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アートと芸術の里室生

大芸術祭

開 催 日：2017年9月23日
（土・祝）、11月11日(土)・12日(日)、17日（金）～19日（日）、

23日(木・祝)～26日(日)
開催場所：室生龍穴神社、
室生寺
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宇陀市室生は、多数の国宝を有する「室生寺」をは
じめ、古来より室生の里人によって守られてきたス
ポットが多く現存しています。本事業では、室生を
代表する寺社である「室生龍穴神社」
・
「室生寺」を会
場としてア－トと芸能の祭典を開催しました。
「室生龍穴神社」では、地域芸能である県無形民俗
文化財指定の「室生の獅子神楽」をはじめ、創作芸能
の龍穴太鼓や青龍会による龍舞踏、ゲスト出演によ
るフラダンスなどが披露されました。また、日本最
古の天地創造神話「古事記」をモチーフとし、劇中に
地域芸能や創作芸能を採り入れた「音楽舞踊劇」も
上演されました。
「音楽舞踊劇」では、音楽や映像の
演出によってアートと地域の伝統芸能の融合を表現
するなど、見応えのある演出で会場を神秘的な空気
で包みこみました。
「室生寺」では、手塚治虫作品を取り上げ、手塚治
虫ジュエリー絵画や地元有名アーティスト江本氏の
切り絵作品の展示を金堂や慶雲殿にて行いました。
展示されたジュエリー絵画は、熟練した職人が一つ
一つ手作業で宝石を敷き詰めて制作したもので、代

表作の「ブッタ」や「火の鳥」などが展示されており、
来場者の中には作品を懐かしむ方も多く見られまし
た。また、境内を彩る紅葉のライトアップを行うと
ともに、国宝五重塔にはプロジェクションマッピン
グによる昇り龍を映し出しました。今にも天に向かっ
て昇り出しそうな龍は圧巻で、来場者は迫力ある演
出に魅了されました。
本事業では、室生で継承される伝統芸能や、秋の
室生を彩るアート作品による感動と魅力を全国各地
の皆様にお伝えできる良い機会となりました。
【 プログラム】
9月23日（土・祝）
地域伝統芸能の演舞等（室生龍穴神社）
11月11日（土）
・12日（日）、17日（金）～19日（日）、
23日（木・祝）～26日（日）
室生寺ライトアップと日本アニメのコラボ（室生寺）
【 主催 】
文化庁、奈良県、第32回国民文化祭奈良県実行委員会、第
17回全国障害者芸術・文化祭実行委員会、宇陀市、第32回
国民文化祭・第17回障害者芸術文化祭宇陀市実行委員会
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パラアート展

開 催 日：2017年9月8日
（金）～11日（月）、11月25日
（土）
・26日（日）

開催場所：ギャラリーおやさと、
天理駅南団体待合所・ステージコフン、
天理市文化センター
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11:30～16:00 手話ワークショップ（全4回）
【本通り商店街内】
11:00～ いちょうを描くワークショップ
【天理駅前ステージコフン】
15:00～15:30 手話演劇（大仏も笑う会）
16:30～17:30 コンサート（堀内佳）
11月25日（土）～26日（日）
【天理市文化センター展示ホール】アート作品展示

歴史文化
文化一般

天理市では「障害のある人とない人の絆を強く」
をテーマに、パラアート展を開催しました。全国か
ら公募した障害者作品の展示や、2017 年春にオー
プンした天理駅前広場『コフフン』を活用した手話
演劇など多数の催しを実施しました。
天理駅南団体待合所では、メインイベントのひと
つとして特別支援学校の生徒による作品展示、簡単
な挨拶などを教える手話ワークショップを開催する
とともに、福祉作業所による手作りパンなどの販売
も行いました。ギャラリーおやさとでは、書作を中
心に全国から集めた作品を展示しました。脳性まひ
と闘う書道家・川上美也子さんによる書道実演では、
来場者の「絆」というリクエストに応えるなど、会
場は大いに盛り上がりました。ステージコフンでは、
ろう者手話劇団「大仏も笑う会」による手話演劇、
全盲のシンガーソングライター堀内佳さんのライブ
（手話通訳あり）を開催しました。
そのほかにも、手形で天理市の木である「いちょ
う」を描くワークショップを本通り商店街内で実施
し、参加者の手形で彩られた完成作品は後日、市役

所に展示しました。来場者からは「楽しみながら手
話や視覚障害について、詳しく知るきっかけになっ
た。」といった感想もいただきました。
【 プログラム】
9月8日（金）～11日（月）
【ギャラリーおやさと】アート作品展示
9月10日（日）
【天理駅南団体待合所】
11:00～16:30 アート作品展示・福祉団体による出店

