
４．文化施設管理運営、まちづくり推進事業 

継２ ～文化施設の管理運営及びその施設を拠点とした熊本らしいまちづくりの推進
　　　 並びに文化芸術を振興する事業～

（22） 会館管理運営事業
《ホール、会議室の稼働率向上》
利用者の利便性向上を図るため、アンケート等で利用者から出たご意見の中で直ぐに

取り組みが出来ることを実施しました。
また、昨年度に引き続き１Fエントランスホールのチラシ等設置コーナーを改善し、

会館利用者主催のコンサート、セミナーを館内やホームページで積極的に広報支援を行
いました。
また、平成26年９月にオープンさせた「フェアトレードステーションlink Café」を

中心に、フェアトレード商品の販売や、会議室までドリンクを届けるサービスを実施し
ました。

開館時間
ホール、会議室      9：00〜22：00
国際交流サポートセンター  　　　 9：00〜20：00
駐車場・駐輪場      8：30〜会館使用中
休館日
第２、４月曜日（※祝日と重なる場合は翌日火曜日）、12月29日〜１月３日

利用者数（ホール・会議室、サポートセンター）　＊単位（人）
月 開館日数 ホール・会議室 サポートセンター 合計（人）

4月 28 13,100 6,268 19,368

5 月 29 14,962 8,025 22,987

6 月 28 16,687 8,247 24,934

7 月 29 20,209 10,047 30,256

8 月 29 21,472 10,320 31,792

9 月 28 18,343 7,922 26,265

10 月 29 20,299 8,810 29.109

11 月 28 18,017 9,273 27,290

12 月 26 16,428 6,779 23,207

1 月 26 12,586 7,418 20,004

2 月 27 14,483 9,249 23,732

3 月 29 16,056 7,936 23,992

計 336 202,642 100.294 302.936

前年（H26） 335 140,931 99,222 240,153

増減 1 ＋ 61,711 ＋ 1072 ＋ 62,783
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（23） 世界音楽交流事業　
音楽をつうじて日本・熊本の伝統的な音楽と世界各国の伝統的な音楽との融合・交流を

図った。新たな伝統的音楽の領域の発見、また自己の伝統的音楽の再発見をし、地域にお
ける伝統芸術の発展及び熊本から世界に向けて音楽を通じ情報を配信しまた音楽を通じて
友好親善の発展を図りました。
　　　　　　　　　　　　　　
①　ちきゅう音楽広場 in くまもと 2016
　在熊留学生と音楽活動団体、大学生、高校生とが合同で練習を重ね、お互いの音楽
を聴き・学びあうことで音楽を通じての交流を深める事業を実施しました。

実施日時：平成28年１月17日（日）13:30〜15:00
実施会場：国際交流会館　７Fホール
参加人数：187人
参加費：無料
協力団体：熊本県インドネシア友好協会

熊本県日独協会

（24） KIFレンタサイクル事業　
熊本市民や本市を訪れる観光客等に対し、市内近隣の観光地めぐりに最適な自転車を公

共交通機関に替わる交通手段として提供しました。　
●貸出／返却場所：国際交流会館
●貸出時間：9:00〜21:30
●利用料金：普通自転車（６時間内300円、１日500円）
　　　　　　電動アシスト車（６時間内500円、１日700円）
　自転車数：12台(普通車10台、電動アシスト車２台)
　利用件数：170件（普通104件、66件）
　利用料金：80,500円
　利用目的：観光144件、仕事23件、その他３件
　地域別：海外（欧州６件、北米11件、大洋州12件、アジア44件、中東１件）
　　　　　国内（北海道３件、関東31件、中部・関西19件、中国４件、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 九州14件、熊本19件）

（25） 日本文化体験子ども教室　　　
熊本県日本舞踊協会の指導のもと、子どもを対象に全15回シリーズ（月２回開催）の日

本伝統文化を指導する教室を開講。また、通年で受講した生徒は１月に当館ホールにて発
表会に出演しました。
《教　室》
実施期間：平成27年５月９日(土)〜平成28年１月23日(土)　
実施回数：15回
実施会場：国際交流会館　５F大広間他
参加人数：15人
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《発表会》
実施日時：平成28年１月30日（土）13:30〜15:00
実施会場：国際交流会館　７Fホール
参加人数：60人
※協力：熊本県日本舞踊協会

