第32回 国民文化祭・なら2017
第17回 全国障害者芸術・文化祭なら大会

第4章

関連事業編

関連イベント

関連イベント

プレイベント

協賛事業

「国民文化祭」
「全国障害者芸術・文化祭」の本県開催を多くの方に知っていただくため、
プレイベントを開催し、奈良の文化の魅力をいち早く体験いただきました。

■

東大寺に音楽の源流を探る

応援事業

開 催 日：2016 年 6 月 21 日（火）
、22 日（水）
開催場所：東大寺総合文化センター
奈良県で例年開催している音楽イベントである
「ムジークフェストなら 2016」の開催期間中に、
東大寺と連携した音楽コンサートを開催。

■

まほろば あいのわ
コンサート

開 催 日：2016 年 11 月 26 日（土）
開催場所：奈良県橿原文化会館
「であい・ふれあい・わかちあい」をテーマに、
公募により集まった障害のある人ない人とプロの
演奏家あわせて 100 名が、合唱や小物楽器等を演奏
するコンサートを開催。

■

鑑真精神と日中文化交流
シンポジウム

開 催 日：2016 年 12 月 22 日（木）
開催場所：なら 100 年会館
日中文化交流に大きな役割を果たした「鑑真」に
スポットをあて、
「鑑真精神」の真義はどこにあるの
か、またその精神は日中両国の友好交流において
どのような役割を果たしてきたのか、などについて
考えるシンポジウムを開催。
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すぽっと

な

関連イベント

■

は っ ぴ ー

ら

奈良県障害者芸術祭 HAPPY SPOT NARA 2016－2017

協賛事業

開 催 日：2017 年 2 月 4 日（土）～ 12 日（日）
開催場所：奈良県文化会館、東大寺、東大寺総合文化センター
奈良市ならまちセンター、近鉄奈良駅周辺店舗ほか
2016 年度で 6 回目を迎えた奈良県障害者芸術祭を、両大会のプレイベン
トとして規模を拡大して開催。期間中、展覧会「Play art ! アートとゲーム」
、
ばん
「ビッグ幡 in 東大寺」、
「プライベート美術館」など 7 つのイベントを実施。

応援事業

そのほか、
「バリアフリー映画上映会」、
「さわって楽しむ体感展示」などのイベントも開催。

ファイナルイベント
3 ヶ月にわたり開催した「第 32 回国民文化祭・なら 2017」「第 17 回全国障害者芸術・
文化祭なら大会」の最終日には、奈良県において例年開催している文化・芸術の祭典である
「奈良県大芸術祭」の締めくくりを彩るファイナルイベントを開催し、華やかな雰囲気のも
と閉幕しました。
開 催 日：2017 年 11 月 30 日（木）
開催場所：奈良県庁前広場
「第 32 回国民文化祭・なら 2017」
「第 17 回全国障害者芸術・文化祭なら大会」カウントダウンイベン
トや開催期間中に出演したアーティストによる音楽や、和楽器と洋楽器のコラボによる演奏などのコン
サートを開催。
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関連イベント

協賛事業
協賛事業とは、全国の都道府県、市町村、文化団体、企業等が行う各種事業のうち、文化
庁が国民文化祭の主旨に沿ったものとして承認した事業です。

協賛事業

「第 32 回国民文化祭・なら 2017」では、国民文化祭の全国的な盛り上がりを図り、国民
文化祭をより意義深いものとするため、全国各地で開催される各種文化事業について幅広く
募集を行い、13 事業を承認しました。
事業実施期間：2017年4月1日～2017年11月30日

