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県内各地にある様々な歴史・文化資源をイベント等の会場として積極的に活用し，
その価値や魅力を広く発信することにより，県民の文化芸術に関する関心を高める
とともに，県内外からの誘客の促進や交流人口の拡大を図る。

１ 地域の歴史・文化資源を生かしたイベント等の開催支援 15,000千円

補助率 補助対象経費から入場料等収入を控除した額の２／３以内）

上限額 300万円

２ 選定委員会の開催，報告書等の作成等 629千円

ユニークベニュー活用促進事業 予算15,629千円

事 業 概 要

補助対象者

補助対象事業

① 施設や文化財等の認知度向上
② 施設等の利用料収入
③ 交流人口拡大，インバウンドを含む誘客の促進
④ 地域の活性化，地域のブランド力向上

期待される効果

地域の美術館・博物館，神社・仏閣，文化財等を活用したイベント等の開催
（※県内のモデル事例）
・文化財等の魅力や特徴を生かしたもの
・鹿児島ならではの伝統・歴史を体感できるもの
・文化財等の保存に影響を与えないもの
・誘客や交流人口の拡大，地域の活性化に資するもの
・今後の活用促進につながるもの など

ユニークベニューとは
特別な場所×イベントで特別な体験を創造すること

博物館や世界文化遺産でのコンサート
史跡での

ディナーショー

歴史的建造物での
アートイベント

・文化芸術団体，観光団体，商工団体，民間事業者，NPO
・市町村・民間事業者等で構成する実行委員会 など （市町村単独は対象外）
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令和３年度 ユニークベニュー活用促進事業実施団体一覧

No 団体名 事業名

1
薩摩文化の祭典
IN石橋記念公園実行委員会

学ぼう・遊ぼう”秋のお祭り”
「薩摩文化の祭典」

2ちらん灯彩路実行委員会 南九州市あかりの道標～ちらん灯彩路

3ＮＰＯ法人 神代の守り人
鹿児島県民の祖「隼人」を生んだ神話が織り
なすユニーク鹿児島文化創造事業

4
かごしま文化ゾーン
地域活性化実行委員会

かごしま文化ゾーンを活用した
地域活性化事業

5
コンタクト・インプロビゼーショング
ループCIco

踊る！彫刻の森劇場

6
ＮＰＯ法人
指宿ムービープロジェクト

映像で歴史が現代と出会う。

7
スマイルミュージックプロジェクト
かごしま

黒潮が運ぶ文化の継承
～クラシック音楽・奄美シマ唄・落語の饗宴

８芸能舞踊スタジオ ブブ 鹿児島の郷土芸能文化マルシェ Vol1

９有限会社Sitiera
住吉社中のおでばり 旧田中家別邸編／旧山
中氏邸編／県民教育文化研究所編
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石橋

×
伝統芸能

鹿児島市
浜町

石橋記念公園

File 01

１ 主催

薩摩文化の祭典IN石橋記念公園実行委員会（鹿児島市）

２ イベントの概要

県指定文化財「西田橋」（江戸時代末期建造 橋長約50m、4連アーチ石橋）が移設復元された鹿
児島県石橋記念公園において、秋の公園の風情とライトアップされた夜の西田橋にスポットをあてた
魅力発信を狙いに、地元町内会や関係団体が一体となって実行委員会を組織し、「西田橋地つき唄」
等郷土に伝わる伝統芸能、文化歴史を情報発信する催し、イベントを実施した。
【実施内容】
➀令和3年11月13日（土）イベント実演、体験学習、地域産品出店

鹿児島市無形民俗文化財「西田橋地つき唄」実演
薬丸自顕流特別演武、郷土芸能披露、お琴とオーボエ演奏、子ども狂言実演、
大島紬ファッションショウ、かごっま弁劇実演、曽我どんの傘焼（ミニ）、
薩摩天吹と薩摩琵琶演奏、太極拳演武、フラメンコ実演など
演劇「薩摩の偉人物語」特別上演
体験学習（ジオ体験、手芸、太極拳、天吹、石の文化歴史探検など）
地域産品販売（まちの駅、両棒餅）、フリーマーケット

② 11月20日（土） “石橋文化魅力発信” 特別講演、シンポジウム実施

３ 工夫したポイント

１）会場の価値や魅力を発信するための工夫
近年のコロナ禍の影響もあり、団体客や県外観光客が激減している状況にあることを踏まえ、更な

る知名度アップ、利用促進を図るため、今回は、これまでの秋のお祭り「薩摩文化の祭典」の内容を
更に地域に密着したイベントに拡充して、関係機関、団体と一体となって展開実施することとした。

また「西田橋」の本来持っている文化財としての価値、アーチ石橋の魅力を洗い出し、その魅力を
情報発信するため、学識経験者、専門家を講師に招きシンポジウムを開催することとした。

未来を担う子どもガイドや高校生ボランティアにこのイベントへの積極的な関与、活躍の場を作
り、更なる盛り上げを図ることとした。

公園の持つ立地条件を生かすため、地元町内会や「まちの駅」、地域おこし関係団体と密接な連携
を図り、当行事への参加の促進を図ることとした。
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３ 工夫したポイント

４ 実施にあたっての課題

イベント名称：学ぼう・遊ぼう
“秋のお祭り”「薩摩文化の祭典」

日時：令和3年11月13日（土）・11月20日（土）
参加人数：約1,000人

２）文化芸術の価値や魅力を発信するための工夫
「西田橋」の価値、魅力については、未だ広く周知されていない面も多々あることから、「西

田橋」とその下の水の流れ、砂浜の周辺環境にスポットをあて、特にライトアップされた西田橋
と西田橋御門の夜間の魅力の発掘をねらいとして、これらの環境を活かしたイベントを実施する
こととした。

本県の三大伝統行事の一つ「曽我どんの傘焼」をミニ版であるが実施するとともに、幕末期活
躍した西郷、大久保、小松、竜馬などが駆け抜けた西田橋を舞台に、地元劇団による「薩摩の偉
人物語」を上演することとした。

