
奈良県政・経済記者クラブ、文化教育記者クラブ 同時配布             
 

 

 
ムジークフェストなら２０１９ いよいよ開幕！！  

「⾳楽で、奈良を元気に︕」をコンセプトに、２０１２年にスタートした、音楽祭「ム
ジークフェストなら」。８回目を迎える今年は、明日、５月１８⽇から始まります︕世界
遺産の社寺、音楽ホール、街中カフェなど県内のさまざまな場所で多彩な音楽が溢れる 
２３日間をお楽しみください。 
 

ムジークフェストなら２０１９のみどころ︕ 
１．初⽇１８⽇の東⼤寺⼤仏殿でのオープニングセレモニーを⽪切りに、１１５会

場で約３００のコンサートを開催。 
２．周遊バス「ぐるっとバス」と連携し、沿線の名所巡りとともにさまざまな音楽

や食が楽しめる企画「ぐるっとムジーク」を５⽉２７⽇〜６⽉２⽇に実施。 
３．例年⼤好評の野外コンサート「ムジーク・プラッツ２０１９」を奈良公園・春⽇
野園地及び県営⾺⾒丘陵公園で開催︕ 

４．”天使の歌声” ウィーン少年合唱団による公演など、素晴らしい有料コンサート
を５公演開催︕⼤好評につき完売間近︕︕ 

５．昨年に引き続き、中南部東部地域の社寺やホールでも多彩なコンサートを開催︕  
 

☆★☆★☆  公演の概要  ☆★☆★☆ 

１．オープニング 
■■■■ムジークフェストならムジークフェストならムジークフェストならムジークフェストなら 2012012012019999    オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー            

  新しい元号を祝い、安寧と平和を祈願して東大寺の大仏様に奉納演奏。 

（１）日 時： ５月１８日（土）１４：００～１５：００    

（２）会 場： 東大寺大仏殿 

（３）参加者： 荒井正吾 ムジークフェストなら実行委員会会長 

（３）参加者： 狹川普文 東大寺別当 

（３）参加者：   ムジークフェストなら実行委員会委員 等 

（４）内 容：                                                  

◇読経 般若心経 

◇大仏様に捧げる奉納演奏「改元を祝

ことほ
ぐ いのちの歴史を紡いで」 ほか 

     出 演：[日本トスティ協会]  

山口佳惠子（ソプラノ）、古橋郷平（テノール）、 

ヴィタリ・ユシュマノフ（バリトン） 

令和元年５月１７日 ムジークフェストならムジークフェストならムジークフェストならムジークフェストなら実行委員会事務局実行委員会事務局実行委員会事務局実行委員会事務局    （（（（奈良県地域振興部奈良県地域振興部奈良県地域振興部奈良県地域振興部文化振興課内文化振興課内文化振興課内文化振興課内））））    担当担当担当担当：：：：平林平林平林平林・・・・竹本竹本竹本竹本    電話電話電話電話：：：：０７４２０７４２０７４２０７４２－－－－２７２７２７２７－－－－８９１７８９１７８９１７８９１７    内線内線内線内線：：：：２２２２４９１４９１４９１４９１・・・・２２２２４９４９４９４９２２２２    

（参考︓東⼤寺⼤仏殿） 

報 道 資 料 

※※※※一般観覧自由一般観覧自由一般観覧自由一般観覧自由（（（（拝観料必要拝観料必要拝観料必要拝観料必要））））    

 



[奈良市国際音楽交流協議会会員、会友]  

河合摂子（ピアノ）、金関 環（ヴァイオリン）、藤井武希（津軽三味線）、 

貞光智宣（笛）、荒木建作（小鼓）、あきしの子どもコーラス 

    

    

２．ぐるっとムジーク 
ぐるっとバス沿線会場で様々な音楽が楽しめる周遊イベント！    

（１）日 程： ５月２７日（月）～６月２日（日）    

（２）会 場： ぐるっとバス沿線の社寺・施設等    

春日大社、元興寺、西大寺、手向山八幡宮、 

朱雀門ひろば、ミ・ナーラ、奈良公園バスターミナル ほか                           

（３）内 容： ぐるっとバス沿線の社寺・ホール等でさまざまなコンサート

を開催！奈良の名所めぐりとともに、６月１日・２日には、ド

イツ料理（朱雀門ひろば）や沖縄料理（奈良公園春日野園

地）など、食をお楽しみいただくこともできます。さらに、各コ

ンサート会場をつなぐスタンプラリーも実施。特製ヘッドフォ

ンなどの素敵な景品をご用意しています！ 

 

 

３．ムジーク・プラッツ２０１９ 
■■■■ファミリーコンサートファミリーコンサートファミリーコンサートファミリーコンサート inininin    馬見馬見馬見馬見        

        昨年に引き続き、県営馬見丘陵公園でも野外コンサートを開催！ 

（１）日 時： ５月２６日（日） １１：００～ 無料、雨天決行（荒天中止） 

（２）会 場： 県営馬見丘陵公園 

（３）プログラム： オープニングパレード、河合町ステージ、広陵町ステージ、 

近畿管区内警察音楽隊（兵庫、奈良） 

 