応援事業

都道府県

事

業

名

催

者

岩手県

第 70 回岩手芸術祭

岩手県、岩手県文化振興事業団、岩手県
芸術文化協会、岩手日報社、IBC 岩手放
送、テレビ岩手、めんこいテレビ、岩手
朝日テレビ、エフエム岩手

宮城県

第 48 回洋舞公演・第 41 回ジュニア洋舞公演

宮城県洋舞団体連合会

山形県

第 58 回遊佐町民俗芸能公演会

遊佐町民俗芸能保存協議会、遊佐町、
遊佐町教育委員会

埼玉県

第 26 回毛呂山芸能文化連盟発表会

毛呂山芸能文化連盟、埼玉県、埼玉県教
育委員会、埼玉県芸術文化祭実行委員会

山梨県

韮崎市生涯学習フェスタ ’17

韮崎市教育委員会、韮崎市文化協会

長野県

琴伝流大正琴第 38 回長野県大会

琴伝流大正琴全国普及会、長野県大正琴
協会

静岡県

第 40 回静岡県日本画展

静岡県日本画連盟

奈良県

奈良フロイデ合唱団第 35 回記念定演
「ドヴォルザーク・レクイエム演奏会」

和歌山県 第 17 回マジックフェスティバル
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主

奈良フロイデ合唱団、奈良労音
和歌山マジシャンズクラブ

徳島県

第 45 回全国公募徳島県手工芸展

徳島県手工芸家協会、徳島県民文化祭開
催委員会

徳島県

第 23 回全国公募移動徳島県手工芸展 in 鳴門

徳島県手工芸家協会、徳島県民文化祭開
催委員会

高知県

第 40 回高知市民合唱団定期演奏会

高知市民合唱団

宮崎県

平成 29 年度（第 39 回）県民芸術祭

公益財団法人 宮崎県芸術文化協会、
公益財団法人 宮崎県芸術文化協会会員

関連イベント

応援事業
「第 32 回国民文化祭・なら 2017」
「第 17 回全国障害者芸術・文化祭なら大会」の開催を
広く周知するとともに、開催機運の醸成を図るため、県内の市町村、文化団体、企業等が行

応援事業

協賛事業

う文化事業等のうち、「国民文化祭」「全国障害者芸術・文化祭」の趣旨に沿うものを応援
事業と位置付け、広く県民に広報を行っていただきました。
奈良県で例年開催している奈良県大芸術祭の関連事業 1，
379 事業及び新たな文化活動
チャレンジ補助金事業として採択された 33 事業の他、「国民文化祭」「全国障害者芸術・
文化祭」を応援していただける事業について 2016 年 7 月から募集を行い、131事業を承認し

