
 

Ⅳ 事業概要 

 

 基本方針 

  東広島市における教育、文化、芸術の振興及びスポーツの振興に関する事業を行

い、もって心豊かで潤いと活力に満ちた市民生活の向上に寄与することを目的とし

次の事業を行いました。 

 

『公益目的事業』 

■ 東広島市における教育文化芸術の振興及び国際化の推進に関する事業（公１） 

１ 自主企画事業 

 

  

事  業  名 事 業 の 内 容 （参加者数等） 

広島大学制作展 

広島大学制作展(学外展) 

 内容：アザレアホールでの広島大学で美術を学ぶ４年生と大学

院２年生による絵画、彫刻、デザイン、工芸作品の展示 

期日：5月 31日～6月 5日（164 人） 

ベヒシュタインを弾いてみ

ませんか 

アザレアホールでのピアノ体験 

 内容：アザレアホールのピアノを無償で一般に開放し、ホール

でのピアノ演奏を体験 

期日：7月 8 日、9 日  （延べ 38人） 

夏休み特別講座 

折り紙建築（ペーパークラフト）親子教室 

 内容：アザレアホールでの近畿大学工学部建築学科・谷川大輔

准教授による折り紙建築を実施 

期日：7月 29日 （76人） 

東広島市中学校合同美術展 

東広島市中学校合同美術展 

内容：東広島芸術文化ホールくららでの市内中学生による絵画、

工芸作品の展示 

期日：8月 9 日～14日 （790人） 

東広島市高等学校合同美術

展 

東広島市高等学校合同美術展 

内容：東広島芸術文化ホールくららでの市内高校生による絵画、

工芸作品の展示 

期日：8月 16日～21日 （998 人） 

秋の「すいみんの日」市民公

開講座 2017東広島 

講演「笑顔を咲かす育民と認知症予防」 

内容：アザレアホールでの広島国際大学心理学部・田中秀樹教

授他 4名による講演 

 期日：9月 9日 （185人） 



 

 

第 6回特別公演「観月会」 

公演「篠笛の調べとともに」 

内容：アザレアホールでの篠笛・三味線・箏の演奏と詩の朗読 

期日：10月 14日 （250人） 

 

新春書道展 

東広島市市民文化センター 新春書道展 

 内容：展示コーナーでの市民の書道作品を展示 

 期日：1月 6日～11 日 （302 人） 

 

フレッシュコンサート 

広島大学教育学部・音楽文化系コース卒業演奏会 

内容：アザレアホールでのピアノ・マリンバ等による演奏 

 期日：2月 17 日 （210人） 

 

竹細工 

 

竹細工講座 

 内容：日本間で竹原市竹工芸振興会の指導による講座 

期日：2月 11日～3月 25日の毎週日曜日 （延べ 30 人） 

 

２ 文化活動支援事業（施設管理） 

東広島市の公の施設における指定管理者として、東広島市市民文化センターの

適正かつ効果的な管理運営を行い、教育文化及び芸術活動の拠点となるよう利用

の促進を図りました。 

 

（１）東広島市市民文化センター               単位：千円・人 

区 分 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

使 用 料 25,199 24,874 25,034 16,559 15,658 

利用者数 65,039 69,625 75,147 71,366 66,215 

※減免分を含む。 

              

３ コミュニケーションコーナー運営事業 

  外国人市民の生活支援として、多言語による相談事業を行うとともに、外国人

市民が必要としている行政・生活情報等の提供を行うことにより、外国人市民が

心豊かに安心して暮らせる環境を作ることを目的にコミュニケーションコーナ

ーの運営を行いました。 

   

（１）外国人相談事業（英語、中国語、ポルトガル語対応） 

区 分 期間 曜日 時 間 相談人数 相談内容 

英語 

4月～

3月 

日・土 

月・金  

火・水・木 

 9:00～13:00 

13:00～17:00 

9:00～17:00 

1,944人 
くらし、日

本語教育関

連、医療・

健康・福祉

等 
ポルトガル語 

土 

金 

水・木 

9:00～13:00 

13:00～17:00 

9:00～17:00 

  557人 



 

中国語 
月・火・金 

日・木・土 

 9:00～13:00 

13:00～17:00 
 268人 

日本語 月～日 9:00～17:00 1,163人 

   ※前年比  155人増（H28 3,777人→H29 3,932人） 

 

（２）弁護士による外国人相談事業（毎月第２土曜日開催） 

   ８件（英語３件、中国語４件、ポルトガル語 1件） 

 

（３）情報提供事業（海外図書、新聞、雑誌等、インターネット環境）単位：人 

区 分 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

来館者数 12,815 12,410 12,961 16,054 15,625 

 

