流
大使館職員によるフットサル大会。共催名義申請を受け、会場提供について協力。

29 10月15日 土 ○ チャリティーコンサート エクアドル共和国大使館
赤坂区民センターホー
ル、調理室、ホワイエ

平成28年4月16日に発生したエクアドル地震の復興チャリティーコンサート。エク
アドルの音楽グループ“シサイ”のコンサートを開催。

30 10月17日 月 ◎ 平成28年度第1回大使館等実務者連携会議
区内82か国大使館、ＥＵ連合、台北駐日経済文
化代表処

プラザ神明集会室A・B

区内の82か国の大使館等実務者との会議。
議題：国際化推進施策の取組及び区の防災対策について。
防災対策については、防災課の職員が講義を行うとともに、消防署員による、災害
時応急処置講習の実技を実施。28大使館等が参加。出席者は36名。

31 10月23日 日 第1回大使館対抗「3×3バスケ大会」
ＮＰＯアクティブミドル国際協会（都内に立地
する大使館10か国（外務省チーム含む））

スポーツセンター
サブアリーナ

スポーツを通した国際交流
大使館職員による3×3バスケ大会。共催名義申請を受け、会場提供について協力。
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◎…区主催の事業　　○…大使館事業協力支援事業（大使館主催）
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32 11月3日～6日 ドイツフェスティバル2016 ドイツ連邦共和国大使館 都立青山公園
オープニングセレモニーで区長があいさつ。ドイツの文化に触れる4日間。港区が
後援。

33 11月17日 木 パーカッションコンサート コロンビア共和国大使館（品川区）
赤坂区民センター
区民ホール

区外大使館のため、会場提供と広報支援をキスポート財団とともに実施。

34 11月20日 日 ○ ウクライナデーin東京　音楽イベント ウクライナ大使館
赤坂区民センター
区民ホール

料理、衣装、民芸品、音楽、舞踊等、ウクライナの文化を幅広く紹介

35 12月10日 土 国際音楽フェスタ2016
日本ルーマニア音楽協会（後援：ルーマニア大
使館）

赤坂区民センター
区民ホール、多目的室

港区後援。港区文化芸術活動サポート事業助成
ホワイエに中国大使館、トーゴ共和国大使館(目黒区）、フィリピン共和国大使
館、モルドバ共和国（新宿区）大使館の観光案内コーナーを設置。音楽を通した国
際交流。

36 12月11日 日 スペイン音楽国際コンクール
日本スペイン音楽文化協会、日本スペイン協会
（後援：スペイン大使館）

高輪区民センター
区民ホール、音楽スタジ
オ

港区後援。会場提供と広報支援のみ実施。ギター、ピアノ、声楽によるスペイン音
楽のコンクール。

37 ― ミッドパークギャラリー ～こいのぼりコレクション～
ボリビア多民族国、アルゼンチン共和国、フィ
ンランド

ミッドタウンパークギャ
ラリー

平成29年4月21日～5月7日に各国のアーティストやクリエイターがデザインしたこ
いのぼりを展示。数は100体程度。出展協力大使館へのアプローチの依頼を受け、
いくつかの大使館と調整。

38 1月4日～19日 ◎
港区政７０周年記念事業　国際文化紹介展示
～「こんにちは」は世界をつなぐ～（後期）

参加大使館等（50音順）
アルゼンチン共和国、エリトリア国、カンボジア王国、
キューバ共和国、シリア・アラブ共和国、スウェーデン
王国、スペイン、大韓民国、中華人民共和国、ドイツ連
邦共和国、ノルウェー王国、パキスタン・イスラム共和
国、フィンランド、モロッコ王国、台北駐日経済文化代
表処

東京ミッドタウン内
フジフイルムスクエア
ミニギャラリー

１５の大使館等の職員による「こんにちは」の笑顔を、国の素晴らしい世界遺産や
風景画と併せて紹介。前期後期合わせて30か国の大使館等が参加。

39 2月4日～10日 ○ 挿絵の展示 ジョージア大使館 赤坂区民ホールホワイエ
ジョージア・アルファベット表記体３種とショタ・ルスタヴェリ作『豹皮の勇士』
の挿絵の展示

40 2月4日 土 日中友好協会主催餃子パーティ 日中友好協会
男女平等参画センター
調理室・造形室

餃子を参加者全員で作り国際交流を実施。中国留学生、中国残留孤児、友好協会会
員、港区民等、約４８名が参加。港区は会場提供で協力。

2月26日 日 凧揚げイベント アフガニスタン・イスラム共和国大使館 玉川河川敷 日本と共通文化である凧揚げ（凧揚げ合戦）を通して友好関係を深める。

41 3月29日 水 ◎ 平成28年度第2回大使館等実務者連携会議
区内82か国大使館、ＥＵ連合、台北駐日経済文
化代表処

プラザ神明集会室A・B

区内の82か国の大使館等実務者との会議。
議題：今年度の港区の国際化推進施策実施報告及び来年度の港区の国際化推進施策
について
防災対策については、ＡＥＤ講習の実技を実施予定。

42 6月 ― 中高生のための作文・絵画コンテスト
日本トルコ文化交流会（赤坂）トルコ大使館は
渋谷区

―
日本トルコ文化交流会から配布依頼あり。校長会（6月23日）で了承を得て、区立
中学校全校生徒にチラシを配布。（6月27日発送）
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