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化祭
奈良県実行委員会、第 17 回全国障害者芸術・文化祭実行
委員会、天理市、天理市教育委員会、第 32 回国民文化祭 ･
第 17 回全国障害者芸術文化祭天理市実行委員会
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十津川村フォトコンテスト作品展

開 催 日：2017年10月20日
（金）
～11月9日
（木）
、10日
（金）
～13日
（月）
、20日
（月）
～27日
（月）
開催場所：十津川村体育文化センター、
奈良県庁屋上ギャラリー、奈良県産業会館（1 階）情報サロン
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奈良県の最南端に位置する十津川村は、672.38㎢
という広大な面積のうち約96％を山林が占め、雄大
な自然の中に無数の滝や昔ながらの吊り橋、そして
「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録されている世界
遺産など数多くの見所が存在する日本一広い面積を
有する村です。古くは壬申の乱から歴史にその名を
残しており、十津川文化を現在にも継承しています。
本事業では、｢美しい村十津川村｣ と ｢十津川村の
くらし｣ の2テーマで、フォトコンテストを実施しま
した。4月から9月まで作品を募集し、全国から161
点の作品のご応募をいただきました。どの作品も十
津川村の魅力が生き生きと写され、撮影技術や村の
魅力が充分に発揮された作品ばかりでした。審査の
結果、上位7賞と入選10点を選出しました。
10月20日から11月9日まで、十津川村体育文化
センターで実施した作品展では、161点の作品すべ
てを展示し、訪れた皆様に十津川村の魅力を知って
いただくことができました。表彰式は11月3日に開
催した『第37回十津川村文化祭』と併せて実施し、
上位7賞の表彰と審査員早津忠保氏による入賞作品

の講評を行いました。
11月は奈良市にある奈良県庁屋上ギャラリーと大
和高田市の奈良県産業会館で巡回展示を行いました。
どちらの展示でも多数の観光客の皆様に作品をご覧
いただき、芸術的に切り取られた十津川村の暮らしや
自然の美しさを感じていただくことができました。
【展示会場】
十津川村体育文化センター【十津川村】
10月20日（金）～11月9日（木）
奈良県庁屋上ギャラリー【奈良市】
11月10日（金）～13日（月）
奈良県産業会館【大和高田市】
11月20日（月）～27日（月）
【審査員】
早津忠保（日本写真家協会）
、梅本隆（日本写真家協
会）、更谷慈禧（十津川村長）
【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第32回国民文化祭奈
良県実行委員会、第17回全国障害者芸術・文化祭実行委
員会、十津川村、十津川村教育委員会、第32回国民文化祭
（・第17回障害者芸術文化祭）十津川村実行委員会
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のせ川フォトコンテスト

開 催 日：2017年10月7日
（土）表彰式・講評
開催場所：野迫川村公民館
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【 展 示日程 】
○野迫川村公民館 10月7日
表彰式
オープニング
「保育園･小･中学生の合同合唱」
賞状授与式
文部科学大臣賞 ほか
講評
梅本 隆
（審査委員長）
○ならまち格子の家
10月31日～11月5日
○古民家ギャラリーら・しい
11月10日～17日

歴史文化
文化一般

「フォトで発信！のせ川の魅力～自然と文化～」をサ
ブテーマとして、野迫川村を題材とした素晴らしい作
品が 232 点も集まりました。星空や雲海など野迫川
の自然がいっぱい詰まった作品や地域で受け継がれ
てきた祭りの一場面をとらえた作品等、魅力あふれる
作品の中から 30 点を選出し村内を含め県内 3 カ所
で巡回展示を行いました。
展示に先立ち開催した表彰式では、野迫川村の保
育園、小中学生による合同合唱をオープニングに、賞
状授与式や審査委員長の梅本隆氏による講評を行い
ました。野迫川村でたびたび撮影されている梅本氏の
講評は、写真撮影の技術だけでなく、自然の楽しみ方
や野迫川村の魅力を交えてお話しいただき、来場され
た方々にも興味深く聞いていただくことができました。
巡回展示は「野迫川村公民館」の他、
「ならまち格
子の家」
（奈良市）、
「古民家ギャラリーら・しい」
（葛
城市）で行いました。県の北部地域や中部地域でも
展示したことで、多くの方に野迫川村の魅力を知って
いただくことができたと思います。特に「ならまち格
子の家」では、県外や海外からのの観光客等の中に