応援事業

ました。
事業実施期間：2016年7月1日～2017年11月30日（申請順）

【2016 年度】（承認事業）
事

業

名

主

催

者

記紀・万葉プロジェクト関連事業

奈良県

第36回奈良県立橿原考古学研究所 公開講演会

奈良県立橿原考古学研究所、公益財
団法人 由良大和古代文化研究協会

第6回奈良県立橿原考古学研究所 東京公開講演会

奈良県立橿原考古学研究所、公益財
団法人 由良大和古代文化研究協会、
読売新聞社

池田直樹 50曲リクエスト・コンサート

御所市、御所市教育委員会、奈良県、
公益財団法人 三井住友海上文化財団

聖徳太子プロジェクト開幕講演
奈良県
「―和を以て貴しとなす― 聖徳太子1400年シンポジウム」
キッズコンサート

天理市

姉妹都市書画交換作品展

天理市、天理市教育委員会

第21回きらめきフェスティバル

天理市

冬の文化財展「平成27年度発掘調査速報展」

天理市教育委員会

「第32回国民文化祭・なら2017」
「第17回全国障害者芸術・
文化祭なら大会」奈良市プレイベント

奈良市

第28回天理市芸術展

天理市、天理市芸術協会

天理市小学校音楽会

天理市教育委員会

ふれあいコンサート

天理市吹奏楽研究会

第10回大人のためのおもしろ音楽講座

天理市

第22回 天理市陶芸教室作品展

天理市教育委員会
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関連イベント

事

業

名

催

者

協賛事業
応援事業

天理駅前広場コフフン竣工記念式典

天理市

天理駅前広場オープン記念カルメラライブ

天理市

第5回 新沢としひこ＆ケロポンズ
春一番ジョイントコンサートin天理

コンサート実行委員会 ハッピーチル
ドレン

萌フェスタ2016田原本から心を込めてありがとう
～みんなの”絆”～

社会福祉法人 萌

第1回福祉機器展in奈良2016
みんなで見て・触れて・試して・体験しましょう

社会福祉法人 奈良県社会福祉事業団

奈良タンゴ祭

関西タンゴ祭実行委員会

奈良県万葉短歌祭

大和歌人協会

第8回オカリナの集い～近畿大会～

ライリッシュ・オカリナ連盟

第25回 かな展

書道研究 翆心会

神宮の森ギターアンサンブル演奏会

神宮の森ギターアンサンブル

第23回天理の第九

天理第九の会

ピアノコンサート

solaピアノ

第十三回生駒市民茶会

生駒市茶道協会

第23回奈良県の民謡全国大会

日本民謡奈良県連合会、第23回奈良
県の民謡全国大会実行委員会

第79回企画展
「墳墓の護り手－鎮め護り彩る品々－」

天理大学附属天理参考館

第42回わたぼうし音楽祭

奈良たんぽぽの会

第29回やまびこコンサート

やまびこコンサート実行委員会

第九回奈良演劇祭

奈良演劇祭実行委員会

日本民謡奈良県連合会 第39回民謡コンクール大会

日本民謡奈良県連合会

2017「猛鼓会」和太鼓チャリティーコンサート
～福祉支援～

天理和太鼓倶楽部猛鼓会

へぐり町囲碁まつり

平群町囲碁同好会

天理大学雅楽部第47回天理公演

天理大学雅楽部

19 thセントラルコンサート

天理市音楽芸術協会

生駒市芸術協会連盟展（創立50周年記念 第50回）

生駒市芸術協会連盟

生駒市芸術協会連盟創立50周年記念祝賀式典

生駒市芸術協会連盟

「芸術と教育」展
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主

奈良芸術と教育研究所 夢ギャラリー
＆トーク

業

名

主

催

関連イベント

事

者

わかばコンサート

天理市教育委員会

山田町虫送り

上山田農地保全会

井戸堂公民館まつり

井戸堂公民館まつり実行委員会

二階堂公民館まつり

二階堂公民館まつり実行委員会

柳本公民館まつり

柳本公民館まつり実行委員会

第13回まほろば平和音楽祭

第13 回まほろば平和音楽祭実行委員会

第10回すずらん会ピアノ発表会

すずらん会 萱原美由喜

第17回定期演奏会

天理シティーオーケストラ

真夏のオーケストラ！夏休み名曲コンサート

天理シティーオーケストラ

第6回定期演奏会

混声合唱団 ハイマート天理

第5回あおによし音楽コンクール奈良2017

一般社団法人 あおによし音楽コン
クール奈良

奈良高校ダンス部公演会

奈良高校ダンス部

応援事業

山田公民館まつり実行委員会

協賛事業

山田公民館まつり

記紀・万葉プロジェクト関連事業

ムジークフェストなら2017
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関連イベント

【2017年度】（承認事業）※ただし、荒天の影響で中止した事業等を除く
事

業

名

催

者

協賛事業

親子で楽しむ音楽会

天理市

山の辺文化会議 総会及び記念講演会

天理市

ムジークフェストなら2017

奈良県、ムジークフェストなら実行
委員会

遺跡探検隊2017

天理市教育委員会

奈良金春会連合謡曲・仕舞会

奈良金春会

応援事業

平成29年度夏の文化財展
「大和神社ちゃんちゃん祭りの記録と伝承」

天理市教育委員会

さららちゃん杯 競技かるた団体戦

奈良県かるた協会、橿原市

夏休み映画会「アーロと少年」

天理市

“美しい” と “しあわせ” の在り処
－個人コレクターの所蔵品によるエイブル・アート展

川上文雄

全国生涯学習カラオケ大会2017in奈良

一般社団法人 カラオケ使用者連盟

Happiness真美 体操＆ダンスフェスタ

真美健康体操協会、チーム Happiness
真美

第80回企画展「風とあそぶ－中国山東省の凧－」

天理大学附属天理参考館

第4回大和郡山あったか写真フェスタ

四季の会

奈良民話祭り2017夏

奈良の民話を語りつぐ会

第1回考古学写真甲子園「はにわ」を撮ろう！！

奈良県立橿原考古学研究所附属博物
館、
奈良県立橿原考古学研究所友史会、
一般財団法人 橿原考古文化財団

国営飛鳥歴史公園 甘樫丘展望台登頂支援サービス
「バリアフリーデー」～甘樫丘から飛鳥を見よう～
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主