「西田橋」の文化財としての価値やアーチ石橋の魅力を発掘し、その魅力をどのように情報発
信できるか、学識経験者、専門家の観点から提言してもらい、地元関係者を交えてパネルディス
カッションすることとした。

マスメディアに広く取り上げてもらえるよう話題性のある情報提供に努めた。
３）誘客の促進・交流人口の拡大のための工夫

チラシの各戸配布、町内会掲示板へのポスター掲示、町内会での呼びかけを行い、地元町内会
からの集客促進を図った。

またイベント内容も地元郷土団体等の出演を増やすとともに、かねてあまり観ることの少ない
イベントを織り交ぜたプログラム内容とした。西田橋地つき唄や薬丸自顕流、曽我どんの傘焼な
どのイベントを実施するとともに、体験イベントの実施、県内約100駅の「まちの駅」との連
携による誘客促進、交流人口の拡大を図ることとした。

４）参加者が特別感を得られるように演出上工夫したポイント
出演者等と観客との一体感を増すため観客席を正面舞台と西田橋とのあいだの砂浜に設置した。
出演者も正面舞台と砂浜、西田橋下での演奏、実演等場所のバリエーションが拡充され、観客

も臨場感がより深まった。
手芸体験やジオ体験、太極拳、自顕流等の無料体験ができる催しも多く取り入れることとした。

５）地域との連携において工夫したポイント
町内会長や、地元まちおこし団体、出演団体の代表をメンバーとする「実行委員会」を組織し、

企画から実施まで関与してもらうとともに、周知、広報などの協力など地元町内会を中心に地域
との連携をより密接に図ることとした。

６）会場の特性に起因する制約と解決のために工夫したポイント
西田橋を中心にした歴史公園であることに留意し、特に景観面への配慮を十分行うよう努めた。
駐車場が100台程度のスペースしかないことから、国道事務所や指定管理者の駐車場の協力

をお願いすることとした。
７）参加者の安全確保・利便性向上のために工夫したポイント

コロナ感染防止対策の徹底を図ることとし、出演者等、イベント関係者については、特に検温、
手指消毒、三密の回避、マスク着用の徹底を図ることとした。

入園者等については、検温、手指消毒、三密の回避、マスク着用の促進をはじめ、名簿等の記
載を行うこととした。

小学校器楽演奏、保育園児綱引き大会を中止することとした。
駐車場等の出入りについて、 車両誘導警備員を配置し、安全確保に努めることとした。

自己資金のほとんどない実行委員会組織では、事業実施に当たっての資金面の確保が厳しい状況
に置かれている。

今回は補助率の高い当事業が採択されたことにより、実行委員会の負担、企業等の協賛金の確保
ができ、事業が実施できた。（自己資金確保の課題）

出演団体の確保と拡充を図るため、参加出演の呼びかけを広く行っているが、コロナ禍のなか確
保が厳しい面があった。

誘客促進についても同様に、コロナ対策上からの限界があり、地域周辺町内会等をメインに考慮
した。
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イベントレイアウト
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武家屋敷群

×
ライトアップ

×
神舞

南九州市
知覧町

知覧武家屋敷庭園群

File 02

１ 主催

ちらん灯彩路実行委員会（南九州市）

２ イベントの概要

３ 工夫したポイント

薩摩の小京都知覧を代表する『知覧武家屋敷庭園』で，幻想的な和灯りを心から楽しんでもらうた
め，灯ろうの設置やライトアップなどを実施し観光客の誘客と地域活性化を図ることを目的とする。

また，市指定の無形民俗文化財である豊玉姫神社の神舞を披露し，新型コロナウィルス感染症収束
を祈願する。

（１）会場の価値や魅力を発信するための工夫
夜間空いていない知覧武家屋敷庭園群やせせらぎ公園内に約8,000個の灯ろうを設置することによ

り，「幻想的な世界」「幽玄の灯り」「荘厳な佇まい」「静寂さ」などを演出し，会場の新たな魅力
を引き出した。また，ろうそくを使用することにより，ろうそくが持つ「やさしさ」や「温かさ」を
来場者に感じていただいた。

当日は，準備段階からインスタを活用しPRに努めた。
（２）文化芸術の価値や魅力を発信するための工夫

知覧武家屋敷庭園群にある知覧型二ツ家及び旧高城家住宅は，普段は見学するだけの文化財であり，
神舞も豊玉姫神社の行事の際に披露されるものである。通常では，交わる事のないもの同士が融合す
ることにより，会場や文化芸術それぞれの価値や魅力を引き出したといえる。イベント前は市ホーム
ページやチラシ・ポスター等でＰＲを行い，当日はインスタを活用しPRに努めた。

また，イベントのＤＶＤを作成し市や知覧武家屋敷庭園有限責任事業組合のホームページで視聴で
きるようにする予定。

（３）誘客の促進・交流人口の拡大のための工夫
知覧武家屋敷庭園群や会場周辺の駐車場を無料開放することにより，市内外の方にも来場してもら

うように工夫した。
また，地元の小学校，幼稚園，保育園に和紙灯ろうの絵を描いてもらうことにより，親・兄弟姉

妹・祖父母等の家族で来場するように仕向けた。自分の描いた絵の灯ろうを持ち帰り可能にした。
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３ 工夫したポイント

４ 実施にあたっての課題

（４）参加者が特別感を得られるように演出上工夫したポイント
通常では見られない豊玉姫神社の「神舞」を会場の３か所で披露した。
夜間空いていない『知覧型二ツ家』や『旧高城家住宅』の敷地内をライトアップし，「神舞」を披