４ 国際化推進事業 

  外国人市民も含め誰もが地域社会の一員として心豊かに安心して暮らすこと

ができる多文化共生社会の形成を目指して、次の国際化、国際交流の推進、外国

人市民の生活支援等の事業を行いました。 

 

（１）国際化啓発・文化交流事業 

ア 国際交流ボランティアの登録（登録者数 564人） 

 

イ 紹介事業 

区 分 依 頼 者 期 間 活動人数(延べ) 

ホームステイ・ 

ホームビジット 
 

4月～3月 

紹介件数 1回 

受入 4人 

通訳・翻訳 

東広島市教育文化振興事業

団 

78人 

文化紹介 43人 

事業協力 251人 

日本語指導 1,418人 

教育指導 334人 

 

ウ 文化交流事業 

事 業 名 開催日等 参加者数等 

七夕茶会 7月２日 参加者：72人 

ゆかたで行こう（外国人がゆかた

を着て市内イベントに参加） 
7月 9日 参加者：18人 

第１３回西条盆踊りの夕べへの参

加（練習 5回含む） 

練習日：7 月 20 日,22

日,27 日, 8 月 1 日,3 日

盆踊り：8月 12日 

参加者数： 

延べ 36人 

 

異文化交流会(インターナショナルバザー) 10月 1日,11月 5日 参加者：393人 



 

外国人日本語スピーチコンテスト 
11月 12日 

発表者：14人 

観 客：144人 

生涯学習フェスティバルにおける国際

交流事業等の紹介 
11月 19日 延べ 107人 

スポーツで国際交流をしよう 11月 23日 参加者：26人 

新年交流会のもちづくり体験  1月 12日 参加者：12人 

新年交流会  

1月 14日 

参加者：378人 

外国人：294人 

日本人：84人 

西条酒蔵見学ツアー 3月 4日 参加者：28人 

書道教室  毎月第 1・3土曜日開催 参加者延べ 35人 

 

（２）外国人生活支援・国際交流ボランティア養成事業 

ア 日本語教室（東広島市内在住外国人対象） 

クラス 曜日 期間 時間 場所 回数 受講者数（延べ） 

にほんごⅠ 水曜日 

4月～3月 

10:00～12:00 

研修室 

30回 164人 

にほんごⅠ 

木曜日 19:30～21:00 30回 

187人 

にほんごⅡ 310人 

にほんごⅢ 212人 

にほんごⅠ 
 

日曜日 

 

10:00～12:00 30回 

444人 

にほんごⅡ 391人 

にほんごⅢ 560人 

漢字 254人 

いつでも日本語 土曜日 5月～3月 19:30～21:00 38回 147人 

   ※前年比 34人増（H28 2,635人→H29 2,669人） 

 

イ 日本語教室特別講座 

事 業 名 開催日等 参加者数等 

日本語教室特別講座「ごみ分別」 6月 4日 参加者数 81人 

日本語教室特別講座「交通ルール」 7月 2日 参加者数 50人 

日本語教室特別講座「消防訓練」 1月 21日 参加者数 34人 

 

ウ One－to－Oneにほんご 

区  分 登録人数 活動ペア数 

外国人受講希望者 104人 
75組 

日本人ボランティア 212人 

 

 



 

 エ にほんごわいわい(おしゃべり型日本語教室) 

場所 曜日 時間 期間 回数 
参加者数（延べ） 

（受講者数） 

黒瀬生涯学習センター 日曜日 
14：00～ 

16：00 

4月～

3月 
全 166回 

523人 

(324人) 

市民文化センター 水曜日 
19：00～ 

21：00 

965人 

（696人） 

市民文化センター 土曜日 
10:00～ 

12:00 

707人 

（503人） 

安芸津 B&G海洋センター 金曜日 
18：00～ 

19：30 

164人 

（117人） 

 

  オ 多言語広報サービス 

言 語 発行部数（月） 設置場所 

英語、中国語、ポルトガル語 約 1,216部 市内公共機関、スーパー、大学等 

 

  カ 多言語広報メール配信サービス（定期・不定期） 

     登録者数：中国語 128人、英語 164人、ポルトガル語 18人 

 

  キ 国際交流ボランティアの養成（多文化共生社会推進・啓発のための）事業 

事 業 名 開 催 日 参加者数 

多文化共生講座 国際大喜利 ８月５日 １１７人 

多文化共生シンポジウム 

(みんなではなそう)① 
１０月２９日 ４８人 

多文化共生シンポジウム 

(みんなではなそう)② 
２月４日 ６３人 

 