■■■■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 2019 in 2019 in 2019 in 2019 in 春日野園地春日野園地春日野園地春日野園地        

        毎年好評の野外コンサート！今年はジャズも復活！ 

 ◆ジャズ ＜History of Jazz＞ 

（１）日 時： ６月１日（土）１３：００～ 

（２）主な出演者： 日野皓正、木村充揮、KIKO、アロージャズオーケストラ ほか 

 

 ◆沖縄音楽フェスト 

（１）日 時： ６月２日（日）１３：００～ 

（２）主な出演者： 宮沢和史、HIRARA、上間綾乃、八重山うた・大哲会奈良支部 ほか 

  

 ※※※※「「「「ぐるっとムジークぐるっとムジークぐるっとムジークぐるっとムジーク」」」」期間中期間中期間中期間中のののの６６６６／／／／１１１１、、、、    ２２２２はははは会場内会場内会場内会場内にににに OKINAWAOKINAWAOKINAWAOKINAWA マルシェもマルシェもマルシェもマルシェも出店出店出店出店！！！！    

 

◆ファミリーコンサート 

（１）日 時： ６月８日（土）１１：００～ 

（参考）昨年のムジーク・プラッツ in⾺⾒のようす 



（２）主な内容： 「ワンワンとあそぼうショー」、ストレッチマンと「のびのび体操」  ほか 

 

◆あおぞら吹奏楽 

（１）日 時： ６月９日（日）１３：００～ 

（２）主な出演者： ブラック・ボトム・ブラス・バンド、箕面自由学園高等学校吹奏楽部、 

             県内吹奏楽部合同バンド ほか 

 

※※※※６６６６／／／／８８８８、、、、    ９９９９はははは会場内会場内会場内会場内にににに「「「「奈良奈良奈良奈良のうまいもんのうまいもんのうまいもんのうまいもん」」」」がががが集結集結集結集結！！！！    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．有料コンサート 
■ベートーヴェン「歓喜の歌」＆ふるさとの四季  

（１）日 程： ５月２５日（土）１４：００開演 

（２）会 場： 奈良県文化会館 国際ホール 

（３）内 容： 奈良フィルハーモニーと 

ムジークフェストなら合唱団の共演コンサート 

        【演奏曲目】 交響曲第９番「合唱付き」／ベートーヴェン                 混声合唱のための唱歌メドレー／源田俊一郎編曲 
  

■ムジークフェストなら 2019 ガラ・コンサート 

 大阪フィルハーモニー交響楽団ブルーメンカルテットによる吉野杉の調べ 

（１）日 程： ５月２５日（土）１４：００開演 

（２）会 場： 橿原文化会館 小ホール 

（３）内 容： 県産優良スギ材を用いて製作したヴァイオリン、チェロ、ヴィオラを使用した四重奏

の初披露コンサート♪ 

        【演奏曲目】 愛の挨拶／エルガー                 アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク／モーツァルト ほか                   
■ウィーン少年合唱団（ブルックナー組）  

（１）日 程： ５月３１日（金）１９：００開演 

（２）会 場： 奈良県文化会館 国際ホール 

（３）内 容： 圧倒的な人気、実力を誇る“天使の歌声”ウィーン少年合唱団による公演 

         【演奏曲目】 日本・オーストリア友好 150 年記念プログラム                   ・《カルミナ・ブラーナ》より 「おお、運命の女神よ」／オルフ 
完売御礼 

（参考）昨年の公演のようす 完売御礼 
残席あり 

（参考）昨年のムジーク・プラッツ in 春日野園地（左︓沖縄⾳楽、右︓ファミリーコンサート） 



                  ・ねむの木の子守歌／山本正美（上皇后陛下御作詞） ほか  
■澤和樹＆蓼沼恵美子デュオリサイタル 

（１）日 程： ６月８日（土）１４：００開演 

（２）会 場： 東大寺総合文化センター 金鐘ホール 

（３）内 容： 県産優良スギ材を用いて製作した「スギヴァイオリン」特別企画 

         【演奏曲目】 ヴァイオリンとピアノのためのソナタ No.５ヘ長調 Op.24「スプリング」／ベートーヴェン                     ヴァイオリンとピアノのためのソナタ No.２イ長調 Op.１００／ブラームス  ほか   
■ショパン＆運命 藤岡幸夫＆関西フィルハーモニー管弦楽団コンサート 

（１）日 程： ６月９日（日）１５：００開演 

（２）会 場： なら１００年会館 大ホール 

（３）内 容： 関西フィルハーモニー管弦楽団と、奈良県出身の大型新人・酒井有彩とのコラボ

レーション 

        【演奏曲目】 「マイ・フェア・レディ」より”踊り明かそう”／フレデリック・ロウ                  ピアノ協奏曲第１番ホ短調 作品１１／ショパン（ピアノ独奏：酒井有彩）                  交響曲第５番ハ短調 作品６７「運命」／ベートーヴェン        ほか   
５．県中南部東部地域での開催コンサート 
  県中南部東部における社寺やホール、駅前で開催する多彩な