露した。
受付に協力してくれた来場者にプチプレゼントを渡した。
（お茶むらい缶バッジ，お茶むらいキーホルダー，お茶むらいの袋等）

（５）地域との連携において工夫したポイント
実行委員会は15の団体で構成され，各団体に準備，イベント当日，後片付け時の役割りを持たせて

いる。役割を持たせることにより責任感が生まれ，各団体が責任を持ちイベントを成功させている。
また，地元の小学校，幼稚園，保育園には実行委員会が依頼し，和紙灯ろうの絵を描いてもらって

いる。その中の知覧小学校では，授業の一環で和紙灯ろうや陶器灯ろうの製作，イベント当日には灯
ろう設置も行っており，地域の活動・取組を学ぶことで郷土愛を育んでいる。

（６）会場の特性に起因する制約と解決のために工夫したポイント
特になし

（７）参加者の安全確保，利便性向上のために工夫したポイント
新型コロナウィルス対策として
①受付場所を３か所設置し，消毒・受付・検温への協力を呼び掛けた。
②マスクをしていない人についてはマスクを配布した。
③受付以外にイベント案内係・会場整理係を５カ所設置し，来場者の利便性の向上に努めた。
④受付が混雑しないように，市内に受付簿付のチラシを配布し，当日受付で提出してもらった。

イベント名称：南九州市あかりの道標
～ちらん灯彩路

日時：令和３年11月13日（土）17:00-20:00
参加人数：約1,600人

現在，新型コロナウィルス感染症の影響で，大規模イベントばかりでなく，地域の小規模なイベン
トまでも中止に追い込まれているのが現状である。

今回のちらん灯彩路イベントでは，受付を３カ所設置し，新型コロナウィルス感染症対策を行いま
したが，神舞会場である知覧型二ツ家と旧高城家住宅では，人数制限を行わなかったことや会場整理
の担当を置かなかったため，観客が大勢押しかけ，敷地内が密集したこともあった。

文化財には「守る」ことが大前提である。しかし，「活用」し魅力を引き出すことも叫ばれている。
この２つを共存・両立させていくことの必要性を感じた。
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イベントレイアウト
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神話ゆかりの地

×
伝統・創作芸能

南さつま市
笠沙町

笠沙美術館
ほか

File 03

１ 主催

NPO法人 神代の守り人（薩摩川内市）

２ イベントの概要

３ 工夫したポイント

４ 実施にあたっての課題

イベント名称：鹿児島県民の祖「隼人」を生んだ
神話が織りなすユニーク鹿児島文化創造事業

日時：令和３年７月14日-12月25日
参加人数：約2,000人

神話ゆかりの地における神話関連の文化芸術イベント

・ 多数のラジオ番組出演によるイベントの告知や新聞取材による告知を行った。
・ 鹿児島の観光団体、経済団体を主に訪問し本事業の目的と今後の展望を話し協力関係を深めた。
・ 霧島国分高校ダンス部にイベントの演者として参加してもらい何回も学校に足を運び本事業の目

的を共有し，継続して地域で取り組む下地をつくった。
・ 神話に関係する文化施設として真っ先に神社が挙げられるが，鹿児島県内の神社施設で多くの人

を収容する施設が少ないため，神社で奉納催事を行い，近くの大きな会場をサテライト会場にして
交流の場を設けた。

今回3つの事業を通じて多くの参加者を動員できたことは最低限の目標は達成できた。
事業を行う中で修正しながら、今後改善すべき点を見つけた。
・ 地方の文化施設はほとんど公共施設なので大きな会場の予約は1年前から、音響照明の仕込みやリ

ハーサルを含めて最低2日間の事前予約必要になる。
・ 今回は多くのプロの表現者の方々とのコラボが実現したがプロの方々が目指すのは舞台ではなく舞

台芸術であった。舞台芸術について初めて多くの鹿児島のアーティスト達、また観客も触れることが
出来、文化芸術について意識を高める機会を得た。今後もそういう機会を増やしていきたい。

・ 地域とコラボしながら地域の特性を活かし演出するにはしっかりとその事業の目的を地域団体と共
有し断続的なうち合わせが必要となる。早い段階から3年継続した事業計画を組む必要がある。

※ コロナ禍での事業を通じてあらためて【文化芸術】は不要不急ではない鹿児島県民の生活の骨格に
なるべきものだと痛感した。
今回の事業は、一過性のイベントではなく鹿児島の新しい文化を根づかせる足掛かりになった。
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文化ゾーン

×
文化イベント

鹿児島市
城山町
一帯

File 04

１ 主催

かごしま文化ゾーン地域活性化実行委員会（鹿児島市）

２ イベントの概要

©2022 在本彌生

メイン会場となる鹿児島県歴史・美術センター黎明館を中心に、かごしま文化ゾーンにある関連施
設が一体となり、各施設の特色を生かした、特別な企画イベントを開催した。同時期のエリア回遊を
促すために回遊マップ（1万部配布）、デジタルスタンプラリーを併せて実施した。

① かごしま文化ゾーンフェスティバル2021
当事業のシンボル事業として，文化の秋の時期（11月1日～12月19日）に，メイン会場の黎明

館のほか各施設において，以下の事業を実施した。
⑴ 展示事業

ユニークベニュー事業におけるメイン会場:黎明館でくらし(衣食住)の基本の一つである「衣」
(布)と,自然由来の染色に着目したインスタレーションを実施。

染色ユニット「KITTANAI」による「ハベルハベラ」展
染色家：奄美大島 [金井工芸] 金井志人氏
染色家：沖縄大宜味村 [Kitta] 橘田優子氏
企画立案-運営：株式会社マンモス

⑵ 黎明館楽しい体験講座 絵図でめぐる鹿児島城下
鹿児島大学准教授 小林善仁氏の解説を交え，鹿児島城下絵図屏風と見比べながら，鹿児島城下

（文化ゾーン周辺）の痕跡を辿る町歩きを行った。
⑶ 橋口五葉没後100年特集 転機となった旅－新たな美との出会い

橋口五葉研究家 岩切信一郎氏による講演会や，橋口五葉郷土ゆかりの作品や印象派以降の西洋
美術に加え，生誕140年/没後100年を記念した橋口五葉の作品を展示した。