  ク 日本語ボランティアの育成講習会 

事 業 名 開 催 日 参加者数 

第１回日本語ボランティア講習会 ７月２３日 ３２人 

第２回日本語ボランティア講習会 １１月２５日 ３７人 

 

 

 

 

 

 



 

ケ にほんごひろば U-18(教育支援事業) 

場所 曜日 時間 期間 回数 
参加者数（延べ） 

（受講者数） 

市民文化センター 

火曜日 
16：30～ 

18：30 

4月～

3月 
全 84回 

462人 

(326人) 

土曜日 
10：00～ 

12：00 

461人 

（352人） 

夏季講座 
10:00～ 

12:00 

55人 

（36人） 

 

 コ 東広島市立小・中学校通訳・支援員派遣事業 

対象校 対応言語 件数 

東広島市立小学校 

アラビア語 ２件 

英語 １０件 

中国語 ８件 

東広島市立中学校 
タガログ語 1件 

中国語 7件 

 

サ 教育支援事業支援者講習会 

事 業 名 開 催 日 参加者数 

第１回講習会 １月２７日 ２４人 

第２回講習会 １月２８日 １４人 

 

５ 中国帰国者日本語教室開催業務 

  中国帰国者のための日本語教室を開催しました。 

 

場所 曜日 時間 期間 回数 
参加者数（延べ） 

（うち受講者人数） 

御薗宇地域センター 火曜日 
14：00～ 

16：00 4月～

3月 
全 88回 

405人 

(342人) 

市民文化センター 金曜日 
13：30～ 

15：30 

388人 

（332人） 

 

６ 中央生涯学習センター活動業務 

  平成２７年度末で閉館した中央生涯学習センターのソフト事業について、各種講

座を企画運営し、市民の生涯学習活動を促進しました。 

 

 



 

事業名 開催期間 参加者数等 

前期講座(118回) 6月～11月 1,508人 

後期講座(164回) 10月～3月 2,065人 

夏休み親子講座 (8回) 8月 108人 

冬休み親子講座 (2回) 12月 42人 

合計（292回）  3,723人 

中央生涯学習センターまつり 3月 5日～8日 1,040人 

 



 

■ 東広島市におけるスポーツ教室の開催等スポーツ振興に関する事業（公２） 

 

１ 体育施設運営事業 

東広島市の公の施設における指定管理者として、東広島市黒瀬・安芸津Ｂ＆Ｇ

海洋センター及び黒瀬屋内プール、黒瀬市民グラウンド、安芸津市民グラウンド

の体育施設の適正かつ効果的な管理運営を行い、スポーツ振興の拠点となるよう、

利用の促進を図りました。 

 

◆黒瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター                  単位：円・人 

区 分 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

使 用 料 1,428,050 1,441,900 949,150 1,408,450 1,447,950 

利用者数 23,051 26,867 15,912 22,833 23,624 

※減免分を含む。 

 

◆安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター                 単位：円・人 

区 分 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

使 用 料 3,549,350 3,567,890 3,597,740 3,283,790 3,861,540 

利用者数 49,214 58,221 54,044 47,858 55,243 

※減免分を含む。 

 

◆黒瀬屋内プール体育施設                  単位：円・人 

区 分 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

使 用 料 8,038,050 8,022,300 8,614,100 9,009,650 9,122,000 

利用者数 62,185 63,530 71,734 73,966 78,452 

※減免分を含む。 

 

◆黒瀬市民グラウンド体育施設                単位：円・人  

区 分 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

使 用 料 528,200 468,800 536,400 521,500 587,450 

利用者数 6,987 7,738 8,792 8,814 9,427 

※減免分を含む。 

 

◆安芸津市民グラウンド体育施設               単位：円・人 

区 分 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

使 用 料 281,600 289,200 284,800 283,600 258,400 

利用者数 42,392 40,643 39,169 50,730 50,003 

 ※減免分を含む。 

 



 