一般財団法人 公園財団 飛鳥管理セ
ンター

歌劇「ちゃもり～興正菩薩叡尊異聞」

DMG MORIやまと郡山城ホール

桃尾の滝開き

天理市観光協会

NARAtive2018キックオフ 自転車発電上映会

天理市、NPO法人 なら国際映画祭実
行委員会

第22回You＆I グランド・コンサート

天理市

You＆Iロビー・コンサート

天理市

奈良金春会演能会（9/24）

奈良金春会

奈良金春会演能会（11/19）

奈良金春会

春栄会演能会

春栄会

福住氷まつり

福住氷まつり実行委員会

業

名

主

催

者

サロンコンサート

武蔵野音楽大学同窓会奈良支部

井上内親王生誕1300年記念
ソプラノ岡田由美子＆児童文学者川村優理ジョイントコ
ンサート～みんなでふるさとを歌いましょう～

特定非営利活動法人 うちのの館

芝山真知子万葉ジャズ芸術祭
～奈良の魅力を世界へ未来へ～

やまとより実行委員会

オマーンイラスト展
～アラビアンナイトの国のイラストレーター・ヌーフ～

天理市、奈良オマーン友好協会

なら介護の日2017

奈良介護の日実行委員会

展覧会 こい・孤恋・恋

奈良県立万葉文化館

第13回櫟本灯火会

櫟本校区はにわまつり実行委員会

天理教音楽研究会オーケストラ第31回定期演奏会

天理教音楽研究会

第11回全国高校生歴史フォーラム

奈良大学、奈良県

にぎわいフェスタ万葉 夏

奈良県立万葉文化館

ママさんブラスnaraファミリーコンサート2017

ママさんブラスnara

健康都市“ウェルネスシティ宇陀市”
夏休みラジオ体操会

宇陀市、宇陀市教育委員会

市民みんなで創る音楽祭 音楽と歌と舞のシンフォニー
まほろば円舞会

生駒市

てんり能楽教室発表会

天理能楽教室

やまのべこども能楽教室発表会

山の辺こども能楽教室

第2回福祉機器展in奈良2017
みんなで見て・触れて・試して・体験しましょう

社会福祉法人 奈良県社会福祉事業団

ミスユニバース奈良代表選考大会

なら美容事業協同組合

応援事業

春田真理子

協賛事業

春田真理子 ヴィオラリサイタル

天理参考館特別展
「天理図書館 古典の至宝 ―新善本叢書刊行記念―」

関連イベント

事

天理大学附属天理参考館、天理大学
附属天理図書館

高山 竹あかり

高山 竹あかり実行委員会

田原本町記紀・万葉事業
第6回やすまろさんへのメッセージコンテスト

田原本町記紀・万葉事業実行委員会

田原本町記紀・万葉事業
歴史講座と式内大社を巡るバスツアー

田原本町記紀・万葉事業実行委員会

たわらもと十六市

田原本町商工会

田原本町文化祭

田原本町
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関連イベント

事

業

名

主

催

者

協賛事業
応援事業

ビルボードライブ大阪×奈良食べる通信
FOOD×MUSIC×ART NARA

株式会社エヌ・アイ・プランニング、
奈良食べる通信

第43回天理市民将棋大会

天理将棋クラブ

ならまちわらべうたフェスタ2017

一般財団法人 奈良市総合財団

ペスタ・インドネシア天理2017

天理大学全国ドリアン会

宇陀市文化協会 三人展

宇陀市文化協会

パラアート国際交流シンポジウムin天理

天理大学、天理市障害者福祉団体連合会

奈良のわらべうたコンサート

奈良教育大学音楽教育講座

第60回天理市展

天理市

第64回 大和郡山市芸術祭

大和郡山市芸術祭実行委員会

わくわくミュージアム～楽しく・熱く

心結実行委員会

国営飛鳥歴史公園
キトラ古墳周辺地区開園1周年記念イベント

一般財団法人 公園財団 飛鳥管理セ
ンター

二千年の観月会

二千年の観月会実行委員会

卑弥呼の里芸術祭
～障害のある人もない人も ともに in SAKURAI～

卑弥呼の里芸術祭実行委員会

宇陀市障がい者作品展

宇陀市障害者地域自立支援協議会

まちなみギャラリーミュージックカフェ石景庵（10/1）

まちなみギャラリー石景庵

まちなみギャラリーミュージックカフェ石景庵（10/14） まちなみギャラリー石景庵
大人の鼓笛バンドコンテスト

大人の鼓笛バンドコンテスト実行委員会

第64回秋の芸能祭

大和郡山市芸能文化協会

みんなの手話言語フェスティバル

奈良県

天理教音楽研究会雅楽部 第39回定期演奏会

天理教音楽研究会雅楽部

てとてをあわせて で・あいのある世界展

奈良教育大学「で・あいのある世界展」
実行委員会

天理高等学校第二部吹奏楽部 第25回定期演奏会

天理高等学校第二部 吹奏楽部

第7回やまと芸能文化まつり

やまと芸能文化振興協議会

まちなみギャラリーミュージックカフェ石景庵（10/28） まちなみギャラリー石景庵
まちなみギャラリーミュージックカフェ石景庵（10/29） まちなみギャラリー石景庵
まちなみギャラリーミュージックカフェ石景庵（11/3）

まちなみギャラリー石景庵

まちなみギャラリーミュージックカフェ石景庵（11/11） まちなみギャラリー石景庵
鼓魂の会
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