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ムジークフェストなら2021事業計画（案） 〜開催カレンダー〜

月 火 水 木 金 土 日
5/15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 6/1 2 3 4 5 6

【有料公演】ガラ・コンサート古澤巖（スギヴァイオリン）＠甍能楽ホール 【有料公演】関西フィル＠奈文 国際ホール【有料公演】奈良フィル＋公募弦楽オーケストラ＠橿文 大ホール
０歳からのコンサート（県立ジュニオケ）＠奈文 国際ホール

アウトリーチ
コンベンションセンター（天平ホール）

ムジーク・プラッツムジーク・プラッツムジーク・プラッツムジーク・プラッツinシダーアリーナシダーアリーナシダーアリーナシダーアリーナ

ムジーク・プラッツムジーク・プラッツムジーク・プラッツムジーク・プラッツ in コンベンションホールコンベンションホールコンベンションホールコンベンションホール
アウトリーチ
アウトリーチ

【無料公演】社寺・ホール公演
【無料公演】社寺・ホール公演

【無料公演】社寺・ホール公演

ドイツの夕べ
プロースト！ムジーク

こども！ムジークプロースト！ムジーク
ファミリー企画ファミリー企画ファミリー企画ファミリー企画

（＠天平広場） コンベンションセンター（天平ホール）沖縄企画沖縄企画沖縄企画沖縄企画

○２０２１年５月１５日（土）～６月６日（日）の２３日間で開催 【コロナウイルス感染症対策を徹底したうえ実施】○２０２１年５月１５日（土）～６月６日（日）の２３日間で開催 【コロナウイルス感染症対策を徹底したうえ実施】

Ｎ響＋吹奏楽選抜Ｎ響＋吹奏楽選抜Ｎ響＋吹奏楽選抜Ｎ響＋吹奏楽選抜
こども！ムジークプロースト！ムジーク【有料公演】 【有料公演】プロースト！ムジークを前夜祭合わせて１０日間連続実施

【有料公演】 【有料公演】平日のメインターゲットを乳幼児の親子連れとし、親子向けのコンサートなどを実施（楽器体験など）

【有料公演】①ガラコンサート＠甍能楽ホール②奈良フィル＠橿文③関フィル＠奈文④天平ホール１２公演

プロースト！ムジーク前夜祭
若者企画若者企画若者企画若者企画

（＠天平広場）

２０２０年１２月１７日

１１１１

オープニング

クロージング



＜多様なジャンルの公演開催＞● １日中音楽に浸れるよう、複数の公演を実施● 5月28日（金）は、プロースト！ムジーク前夜祭として、ＮＨＫ交響楽団メンバーによる公演予定

＜ムジーク・プラッツの開催＞● 屋内版ムジーク・プラッツとして、ファミリー公演、沖縄公演を実施

ムジークフェストなら2021事業計画（案） 〜 奈良県コンベンションセンター企画概要〜 ２０２０年１２月１７日

２２２２

〇 奈良県コンベンションセンターにおいて、屋内版ムジーク・プラッツをコンベンションホールで開催するほか、天平ホール、天平

広場においても多様なジャンルの公演を展開。また、天平広場においては、ドイツ料理などが味わえる飲食スペースの展開や、

親子連れをターゲットにした「こども！ムジーク」を展開するなど、誰もが「音楽と食」を存分に楽しめる企画を検討

〇 奈良県コンベンションセンターにおいて、屋内版ムジーク・プラッツをコンベンションホールで開催するほか、天平ホール、天平

広場においても多様なジャンルの公演を展開。また、天平広場においては、ドイツ料理などが味わえる飲食スペースの展開や、

親子連れをターゲットにした「こども！ムジーク」を展開するなど、誰もが「音楽と食」を存分に楽しめる企画を検討コンベンションホール

飲食スペースイメージ

天平ホール 天平広場
＜こども！ムジーク開催＞● 楽器体験やワークショップなど、こどもが楽しめる企画を検討● 関係者と連携を図り親子連れが楽しめる空間を演出＜プロースト！ムジーク開催＞● ドイツ料理などが味わえる飲食スペース設置● ステージイベントやジャズバンドなどによる客席での演奏など、参加者が「音楽と食」を存分に楽しめる企画を検討