 ２ スポーツ振興事業 

  市民の体力向上、健康の維持及びスポーツの振興を目的に、各種スポーツ教室

等の企画・開催を行いました。 

（１）東広島市委託事業 

ア スポーツ教室 

     日常生活におけるスポーツ活動を推進し、生涯にわたりスポーツに親

しめるよう各種スポーツ教室を開催しました。 

    （ニュースポーツ教室：３会場９６回、２３３名、延べ２，１４６人） 

    （各種スポーツ教室：水泳教室、水辺の安全教室等 随時開催） 

  イ 生きがい健康体育大学 

   健康に対する知識を深めるとともに、生涯にわたり生きがいをもって 

  自力で日常生活を行える資質を養うことを目的として開催しました。 

  （１１回講義・実技、１６人、延べ１４１人） 

ウ 体育の日の行事（アクアパークチャレンジスポーツ） 

   市民に様々なスポーツを楽しんでいただくため、アクアパーク等を利

用してスポーツ体験会を体育の日記念行事として開催を企画しました。 

  （参加団体１３団体、延べ１，８７８人） 

エ スポーツの普及及び振興に関する事業 

     市内の各地域センター等に赴き、ニュースポーツ等の指導、紹介を行

い普及活動に努めました。 

    （指導者派遣事業７団体、延べ１９２人） 

（２）自主企画事業 

      市民の体力向上、健康維持及びスポーツの振興を目的として年間を通じ

てスポーツ教室を開催しました。 

    （テニス初級火曜、テニス中上級火曜、テニス初級木曜、テニス中上級木曜、

卓球、バドミントン、やさしいヨガ、ヨガ＆ヨガ式指圧法、ハワイアンフ

ラ、アクアビクス、スリムアップ健康体操、ジュニアフロアリズム、水中

エクササイズ、きっず体操、はつらつ元気運動、体幹トレーニングの１６

教室・前期、後期開催、７０６人、延べ９，１９０人） 

（３）海洋性レクリエーションの普及啓発事業 

      市民（小・中学生）を対象に、事業団指導者（アドバンスインストラク

ター）と地域指導者が連携し、カヌー、ヨット、ローボートなど様々な海

洋性スポーツが体験できる教室を開催し、楽しさを体験していただくこと

で、その普及を図りました。 

     （６月～９月開催、１９回、延べ６２７人） 

 

３ 国民健康保険事業 

健康・体力づくり等を支援する国民健康保険事業を行うとともに、スポーツ施

設の利用促進を図りました。 

ア 健康増進運動教室 



 

   日頃体を動かす機会の少ない市民（４０歳以上）を対象に、気軽に行える

ウォーキングやニュースポーツなどの講義と実技指導を行うことで、健

康・体力の維持向上を支援することを目的に開催しました。 

（２地域、各８回、５８人、延べ３７８人） 

  イ いきいき健康づくり事業 

       ４０歳以上の国民健康保険加入者及び後期高齢者医療制度の加入者を対

象に、健康づくりや生活習慣病の予防を目的として実施される運動施設（プ

ール）の利用助成に係る事務を行いました。 

    （２施設、延べ４，１７６人） 

 

４ スポーツ情報啓発事業 

東広島市の体育・スポーツ及びレクリエーションに関する資料の収集・調査

研究並びに情報の提供などを行い市民スポーツに対する関心を高め、スポーツ

の普及・振興を図りました。 

ア スポーツ情報ＨＧＨの発行  

   事業団主催事業及び各種スポーツ並びに施設の紹介（毎月発行） 

イ スポーツ情報コーナーの設置 

   各種スポーツ情報の掲示等 

（施設内設置、ホームページ、フェイスブック等で年間随時掲載） 

ウ 資料の収集及び掲示 

   ニュースポーツルール集、ストレッチ集等（年間随時） 

 

５ その他 

  スポーツ活動の振興を図るため、次のスポーツ用具等の貸し出しを行いまし

た。 

貸出備品等一覧表 

№ 備  品  名 № 備  品  名 

1 グラウンド・ゴルフ 11 フライングディスク 

2 ユニカール 12 ダーツ 

3 ペタンク 13 長縄 

4 体力測定器（握力計・長座体前屈計） 14 キンボール 

5 ミニテニス 15 ミニトランポリン 

6 ファミリーバドミントン 16 ラグビーボール 

7 ストラックアウト 17 ゼッケン 

8 玉入れ 18 鏡 

9 クロリティー（輪投げ） 19 ワイヤレスマイク 

10 ビーチボール   

  平成２５年度 ２６０回（月約２２回）  平成２８年度 ２６２回（月約２２回） 

  平成２６年度 ２３２回（月約１９回）  平成２９年度 ２１２回（月約１８回） 

  平成２７年度 ２４６回（月約２１回）  



 

 

『その他の事業』 

 ■ 施設利用者の利便性向上に関する事業（他１） 

  東広島市市民文化センターに係る指定管理業務での施設貸与のうち、非公益目的

となる施設利用に対して、広く東広島市の教育文化、芸術活動及び地域の振興を目

的に、施設利用者の利便性向上を図るために行う利用者支援事業を「その他の事業」

として区分して実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

第３４条３項に定める「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当するものはな

い。 

 

平成３０年５月 

 

公益財団法人 東広島市教育文化振興事業団 

 

 