（26） フェアトレードステーション事業
フェアトレード理念の啓発とフェアトレードシティ熊本の浸透を目的にフェアトレード

商品や地産品を扱うlink café を運営するとともに、様々なイベントに参加し、フェアト
レードの商品や途上国の紹介を行いました。
また、会館会議室への利用者サービスとして、デリバリーサービスを行いました。

link café　運営時間　10:00〜18:30 
              　定休日   　国際交流会館の休館日（第２・４月曜日）

≪販促イベント≫　場所：link café 
●link café 一周年記念イベント

プリザーブドフラワーアレンジメント　
　日時：８月26日（水）10:00〜12:00　参加者：10人
グラスアート
　日時：８月29日（土）10:00〜12:00　参加者：９人

●X’masスノードーム作り  
　　日時：12月13日（日）10:30〜12:00　参加者：18組
　　　　　　　　　　　　  14:00〜15:30　参加者：15組
●アロマハンドクリームつくり
　　日時：１月13日（水）10:30〜12:00　参加者：３人
●グラスアート体験
　　日時：１月27日（水）10:30〜12:00　参加者：５人

≪啓発事業≫
●５月16日（土）・17日（日）　江津湖わくわくフェスタにブース出店　
　　場所：動植物園
　　内容：フェアトレード産品の販売、啓発、アンケート調査
●６月21日（日）　青年海外協力隊50周年イベントにブース出展　
　　場所：びぷれす広場
　　内容：フェアトレード産品の販売、啓発
●８月１日（土）・２日（日）　第11回城下町くまもとゆかた祭に協力
　　場所：国際交流会館　link café 
　　内容：浴衣着用でご来店の方へ全商品10％OFFサービス
●９月13日（日）　八代高校文化祭に出展
　　場所：熊本県立八代高校
　　内容：フェアトレード産品の販売、啓発
●10月10日（土）　アジアンホリデー「アジア屋台」への出店
　　場所：銀座通り
　　内容：フェアトレード産品の販売
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●11月21日（土）第36回くまもと市民ボランティア週間・ボランティアの広場
　　　　　　　　  にブース出店
　　場所：サンロード新市街アーケード一帯　
　　内容：フェアトレード産品の販売、啓発

（27） オープンセンター事業　
国際交流会館をもっと気軽に来館していただくために、桜町界隈などの地域や、他団体

と共同でイベントを開催し、幅広い世代の方々に当館をPRすることを目的とし実施しま
した。

①　ものづくりフェア（８月）
熊本県ものづくり実行委員会（熊本県、熊本

大学、熊本ものづくり塾などが構成する団体）
の構成員として、熊本市国際交流会館ホールや
会議室を活用した１日体験型のものづくりフェ
アを開催。
日　　時　平成27年８月27日（木）
　　　　　12:00〜16:00
会　　場　国際交流会館　６Ｆメインホール、４F第１・第２・第３会議室、公開空地
参加人数　960人

②　オクトーバーフェスト（ドイツのビール祭、10月）
「城下町大にぎわい市」の開催時期に合わせドイ

ツの収穫祭をイメージした模擬店を出しドイツの食
文化（ビールやソーセージ）を紹介すると共に販売
する催事を実施しました。また、今回は水明かりが
開催される夜間まで実施したことで多くの人出でに
ぎわいが出来ました。
（実施日時）平成27年10月10日（土）、11日（日）
　　　　　　11:00〜22:00（11日は21:00まで）
場　　所　公開空地
共催団体　熊本日独協会（同協会関連団体の出店５団体）
来場者数　約3,600人

③　第２回熊本アートフェスティヴォ（11月）
熊本市中心市街地を音楽で活性化させることなどを目的にアーティスト発掘事業

を行い、市内で活動するアーティストを広く募集し、今回からアマチュアなど向けに
チャレンジ部門、プロやセミプロとして活動している一般部門のそれぞれの実力に応
じた２部門を設け審査を実施。本公演では審査員が選出する「大賞」、来場者からの
投票で「聴衆賞」などを選出しました。