講演会「没後100年橋口五葉展 たどり着いた境地—木版画の世界」
講師：五葉研究家 岩切信一郎氏

１１



３ 工夫したポイント

４ 実施にあたっての課題

イベント名称：かごしま文化ゾーンを活用した
地域活性化事業

日時：令和３年11月１日（月）～12月19日（日）
参加人数：1,389人

２ イベントの概要

⑷ 県図書 ほっとフェス
幅広い年齢層の県民を対象に，図書館が本と人，情報と人，人と人をつぐ交流の場となるイベン

トを２日間実施。
・ 講演会「前田正名と殖産興業〜地域振興を目指して〜」 講師：志學館大学教授 原口泉氏
・ バックヤードツアー（書庫見学）
・ 読み聞かせ講座 講師：鳥羽啓子氏
・ ロビーコンサート 出演：オンガクノアルキセツ
・ ビブリオバトル 講師：峯苫幸太氏

⑸ カフェ ミニコンサート
日曜の朝にカフェで，県文化振興財団アーティストバンク登録アーティストによるミニコンサー

トを実施。会場：宝山ホール2階カフェマナーナ
出演者・・・11月：柳田竜志（ファゴット），濵田千幸（ピアノ）

12月：本田浩平（津軽三味線），池田悠乃（ピアノ）
⑹ スタンプラリー（携帯活用）事業

携帯端末用のデジタルスタンプラリー専用アプリ「furari」を用い，当事業で作成した回遊マッ
プも使用してスタンプラリーを実施。

② コンサート事業
メルヘン館でコンサートを実施したほか，文化ゾーンフェスティバルの期間以外にもカフェ ミニ

コンサートを複数回実施した。
メルヘン館「デリバリー・ミニコンサート」 出演：桐めぐみ・濱田貴志ギターデュオ
宝山ホール「カフェ ミニコンサート」

出演：県文化振興財団アーティストバンク登録アーティスト
③ 回遊マップ（エリア散策マップ）作成事業

文化施設や史跡、飲食店やショップなど地域の魅力を網羅的に盛り込んだ分かりやすい紹介地図を
作成した。地域の観光資源も盛み,スタンプラリー事業でも活用した。

回遊アナログマップ「KAGOSHIMA MUSEUM AVENUE WALKIN MAP」
④ 宿泊施設事業

文化ゾーン周辺ホテルでロビーコンサートを開催。
会場：温泉ホテル中原別荘
出演：松﨑成未(フルート),久保園舞佳(メゾ・ソプラノ) ,井上美涼(ピアノ)
会場：城山ホテル鹿児島
出演：木佐貫茜(ヴァイオリン),井手口希歩(ピアノ)

・ 各施設が持つ特有の資産を活用した各種イベントをかごしま文化ゾーンというエリアで広く多面
的に魅せ、文化資産を数多く保有するエリア・施設がある場所として認知されるよう、官民一体と
なってお互いがもつSNS等で告知協力を行った。

・ 会場や回遊ツールなど多様な接点を設けたことで、各こどもから大人まで広くアプローチを設け
た。

・ 世代や趣向によって文化ゾーンへとアクセスしやすい手法を選択できるアナログ（紙）とデジタ
ルの両方を準備したことで、 ストレスなく回遊が楽しめるようにした。

・ ユニークベニュー施設一体型施策として、共通のキービジュアルを用いて告知を図った。
・ 各施設をモチーフとした幾何学模様（アイコン）を作成し、これまでにないエリアの印象や雰囲

気づくりを行った。

・ 実行委員会は民・官合わさり関係者が多く、また，今年度が初めての連携施策であったため、そ
れぞれの得意な面を充分に活かしきれなかった面があった。

・ 今後も連携施策として一過性で終わることなく継続していくための体制や資金集めが課題のひと
つとしてある。
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霧島アートの森

×
即興パフォーマンス

湧水町
霧島アートの森

File 05

１ 主催

コンタクト・インプロビゼーショングループCIco（伊佐市）

２ イベントの概要

３ 工夫したポイント

鹿児島県霧島アートの森にて即興パフォーマンスで共演を行った。霧島アートの森、21 年。時間
を凝縮してきた作品たちと空間に向けて、ダンスや音楽、美術などのアーティストたちが、今創り、
即消滅する「流れる作品」で問いかける。時間軸を鑑賞者に委ねる「美術館（鑑賞）」と、ライブ感
を重視する「劇場（居合わせる）」を同時に楽しめる千載一遇の機会を提供。

１）会場の価値や魅力を発信するための工夫
今期、改修工事期間に入り屋内展示が行われない美術館の、稀に見る展示物のない真っ白い空間

の魅力を伝えるため、プレ企画とその映像作品制作を行い、予告編としてSNS などで広報。イベ
ント当日までの音楽制作、研究会実施なども随時SNS で発信。プレ企画は新聞社に取材を依頼し
プレビューを行った。当日は様々なサイトに来場者が訪れるよう、空間・時間構成した。新型コロ
ナウイルス感染症に対するリスクが少ない屋外は、会場の素晴らしさを満喫し、できるだけゆった
りと過ごせるよう、ゆとりあるプログラムを組んだ。

２）文化芸術の価値や魅力を発信するための工夫
会場に既にある美術作品と、現代美術の分野で注目の「身体による表現」を体現する今回のイベ

ント。コロナ禍で激減した身体活動の復活を狙いながら、それがスポーツではなく、アートで行う
意味を重要視した。記録や勝敗、名誉ではない世界。心身が健やかさや創造性を保つための経験。
その為に感染症対策を施しつつの事前ワークショップ開催やSNS 投稿などを行なった。