蔦屋書店やＮＨＫと連携し、イベントの更なる盛り上げを創出！５／２８（金）から６／６（日）まで連続開催！！



ムジークフェストなら2021事業計画（案） 〜奈良県コンベンションセンター企画スケジュール〜
平日のコンセプト（案） 【5月31日（月）～6月4日（金）】 土日のコンセプト（案） 【5月29日（土）･30日（日）･6月5日（土）･6日（日）】◆ラ・フォル・ジュルネのように、有料公演と無料公演を組み合わせ、どの時間帯でもいずれかの会場で公演を実施し、一日中音楽に浸ることが可能なスケジュール◆子どもを対象に楽器体験の実施など、音楽と食が楽しめる空間を展開※関係者と連携を図り、『こども食堂』などを実施◆昼間のメインターゲットを乳幼児の親子連れや高齢者とし、親子向けのコンサートを実施するなど子どもも楽しめる企画の充実◆夜は大人向けに、ドイツ音楽とともに料理やビールを提供 ◆夜は大人向けに、ドイツ音楽・料理などに加え、マリオットホテルでディナー公演開催◆関係者と連携を図り、親子連れが楽しめる空間を展開 ◎土日スケジュール（案）◎平日スケジュール（案）

▶プロースト！ムジーク
▶こども！ムジーク

２０２０年１２月１７日

３３３３

天平広場【ステージイベント】

プロースト！ムジーク

こども！ムジーク飲食物販
11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00

親子向け公演

親子向け公演
ワークショップ親子向け

ドイツ音楽公演ドイツ音楽公演

コンベンションホール【プラッツ】 天平ホール 天平広場【ステージイベント】 その他
公演①
公演②

公演①

公演③【有料】

10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 公演④【有料】 マリオットホテルディナー公演（調整中）

こども食堂ＰＲ

プロースト！ムジーク
こども食堂飲食物販 親子向け公演

ドイツ音楽公演
ドイツ音楽公演

こども！ムジーク ＮＨＫ・蔦屋書店との連携イベント（調整中）親子向け公演公演②【有料】
▶蔦屋書店との連携（絵本ブースの出展やレコード市等の実施）

▶マリオットホテルとの連携（ディナーコンサート等の実施）



■広場全体で幅広い層が楽しめるような空間を展開広場全体で幅広い層が楽しめるような空間を展開広場全体で幅広い層が楽しめるような空間を展開広場全体で幅広い層が楽しめるような空間を展開

【【【【５／２８（金）～６／６（日）１０日間５／２８（金）～６／６（日）１０日間５／２８（金）～６／６（日）１０日間５／２８（金）～６／６（日）１０日間】】】】

【飲食ブース】

案内看板
出演者待機音響ブース 大型ビジョン

【飲食エリア】１５０席観覧エリア
96席来場者導線

来場者導線

来場者導線

ステージ: 幅7.2m  奥行：5.4m

ムジークフェストなら2021事業計画（案） 〜奈良県コンベンションセンター天平広場展開案〜

【こども！ムジーク】エアードーム

〇期間中、遊具を常設するなど子どものための遊び場を設け、楽器体験など多様な取組で親子が共に楽しめる空間を演出

メリーゴーラウンド

プロースト！ムジーク
こども！ムジーク〇ドイツ音楽による演奏やジャズバンドなどによる客席での演奏など、演奏者と客席が一体となり「音楽と食」を楽しめるステージイベント開催

飲食ブース

▶客席での演奏▶ドイツ音楽とドイツ料理 ▶紙芝居などのワークショップ ▶楽器体験

来場者導線
【パフォーマンスエリア】

２０２０年１２月１７日

４４４４



企画企画企画企画 ①ガラ・コンサート①ガラ・コンサート①ガラ・コンサート①ガラ・コンサート ②奈良フィルハーモニーと公募した弦楽によるオーケストラ②奈良フィルハーモニーと公募した弦楽によるオーケストラ②奈良フィルハーモニーと公募した弦楽によるオーケストラ②奈良フィルハーモニーと公募した弦楽によるオーケストラ出演（案） 古澤 巖 奈良フィルハーモニー管弦楽団＆公募弦楽オーケストラ会場・定員 奈良春日野国際フォーラム～甍～ 能楽ホール 【定員：500席】 橿原文化会館 大ホール 【定員：1,304席】ジャンル クラシック クラシック・オーケストラ料金 指定席 前売2,000円（当日2,500円） 指定席 前売1,000円（当日1,500円）公演時間 １５：００～１７：００ （開場 １４：００） １５：００～１７：００ （開場 １４：００）公演予定曲目 【主な演奏予定曲目】・ルーマニアン・ラプソディ／エネスコ序奏とロンドカプリチオーソ／サンサーンスチャールダーシュ／モンティ など 【主な演奏予定曲目】・交響曲第１番／ベートーヴェン・おもちゃのシンフォニー／モーツァルト など概要 ・ムジークフェストなら2021のオープニング ガラ・コンサート・県産優良スギ材を用いて制作したスギヴァイオリンを演奏 ・委託先：特定非営利活動法人奈良フィルハーモニー管弦楽団・奈良フィルと共演する弦楽演奏者を公募し、当日限りのムジークオーケストラを結成