●募集期間（４/１〜７/31） 11組の応募
●一次書類審査（８/11）  11組を選出
●公開ーディション（２日間に分けて実施）
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〈チャレンジ部門〉
日時：平成27年８月31日（月）17:00〜19:00
場所：国際交流会館　７Fメインホール
選考団体：４組中４組を選出
出演者：「GIFT」、「永松英利とその仲間たち」、「つむぎ」、
「アンサンブル八絃工房」

〈一般部門〉
日時：平成27年９月１日（火）17:00〜20:30　
場所：国際交流会館　７Fメインホール
選考団体：６組
出演者：「トリオ セガール」、「ブルーローズ」、「Les Ami Quatre Mains」
　　　　「アンサンブル階〜Kizahashi〜」、「ANDANTINO」、「武内 恵美」、

　　　　　「VaNiLLa」
　　　　選考結果：大賞：「アンサンブル階〜Kizahashi〜」
聴衆賞：「ANDANTINO」

●本公演
日時：平成27年11月23日（月）
場所：国際交流会館 ７Fホール

〈チャレンジ部門〉13:30〜15:40
来場者数：220人
出演者：「GIFT」、「永松英利とその仲間たち」、「つむぎ」、
　　　　「アンサンブル八絃工房」
選考結果：大賞「アンサンブル八絃工房」
　　　　　聴衆賞「永松英利とその仲間たち」
審査員特別賞「つむぎ」＊審査員が特に選出

〈一般部門〉17:30〜21:00
来場者数：206人
出演者：「トリオ セガール」、「ブルーローズ」、「Les Ami Quatre Mains」
　　　　「アンサンブル階〜Kizahashi〜」、「ANDANTINO」、「武内 恵美」、
　　　　「VaNiLLa」
選考結果：大賞「アンサンブル階〜Kizahashi〜」
　　　　　聴衆賞「ANDANTINO」

※一般財団法人熊本市駐車場公社との共催事業として実施
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（28） 調査・広報・事業推進事業　
昨年度よりスタートさせたfacebookを活用し、イベント広告、事業報告等チラシや多

くの写真を同時にアップすることで分かりやすく情報配信を行いました。その他、メール
マガジン（KIFニュース）やホームページ等でも同様に会館情報やイベント情報、各種関
係団体イベント等の情報提供。ホームページでは、市政だよりの情報を多言語で生活情報
として配信し、きふブロ等のブログを活用し、事業に参加したインターンやボランティア
の方々のコメントも掲載しました。各事業においてアンケートをとり、ニーズを把握し講
座内容の充実に努めました。また、年次報告書を発行し、広く実施事業の報告を行ないま
した。
Facebook ページ登録者数1366件
Facebookアドレス　https://www.facebook.com/kcic.kif/

①　ホームページ広報運営
・熊本市国際交流会館ホームページ

ホールの催事情報や、会館主催イベント、レンタサイクル情報を日本語、英語で
提供。また、熊本市文化施設予約システムを活用した会館会議室のネットでの仮予
約の受け付けや会議室の空き情報をタイムリーに公開することで正確な情報提供を
行ないました。

・熊本市国際交流振興事業団ホームページ
トップ画面でのFlash機能を用いたイベントＰＲをはじめ、講座案内専用スペース

を活用した語学講座や初級日本語講座等多くの講座関係の募集ＰＲに努めました。ま
た、事業団や国際交流・協力団体等が行う催事を新着情報で紹介するとともに、多言
語相談や日本語教室などを随時紹介。事業団の沿革や定款、事業内容、事業報告書、
財務諸表を公開すると共に、多言語のホームページ（日本語、英語、中国語、韓国
語）でも情報提供を実施しました。
URL:http://www.kumamoto-if.or.jp

②　KIFニュース（メールマガジンの発信）
事業団や国際交流・協力団体などが行う催事を広く周知し参加してもらう事を目的

に、毎週、イベントや生活などの情報を配信するとともに、関係団体によるイベント開
催情報等も配信しました。また、編集後記としてスタッフによるその時々の季節の出来
事や体験談、開催したイベント等の感想を載せたりし、多くの方々への情報配信に努め
ました。
KIFニュース登録者数649人
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