ゲストアーティストによる研究会で、現場の下見、パフォーマンスの研究、学芸員との協働を行
い、より上質なアートパフォーマンスの提供を目指し努力した。

１４
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３ 工夫したポイント

４ 実施にあたっての課題

イベント名称：踊る！彫刻の森劇場
日時：令和３年11月３日（水・祝）11:00-16:00
参加人数：1,729人

３）誘客の促進・交流人口の拡大のための工夫
恒例の「霧島アートの日」に開催することで、入場無料で、マルシェも楽しめる総合的な企画

とした。霧島市立国分中央高校ダンス部部員22 名に出演依頼。地元の若者が出演する事で誘客
増加を図った。

４）参加者が特別感を得られるように演出上工夫したポイント
既存の美術作品や自然の景観とのコラボレーションの観点から、パフォーマーの衣装の色、デ

ザイン、素材を吟味。また美術作品の中での音の響き方、残響、遠くから聞こえる音の魅力にも
考慮し、音楽家・音響スタッフとも研究・検証。既存の作品や自然の景観と共存・対話するよう
な美術家の作品を、来場者にも身近に触れて五感で体験できるように展示。和紙や真綿という素
材が屋外でより一層で魅力的に存在した。屋外展示の作品を改めて鑑賞できるよう、この日のパ
フォーマンスも複数のサイトを回遊型にするプログラムを含めた。

５）地域との連携において工夫したポイント
湧水町のグリーンツーリズム「アートの森プチマルシェ」責任者と連携し、会場内の店舗・パ

フォーマンススペースの配置やタイムテーブルを考慮。互いに広報を協力。栗野駅やその周辺に
置きチラシを依頼。湧水町・伊佐市の教育委員会を通し小中学校へチラシ配布を依頼(アートの森
が担当)フォトコンテストを開催。来場者は撮った写真をインスタグラムに投稿し、応募できる参
加型体験とした。入賞者にはアートの森、出演アーティストからのアートグッズが賞品となる。

６）会場の特性に起因する制約と解決のために工夫したポイント
霧島連山の中腹に位置するため、寒さに考慮し、イベント時間を正午前から午後４時に絞っ

た。雨天・雪になった場合の代替案として、屋内展示室が使えるように交渉。しかしそれ以外
は、晴れ女・晴れ男の力を強化し任せることにした(Cico は晴れ女のキャリアが長い)。コロナ禍
で停滞した公立美術館の活動。安全対策を図りつつ、文化芸術の必要性・美術館の重要性を第一
に、勇気と信念を持ってイベントを開催することを目指し、担当学芸員との協力で開催に漕ぎ着
けた。

７）参加者の安全確保・利便性向上のために工夫したポイント
コロナ対策として、館内でのパフォーマンスは客席数を限定。整理券を発行してスムースに入

場できるようにした。パフォーマーと客席の距離も一定に保持。アートプログラムの時間設定を
マルシェや気温などと考慮し、来場者がより多くの要素を暖かく楽しめるように配慮した。

とりわけ、昨年からのコロナパンデミックにより、芸術分野はそのベニューもアーティストも自
粛・活動縮小を強いられて来た。本来ならば、尖んがった・尋常でない思考や表現をするのが芸術
家、と見られがちだが、現在は世界規模で正気を保てなくなっている。そしてコロナ仕様を引きず
る時代を「新しい日常」と呼んで慢性化してしまう。そこには、多様な考え方を提示し抵抗する種
の人々が必要で、その役割がアーティストにもある、と感じた。

来場者にマスク着用・距離を保つ規則を強いる中、アーティストたちは、マスクを外し、触れ合
いながら踊っている。そのことに、現在まで苦情はない。つまり、踊る人々の中に「正常さ」「本
来の状態」を確認してもらえたのが、今回のパフォーマンスでもあったと思う。

今後は、コロナ対策・安全性の確保を一生懸命行う前に、心身の正常さについて検証・検討・共
有し、その充実・強化を図り提示していく事が、送り手・担い手のすべきことと考える。

「コロナによる人類へのダメージを芸術分野から回復していく」を掲げ続けていきたい。
また、今回のベニューは現代美術の美術館とは言え、20 年の歴史を持つ。20 年前と現在の世相

の折り合い・問いかけに、今の芸術が挑むことにコラボレーションの意味がある。単に場の特徴を
活かすだけではなく、作家と時代への問いかけを「100％の主張と100％の協調」の理論から持ち
かけてみるのも一つの課題と考える。
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指宿市
海軍基地跡

File 06

１ 主催

NPO法人 指宿ムービープロジェクト（指宿市）

２ イベントの概要

３ 工夫したポイント

指宿市に残る歴史的な建築物、遺跡など、レガシーに光を当て、関連する映像作品をその遺跡で上
映し、事業を展開することにより、新たな観光と文化を発信し、コロナ後の鹿児島県指宿市に新たな
観光客を呼び、疲弊した経済を復興させたい。

（１）太平次旅立ち
江戸時代、指宿市湊地区に生まれた浜崎太平次ゆかりの港があった二反田川入り口の駐車場をお

借りして浜崎太平次の映画を上映した。
映画館と同じサイズのスクリーンを特設し、コロナ禍で感染を避けるためにドライビングシア

ターに変更し無線電波で音声を車内に飛ばし映画を楽しんで頂いた。この映画を制作する際監修し
て頂いた原口泉先生と太平次と関係の深い調所広郷の7 代目の孫にあたられる調所一郎さんをお呼
びして、浜崎太平次のこと、調所広郷のこと、また人気のある指宿ゆかりの篤姫と太平次の話など
対談して頂いた。お二人のお話にも出てくるこの地を上映に合わせて、別の日にドローンで撮影し
た太平次の港跡も映像でご覧いただけるようにしたほか、つぶさに見て頂くために太平次時代に工
事した石垣をライトアップした。

（２）指宿の戦跡を訪ねて
もう一つの上映は指宿海軍飛行場があった田良地区でこの地にゆかりの「指宿の戦跡を訪ねて」

というドキュメンタリーを上映した。
当初は、夏の盛りに魚見地区の飛行場跡にある全滅した海軍飛行場の慰霊碑が建つ防空壕前でコ

ロナの影響も考えて開放空間での上映をする予定で、指宿の美しい緑の自然をライトアップして、
戦争が行われたまさにその場所での上映であったが、環境省から許可が得られず、当時弾薬庫が
あった、現在休暇村指宿がある場所での上映になった。