は野迫川村を初めて知る方も多数おられ、作品を見て
「撮影場所へ行きたい」
「懐かしい景色に出会えた」
「日
本にもこのような素晴らしい場所があるのですね」な
どの感想をいただくことができました。
このフォトコンテストを機に、
野迫川村に興味をもっ
ていただいた多くの方々に来村いただき、今後の文化
交流がますます盛んになることを期待しています。

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32回国民文化祭奈良県実
行委員会、第 17回全国障害者芸術・文化祭実行委員会 野迫川村、
野迫川村教育委員会、第 32回国民文化祭野迫川村実行委員会
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山の辺点描

開 催 日：2017年10月31日
（火）～11月5日（日）
開催場所：奈良県立万葉文化館
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奈良盆地の東側に、三輪山のふもとから青垣の山
裾を縫うように、日本最古の道といわれる「山の辺
の道」があります。この道沿いには、古事記や日本
書紀、万葉集にゆかりのある地名や史跡などが数多
く残っており、今にその歴史を伝えています。桜井
市は、古代の趣が残る土地を愛する人々が残した絵
画や写真、歌碑原書などを数多く保有しています。
その作品の数々を記紀万葉に綴られた物語とともに
展示することで、万葉の景色や時代を想像し、地域
の良さを改めて知っていただくため「山の辺点描」
を開催しました。
『万葉歌人柿本人麻呂ゆかりの里 巻向』や『藤原
鎌足の恋』などのテーマを設定し、武者小路実篤や
遠藤周作など昭和を代表する文豪たちの歌碑原書、
三輪山を描いた絵画作品など、山の辺の各所を点描
していくように展示しました。また、奈良を代表す
る写真家である入江泰 の写真コーナーもあり、四
季によって変わる山の辺の美しい風景に来場者は魅
了されていました。
そのほか、8 月 21 日に山の辺の道沿いにある桧

原神社を藤本信司先生の指導のもと「山の辺スケッ
チ教室」を開催し、12 名が参加しました。夏空の
もと思い思いに作品を描き、審査を経て、桜井市実
行委員会会長賞 1 名、桜井市教育長賞 1 名、文化
協会会長賞 1 名を決定し、イベントの期間中、展
示しました。
鑑賞後、山の辺の道を実際に歩いて帰った来場者
の方もいらっしゃいました。今回の展示で
「山の辺」
の魅力を発信できたのではないかと思います。

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化
祭奈良県実行委員会、第 17 回全国障害者芸術・文化祭
実行委員会、桜井市、桜井市教育委員会、第 32 回国民
文化祭・なら 2017 桜井市実行委員会
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葛城発信アートFAIR2017

開 催 日：2017年11月1日
（水）～5日（日）

開催場所：當麻寺境内および参道、
文晃堂、ギャラリーら・しい、葛城市相撲館、ゆうあいステーションほか
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葛城市には、古より受け継ぐ當麻寺をはじめとし
た歴史遺産が数多くあり、二上山を中心とした自然
風景が美しいまちです。本祭典では、この葛城の地
を「美術館化」し、全国からジャンルを問わず募集
した作品を市内の旧跡、古民家、ギャラリー、公共
施設等に展示しました。
北は北海道、南は沖縄県と全国から234点もの力
作が出品され、うち平面作品
（写真等を含む）
193点、
立体作品41点でした。また、展示会場として、13会
場を設け當麻寺5寺院に86点、ギャラリー3会場に
81点、古民家2会場に34点、公共施設2会場に31点
を展示しました。歴史を感じる古民家に障害者作家
の作品を集めた企画展や市内幼小中学校作品展示
で一人一人の作品をつなぎ合わせ、當麻寺の曼荼羅
を模した「かつらぎ まんだら」などが好評でした。
来場者は各会場を周り工夫を凝らした展示や迫力
ある作品を興味深げに鑑賞していました。
11月4日（土）
・5日（日）に、3Ｄキャンパスを使っ
た「ぬり絵ワークショップ」を開催し、家族連れが
多数来場され、大変盛り上がりました。

そのほか、部門ごとにグランプリ・一席・二席・三
席・葛城賞・優秀賞の選考を行いました。11月4日
（土）に表彰式を行い、葛城市の特産品を受賞者に授
与しました。
期間中は天候に恵まれ、5日間で約9，000人もの
来場がありました。各会場を周遊したので、葛城市
内をよく知ることができたという声もありました。
芸術文化の普及・振興だけでなく、葛城市の魅力を
多くの人に知っていただくよい機会となりました。