5/15（土） ２０２０年１０月２日
5/22（土）

企画企画企画企画 ③親しみやすいテーマ＆定番クラシック公演③親しみやすいテーマ＆定番クラシック公演③親しみやすいテーマ＆定番クラシック公演③親しみやすいテーマ＆定番クラシック公演 ④天平ホールの有料１２公演④天平ホールの有料１２公演④天平ホールの有料１２公演④天平ホールの有料１２公演出演（案） 関西フィルハーモニー管弦楽団＆友滝真由（奈良県出身若手ヴァイオリニスト）会場・定員 県文化会館 国際ホール 【定員：全席1,313席】ジャンル クラシック・オーケストラ料金 指定席 前売1,500円（当日2,000円）公演時間 １５：００～１７：００ （開場 １４：００）公演予定曲目 【主な演奏予定曲目】・大河ドラマ主題歌・モーツァルト「フィガロの結婚」・ヴァイオリン協奏曲 など概要 ・委託先：特定非営利活動法人関西フィルハーモニー管弦楽団

5/23（日）

５５５５

＜調整中＞

〇ラ・フォル・ジュルネのように有料公演・無料

公演を組み合わせ、コンベンションセンター

全体で参加者が一日中音楽に浸れるような

コンサートを展開 （詳細Ｐ.２－４）

〇有料公演は１日あたり３公演予定

5/30（日）5/29（土）

ムジークフェストなら2021事業計画（案） 〜有料コンサート〜 ２０２０年１２月１７日

6/5（土） 6/6（日）

オープニング



企画企画企画企画 ０歳からのコンサート０歳からのコンサート０歳からのコンサート０歳からのコンサート ムジーク・プラッツ in シダーアリーナ出演（案） 奈良県立ジュニアオーケストラ NHK交響楽団選抜メンバー会場・定員 奈良県文化会館 国際ホール 【定員：1,313席】 シダーアリーナ（五條市）【定員：1,000席】
概要

★クラシック曲のほか、子ども向けの楽しい楽曲の演奏を披露★毎回好評の子ども向け楽器体験を実施（※新型コロナウイルスの情勢により判断） ★N響金管五重奏メンバーによる公演と地元吹奏楽部などとのコラボ演奏演奏後は、N響メンバーによるパート別のクリニックも実施★屋外では、飲食ブースを展開し、会場全体での盛り上げを創出（プロ―スト！ムジーク in シダーアリーナ）＜イメージ＞

２０２０年１０月２日

企画企画企画企画 ムジーク・プラッツムジーク・プラッツムジーク・プラッツムジーク・プラッツ in コンベンションホールコンベンションホールコンベンションホールコンベンションホール【【【【定員定員定員定員：：：：2,000席席席席】】】】内容 沖縄音楽 【6/5（土）】 ファミリーコンサート 【6/6（日）】
概要

★沖縄音楽で歌って踊れる企画★奈良と沖縄の文化交流の架け橋として玉城デニー沖縄県知事のゲスト出演も企画★天平広場では、公演に合わせて沖縄料理を楽しめるブースを出展＜イメージ＞
※詳細は、プロポーザル（業者提案）により決定

★ムジークフェストなら２０２１のクロージング公演★NHK人気キャラクターによるパフォーマンスなど、子どもから大人まで楽しめるファミリー層向けの公演＜イメージ＞
※委託先：一般財団法人NHKサービスセンター

5/23（日）

６６６６

ムジークフェストなら2021事業計画（案） 〜主な無料コンサート〜 ２０２０年１２月１７日

6/5（土） 6/6（日）

5/16（日）

クロージング



ムジークフェストなら2021広報計画（案） ２０２０年１２月１７日

７７７７

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

紙媒体●ポスター●公式GB●特集チラシ
交通広告●駅内広告●車内広告
WEB媒体●公式HP●ＳＮＳ●インターネットサイト
その他●屋外広報●ノベルティ●メディア露出

■スケジュール

公式ガイドブック ム
ジ

ー
ク

フ
ェ

ス
ト

な
ら
２

０
２

１ ノベルティ配布
公式HP

車内広告
プレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリース

のぼり 屋外看板

駅貼りポスター
トップ画面

■広報ポイント
○音楽祭を知らない人（特に若年層）向けの新たなアプローチを展開（インターネットのリスティング広告等）

○ＳＮＳの積極的な活用や、切れ目ない広報展開により、音楽祭までの盛り上がりを創出

ＳＮＳ

情報収集 ポスター
随時配信随時配信随時配信随時配信

開催約２ヶ月前から切れ目なく広報を展開県民だより 県民だより

※上記スケジュールには調整中の内容も含むＴＶ出演マスメディア