コロナ禍で季節が3 ヶ月も延びたので、当初計画していた空気の綺麗な海岸で涼しい風と飛行場
にも聞こえたであろう潮騒を聴きながらの映画鑑賞のはずが、季節が8 月から11 月になり、野外
で上映できたのは1 回だけで、それも海風で寒かったため参加客が少なく、残りの12 月、1 月の
上映会は屋内での開催になってしまった。

史跡

×
ライトアップ

×
映画
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３ 工夫したポイント

４ 実施にあたっての課題

イベント名称：映像で歴史が現代と出会う。
日時：令和３年１０月～令和４年１月（４回）
参加人数：180人

それでも一回目は休暇村の焚き火セットや弊社所有の焚き火セットで暖をとり、いい雰囲気の
中でできたが，12 月、1 月は寒すぎるし、休暇村様から海風の中で火を焚くのは危ないとのこ
ともあり、屋内になった。締め切った空間で屋内上映は危険なので、片方の出入り口は開けはな
し、席を離し、2 回上映の際には完全に扉を開け一度空気を入れ替えた。

それでも、上映前の戦争の傷跡を見て回るツアーは好評で毎回10 人前後の参加者があり、次
第に人数は増えていき最終回は14 人程度まで増えた。

（３）誘客の促進・交流人口の拡大のための工夫
これらの情報は弊社ホームページと鹿児島県初のユニークベニューのために別途ホームページ

を立ち上げた。このホームページには他のイベントの様子も記載したが、コロナ禍で予定が変わ
り充実させることができなかったのは大変残念であった。

休暇村指宿様の夏の宿泊客を見越して全国の休暇村にチラシを送り、当ホームページのバナー
を貼って頂き集客した。南日本新聞社様にこのイベントの情報を提供し、開催前と開催後に貴重
な記事を掲載していただいた。Facebook、Twitter、Instagram などSNS にも多数拡散させ
た。指宿市内の小中高の学校にも教育委員会の許可を得て、スタッフがお届けした。指宿市内の
各ホテルにもポスターを貼り、チラシを配布した。南日本新聞には1回目とコロナ禍で延期に
なってからの２回目と各家庭に配布した。どれも少しずつ効果があったが、新聞記事を読んでお
いでくださる高齢の方がやはり多かった。

休暇村指宿の最後の12 月から1月の戦跡ツアーと上映会には若い方が戦争と鹿児島指宿に興
味を持って頂き、参加者も少しずつ増えてきていた。

（４）参加者が特別感を得られるように演出上工夫したポイント
指宿市立丹波小学校に保管している太平洋戦争中の遺品をお預かりして上映会会場に展示して

観客に手に取ってご覧いただいた。
1 回目は各地の戦争の記憶・記録を公開することにより、集客増加を図り、南薩で起こった戦

争の惨禍を共にご覧頂きたいと、枕崎の戦艦大和の資料と大和の精密な模型をお借りして展示し
たり、南九州市の特攻平和会館からも資料をお預かりし展示した。

今回の戦跡を訪ねる催しは高齢な方が多かったが、皆様が同じように、若い方、子どもたちに
も見て欲しいと仰っていた。スタッフは何度も学校関係には働きかけたが、コロナ禍ということ
もあり、なかなかおいで頂けなかった。もう少し若い世代に来て頂く工夫はできないものかと
思った。

（５）参加者の安全確保・利便性向上のために工夫したポイント
コロナ禍で上映会を延期したこともあり、感染対策には当スタッフに6人在籍する医療関係者

が細心のプランを練った。
一番影響の強かった10 月の上映会には観客同士を完全に遮断するドライビングシアターを導

入した。これは指宿では初の試みだったので観客の皆様の評価も上々で思わぬところでいい経験
ができて、スキルを積むことができた。

ポスター、チラシはスタッフがめいめいチャンスを見つけては配布し、アンケートではこちら
も少しずつですが効果があったようである。

入念に計画した2つの映画の上映会もコロナ禍では観客はその影響を危ぶみ、なかなかおいで頂
けなかった。また、上映に良い季節を選んでも度重なるコロナの脅威で延期を余儀なくされ，昨年
からのコロナパンデミックにより、寒い季節に入り、ますますコロナパンデミックの脅威は増大
し、この100 年に一度の災厄に悩まされ続けた新しい文化であった。

これには実は意義があり、ビジネスにおいても言えることであるが、人類はコロナを通じて強く
したたかになって自分達が守ってきた文化の息吹をより強く発信したいと思うようになって来てい
ると思う。自分達も今回このユニークベニューに参加させて頂いて、人と人の繋がりの大事さ、人
間が持っている社会性・孤独を、伝えていくことの重要性を改めて強く感じて、認識した。今度こ
のようなチャンスがあれば次はもっとこうしようと選択肢を考えたり、次から次に情報を繰り出す
方法を講じたり、ビジネスチャンスに絡ませて人々の購入欲に訴えたり、そのようにいろいろな方
法で人類が育んできた文化という宝石を次の人々に渡していけると思っている。

１９



イベントレイアウト

ユニークベニュー
「指宿の戦跡を訪ねて」上映会場見取り図
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水族館

×
音楽

×
朗読

鹿児島市
いおワールド

かごしま水族館

File 07

１ 主催

スマイルミュージックプロジェクトかごしま（鹿児島市）

２ イベントの概要

３ 工夫したポイント

（１）誘客について
・ 今回は蔓延防止適用の最中だったこと、感染者が多くなってからの募集だったので積極的、長期

的な募集はできなかったが 鹿児島市の広報誌を通じて呼びかけたことで広くその存在は市民に知
れ渡った。

・ SNSに過去の公演や公演後の写真を掲載することで、県外や海外など広く事業の成果を発表す
ることで興味関心が生まれ 鹿児島水族館に行ってみたいという声やここで公演したい！という声
を多くいただくことができた。