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第32回国民文化祭奈
良県実行委員会、第17回全国障害者芸術・文化祭実行委員
会、葛城市、葛城市教育委員会、第32回国民文化祭葛城市
実行委員会
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天川村写真展覧会

開 催 日：2017年11月4日
（土）
・5日（日）、11月8日（水）～30日（木）
開催場所：天川村役場展覧会場、
天川村立資料館展覧会場
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｢修験道｣、｢山岳信仰｣、｢自然｣、｢風習｣ という現在
の天川村を形成する大きな4つの要素をテーマに設
定し、
「天川らしさ」を多くの人に知っていただくた
め、写真展覧会を開催しました。
展覧会は村内2ヶ所で約1ヶ月にわたって開催し、
地域の方はもちろんのこと、洞川温泉や紅葉を見に
来ていた観光客の方にも多数来場いただきました。
天川村役場展覧会場は 2 日間で 1，
092 人 、天川村
立資料館会場は 20 日間（定休日除く）で 782人 、
計 1，874 人が来場されました。
会場では、村内の方が写真の場所や情景について、
観光客に和気あいあいと説明される姿がよく見られ、
和やかな雰囲気が会場内をつつんでいました。1枚
の写真をじっとご覧になられ、何かを感じ入ってい
る様子のお客様もいました。
「天川村の魅力が伝わっ
てきてよかった」
、
「機会があればこの写真の時期の
天川村に訪れたい」
、
「次回も違う写真で開催してほ
しい」といった声が多く聞こえ、大変喜んでいただ
きました。
天川村に伝わる文化や風景を写真にすることで、

これらが大変貴重な財産であるということを地域の
方々に改めて気づいて頂くとともに、天川村を訪れ
た方にはその魅力を十分に伝えることができました。
【 プログラム】
11月4日（土）
・5日（日）
天川村役場展覧会場
10：00開場
15：00閉場
11月8日（水）～ 30日
（木）
天川村立資料館展覧会場（火曜日休館）
10：00開場
17：00閉場

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第32回国民文化祭奈
良県実行委員会、天川村、天川村教育委員会、第32回国民
文化祭天川村実行委員会

分野別フェスティバル

河合町（かわいちょう）

「かわい」ようかいあーとふぇす
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開 催 日：2017年11月11日
（土）
・12日（日）
開催場所：河合町立文化会館

音
楽
舞
踊
美 術
生活文化

● 実施状況

文
芸

【 プログラム】
11月11日（土）
・12日（日）
・開会式・表彰式
・記念講演
・あーと作品展
・カブリモノ変心塾
・おはなし会
・ジバニャンのファンミーティング
・人形劇
・書画パフォーマンス
・妖怪トークショー
・コスプレ､ ワークショップ、飲食店コーナーなど

伝統文化
歴史文化
文化一般

｢砂かけ妖怪ゆかりの地から妖怪の魅力を全国に
発信！！｣をサブテーマに、妖怪の魅力いっぱいのフェ
スティバルを2日間実施しました。
1日目は、全国から約200点の作品が出展された
あーと作品展の表彰が行われました。そのほか、｢妖
怪1日入門 奈良の妖怪 ･不思議スポットをめぐって｣
と題した日本妖怪研究所の所長 ･亀井澄夫氏の記念
講演や、カブリモノ作家･チャッピー岡本氏による｢妖
怪カブリモノ変心塾｣、さらに｢妖怪ウォッチ｣ の大人
気キャラクター｢ジバニャン｣も登場し、盛りだくさん
の内容で来場者にも大好評でした。
2日目は、新進気鋭のアーティストで妖怪書家の逢香
氏が 1時間をかけて書画パフォーマンスを披露し、奈良
の妖怪「土蜘蛛」の大作を描き上げる様子に鑑賞者は
見入っていました。午後からは国際日本文化研究セン
ター教授･安井眞奈美氏、妖怪文化研究家･木下昌美
氏、逢香氏の女性3名によるトークショーを開催し、そ
れぞれの視点から妖怪の魅力を話していただきました。
他にも、妖怪が出てくる物語のおはなし会や人
形劇、フェイスペイントや妖怪コスプレなど、来場

者に参加していただける催しを多数実施し、会場
全体が妖怪アート一色で盛り上がる取り組みを実
施しました。また、飲食店、大学や福祉作業所など
のブースを設け、ご来場の皆様に楽しんでいただ
くことができました。

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第32回国民文化祭奈
良県実行委員会、河合町、河合町教育委員会、第32回国民
文化祭河合町実行委員会
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