（２）参加者が特別感を得られるように演出上工夫したポイント
・ 18:00の水族館閉館と同時に受付を行い、19:00の開演時間まで貸切での水族館見学と特別な

イルカショーの観覧を楽しんでいただいた後の公演鑑賞とした。
・ 声を出すことや歌うことができなかったことから、公演の最後に徳之島の民謡「ワイド節」を踊

りのレクチャーを交えて会場全員で踊ることができた。この経験が奄美文化への関心や将来の島へ
の誘客へとつながったと感じている。

（３）連携のポイント
今回は公演制作・上演をスマイルミュージックプロジェクトかごしま、広報や宣伝、当日の運営を

かごしま水族館が請け負い上演にあたっての分業がしっかりできたことで作品作りが非常にスムーズ
に出来た。演者や制作にとって、舞台上以外のサポートがしっかりある環境は上質な作品を届ける上
で必要不可欠なことであることからとてもありがたい連携となった。

黒潮大水槽前での音楽と朗読のコラボレーション

２１



File 07

４ 実施にあたっての課題

イベント名称：黒潮が運ぶ文化の継承
～クラシック音楽・奄美シマ唄・落語の饗宴

日時：令和４年１月30日（日）18:00-20:00
参加人数：25人

・ ユニークベニューと普段のコンサートホールなどの場所の違いを演者も観客もしっかり受け入れ
ることが出来る環境作りをより積極的に行うとともに、それぞれのジャンルの新たなファン開拓を
視野に入れたコラボレーションを積極的に行っていきたい。

・ ポストコロナの新たな観光資源、観光地の誘客となるようなイベント作りを念頭にユニークベ
ニュー活性の先駆け県となれるような仕掛けを考え、地方から各都市、海外へ発信していきたい。

（４）会場演出について
高座など普段公演で使用する備品や音響、照明を会場既存のものを出来るだけ使用し、作品の

質を保ちながらもユニークベニューでの公演制作のハードルが上がらないように工夫した。
（５）コロナ対策について

募集はグループ単位で行い、当初の席数はMAXで100席を予定していたが、蔓延防止の観点か
らグループごとの間隔を２m以上空けるため席数を大幅に減らし25席での公演開催とした。

３ 工夫したポイント

２２



イベントレイアウト
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歴史的建造物
×

伝統芸能

鹿児島市
山下町

鹿児島中央公民館

File 08

１ 主催

芸能舞踊スタジオ ブブ（鹿児島市）

２ イベントの概要

３ 工夫したポイント

中央公民館を背景に、司会者は郷土の遊び「なんこ」を模した美しい「なんこ太夫」で演出し、歴
史的背景と関連性の高い各演舞を紹介し、

◎郷土芸能舞踊「鹿児島民謡の数々」をごったん演奏に合わせて披露。
◎郷土楽器「薩摩琵琶」「天吹」「尺八」の演奏。
◎スペインの伝統芸能舞踊「フラメンコ」披露など、会場一帯が江戸時代、藩の演武館であった事

を、現代の我々が古に思いを馳せる事が出来た。また、同広場にて、
◎郷土の食材「長寿卵」「漬物」「お茶」「黒豚餃子」「バスソルト」等の出店、郷土の特産品

「焼酎」「大島紬」等の出店ブースも設置。体験テントでは、「なんこ」「コカリナ」「日新公カル
タ」遊び体験や、鹿児島から波及していった鍼灸士による「体質チェック」お灸体験をしてもらい、
郷土芸能の発表だけでなく、特別感を演出した。そしてこのイベントを、Zoomによる全国配信ライ
ブを実施。会場に来られない方への文化の発信と取り寄せも可能にした初デジタル推進コラボ企画を
遂行出来た。

（１）会場の価値や魅力を発信するための工夫
設営側と出演者側からも、前例の無い場所・会場での試みに対し見直し等二転三転した。が、事

前にリサーチした経過報告や、こちらの想いを伝え、協力を呼びかけ各関連部署の多大なご協力を
頂けた。

（２）文化芸術の価値や魅力を発信するための工夫
会場の特徴を生かし特別感を創出するための工夫や、江戸時代、会場である中央公民館一帯が藩

の演武館であったという歴史的なつながりが伝わるよう事業の内容としての工夫は、常日頃共に郷
土文化の伝承にご尽力頂いている司会者に、そのことに特化した各出し物であるという、歴史的背
景をアナウンスする時間に徹してもらい、語り尽くせない限られたタイムスケジュールとなった。

（３）誘客の促進・交流人口の拡大のための工夫
老若男女幅広い年齢層の出演者側へ、また、体験ブースが年齢層の幅広い対応可能な体験内容と

した。応援者となる家族・友達に向けて当日の参加を呼び掛けてもらった。

２４



３ 工夫したポイント

４ 実施にあたっての課題

イベント名称：鹿児島の郷土芸能文化マルシェ
Vol.1

日時：令和３年11月21日（日）13:00-16:00
参加人数：約400人

（４）参加者が特別感を得られるように演出上工夫したポイント
中央公民館前広場でのパフォーマンス自体が、魅力的で、非常に喜んで下さった。

（５）地域との連携において工夫したポイント
街の中心が会場となっていたため、地域との関わりは見込めなかったが、スタッフとしてお手

伝い頂いた関係者の町内会を巻き込むことが出来、一体感が生まれた。
（６）会場の特性に起因する制約と解決のために工夫したポイント

施設使用の緩和と、事業の徹底した周知を計った。
（７）参加者の安全確保，利便性向上のために工夫したポイント

安心安全な運営に心掛けた。施設利用者と、出演者・スタッフ側と、来場者であるかの区別が
つくよう、積極的に声掛けすることを意識してもらった。

建物と、その周辺の景色や香りも、貴重でかつ先人たちに思いを馳せる特別な空間である。利用
可能な所は少なく、むしろ創造的・発展的な使い方を提案しても、前例の無いことに対する許可は
非常に難しい。敷地内の電源の有無や容量、設営・撤去時間の制限等、近隣の建物への配慮も含
め、多大な時間をも要する。

ただ、挑戦する思いと、熱量を持ち続けて、行政のお力添えをフルに頂きながら打破するしかな
いと思う。

今回、やりたいことの半分以下にとどまったイベントであったが、沢山の奇跡があり、関係者の
皆様の大切な軌跡となり、大変喜んで頂けた。

２５



イベントレイアウト
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鹿児島県内各所でお祭りやおめでたい席を彩ってきたお座敷芸（＝薩摩妓芸）。鹿児島県い
ちき串木野市を拠点に、今ではすっかりその姿を観なくなってしまったこのお座敷芸を古くよ
り受け継ぎ、伝え続けている住吉社中。

今回、県内各地の有形文化財を舞台としてこの伝統的な大衆芸能を鑑賞する機会を創出。受
け継がれるこのお座敷芸を県内の多くの人が鑑賞を通じて知り、また舞台となる本県の文化財
や地域伝統芸能等について知り、学ぶことによって、県内の文化財や伝統芸能について今後更
なる興味関心を持ち、本県の歴史や文化を愛する心を醸成することを目的とするイベント。

歴史的建造物

×
大衆芸能

志布志市
志布志町

旧山中氏邸
ほか
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１ 主催

有限会社 Sitiera（鹿児島市）

２ イベントの概要

４

（1）会場の価値や魅力を発信するための工夫
イベント案内のチラシやSNS、WEB サイトでの情報発信時に、コンテンツの魅力を半分程

度に抑え、会場となる建物の写真、会場の特徴を伝える文章などが大部分となるようにした。
また、事前訪問・会場周辺の調査なども入念に行い、イベント案内時から会場や当該地域の

魅力を積極的にアピールした。
（2） 文化芸術の価値や魅力を発信するための工夫

古くから伝承されるお座敷芸の魅力を知ってもらうためには、古き良き趣のある建物を会場
とすることが最も効果的であり、ただ古いだけではなく、大切に受け継がれる歴史的建造物を
会場に選択した。

また、これまでは公演地域に該当しなかった（鹿児島市・いちき串木野市をはずれた）県内
の各所にて開催することで、薩摩のお座敷芸の魅力を多くの県民に知ってもらえた。

３ 工夫したポイント

２７



３ 工夫したポイント

４ 実施にあたっての課題

（3）誘客の促進・交流人口の拡大のための工夫
住吉社中のお座敷芸を求めて鹿児島市内から各会場に訪れるお客様だけでなく、会場となる地域

にお住いの、お座敷芸をご覧になったことのないお客様にも多く参加頂けるよう、地域の協会や役
所、地元のお店などにも協力いただき、案内周知に努めた。

またイベントの模様を動画に記録し、動画サイト等で配信を行うことで、今後の各ユニークベ
ニュ—の周知に繋げている。

（4）参加者が特別感を得られるように演出上工夫したポイント
普段は観覧程度のみ可能である各会場の、内部の設営や照明に工夫を凝らし、会場が現代に蘇っ

たような意識を持ってもらえるようにした。
また旧田中家別邸では、会場の広さと利用可能形態を活かし、地元霧島のお茶と和菓子でイベン

トのオープニングを楽しんでいただけるよう煎茶のお席を用意した。
（5）地域との連携において工夫したポイント

事前に対象エリアを訪問し、会場の調査や選定を行うことに時間を割いた。
また、管理者個人や管理を行う行政、地域の協会などとの密な連携を図り、会場となる建物だけ

でなくその周辺の地域の魅力を発信できるよう努めた。
（6）会場の特性に起因する制約と解決のために工夫したポイント

床や床の間等、老朽化により立入りや接触が制限されるエリアがあった会場では、清掃や整理に
よって清潔感を大切にしつつ現状を崩さないよう、制限エリアを設けた会場づくりを行った。

チケット代を徴収するイベントであるが、屋外の庭園部分からは一般の観覧者も観ることができ
るようにした。

（7）参加者の安全確保、利便性向上のために工夫したポイント
自家用車での参加がほとんどであると見込まれたため、各会場において、行政や地域の協力のも

と駐車場の確保と場所の周知に尽力した。またそれが難しい会場では、事前に付近の有料駐車場を
調査し、地図を作成し配布した。

老朽化が進んだ建物においては、危険個所をあらかじめスタッフ間で共有し、お客様の誘導を的
確に行った。

新型コロナウイルス等への感染を回避するため、会場内の積極的な換気や入退場時の手指消毒・
連絡先記入、必要なシーンでのマスク着用を徹底した。

ユニークベニュ—事業は、普段では知ることができなかった特別な場所の数々を実際に訪れ体験
し知ることができる、大変すばらしい事業であった。

県の補助事業ということで、通常では利用が難しい会場の利用が可能になった利点もあった。
しかしその一方で、歴史的建造物の名前を持ちながらも、認定のみにとどまり、保存や保全、有

効な活用にまでは至っていない会場が非常に多かったこと、また管理者の意識が（保存や活用の面
で）非常に低い会場・地域が多くあったことも確認できた。

県内には県民の知らない、しかし周知・活用し大切に受け継いでいくべきユニークベニュ—が数
多く存在することを、本事業を通して訴えていくことが大切であると痛感した。

一過性の事業ではなく、今後も継続していく重要な事業であると感じている。

イベント名称：住吉社中のおでばり
旧山中氏邸/県民教育文化研究所/旧田中家別邸編

日時：令和３年10/10，10/30，11/14
参加人数：82人

２８



イベントレイアウト

受付

２９



採択事業関連の新聞記事

３０



採択事業関連の新聞記事
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