コンサート。豊かな自然に響く上質な音楽をお楽しみください♪ 

  ◆会 場： 長谷寺、金峯山寺、壷阪寺、室生寺、 

鴨

かも
都波

つ ば
神社等の社寺、 

橿原文化会館、トナリエ大和高田、まほろばキッチン、 

近鉄大和八木駅 ほか 

 

 

   
 

      

    

※その他のコンサートについては、下記公式ＨＰをご覧ください。 

ムジークフェストなら２０１９公式ＨＰ（http://www.naraken.com/musik/） 

  

コンサートチケットはコンサートチケットはコンサートチケットはコンサートチケットは、、、、完売完売完売完売のものをのものをのものをのものを除除除除ききききムジークフェストならムジークフェストならムジークフェストならムジークフェストなら公式公式公式公式ＨＰＨＰＨＰＨＰやプレイガイドのほかやプレイガイドのほかやプレイガイドのほかやプレイガイドのほか、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県

文化文化文化文化情報情報情報情報センターセンターセンターセンター（（（（奈良県文化会館内奈良県文化会館内奈良県文化会館内奈良県文化会館内））））でででで販売中販売中販売中販売中ですですですです♪♪♪♪（（（（残席残席残席残席があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、会場会場会場会場でででで当日券当日券当日券当日券をををを販販販販

売売売売ししししますますますます。）。）。）。）    

完売御礼 
完売御礼 

（参考）昨年の⻑⾕寺公演 



６．アウトリーチの実施 
 一昨年から実施し好評をいただいている、県内の幼稚園や学校へ

のアウトリーチ（出張公演）を今年も実施。幼児・生徒に上質な音楽

を体験していただきます。 

  

 【ムジークフェストなら２０１９ アウトリーチ実施校一覧】 

  
 

 

※一部、開始時間を調整している会場もありますので、アウトリーチ会場への取材は、事前に実行

委員会事務局（県文化振興課）までご連絡ください。（アウトリーチ会場は、一般の方のお申込み

・参加はできません。） 

市町村 学校 日程 出演者1 大和郡山市 奈良県⽴盲学校 5月20日（月）10:00〜11:00 池田安友子＆田島隆（パーカッション）2 橿原市 常盤幼稚園 5月20日（月）10:15〜11:15 奈良フィルハーモニー管弦楽団 袴⽥さやか（ヴァイオリン）、⻄川彩乃（チェロ）、岡野弥⽣（ピアノ）3 生駒市 奈良佐保短期⼤学附属⽣駒幼稚園 5月21日（火）10:00〜11:00 ⻑⾕川恵美（歌）、宮川真由美（ピアノ）、尾崎薫（ベース）、⼤⽊優（ドラム）4 宇陀市 宇陀市⽴室⽣こども園 5月21日（火）11:00〜11:40 ミトラバ 松⽊理三郎（トランペット）、⼤⼭理保（ピアノ）5 橿原市 にこにこパーク保育園 5月22日（水）9:30〜10:30 Aqua tail 水谷浩子（サックス＆ヴォーカル）、尾上貴春（ギター）6 安堵町 安堵町⽴安堵こども園 5月23日（木）10:00〜11:00 ⼩泉奈那（トランペット＆ヴォーカル）、名倉学（ピアノ）、尾崎薫（ベース）7 御所市 御所市⽴御所幼児園 5月23日（木）10:00〜11:00 奈良フィルハーモニー管弦楽団 袴⽥さやか（ヴァイオリン）、⻄川彩乃（チェロ）、岡野弥⽣（ピアノ）8 大和郡山市 ⼤和郡⼭市⽴郡⼭⻄幼稚園 5⽉24⽇（⾦）10:00〜11:00 鈴⽊智貴（ウクレレ）9 宇陀市 宇陀市⽴榛原東幼稚園 5⽉24⽇（⾦）10:00〜11:00 ⻑⾕川恵美（歌）、宮川真由美（ピアノ）、尾崎薫（ベース）、⼤⽊優（ドラム）10 五條市 五條市⽴阪合部⼩学校 5月27日（月）14:00〜15:00 飯⽥かな⼦（ヴォーカル）、⼤⼭理保（ピアノ）、尾崎薫（ベース）、⼤⽊優（ドラム）11 天理市 天理市⽴⼆階堂幼稚園 5月29日（水）10:00〜11:00 奈良フィルハーモニー管弦楽団 澤⽥知栄⼦（ヴァイオリン）、伊原直⼦（チェロ）、川⽥理絵（ピアノ）12 大和郡山市 ⼤和郡⼭市⽴⽚桐⻄⼩学校 5⽉31⽇（⾦）10:55〜11:55 奈良フィルハーモニー管弦楽団 澤⽥知栄⼦（ヴァイオリン）、伊原直⼦（チェロ）、川⽥理絵（ピアノ）13 五條市 五條市⽴北宇智⼩学校 6月3日（月）9:45〜10:45 小場真由美（ピアノ）、池田安友子＆田島隆（パーカッション）14 桜井市 桜井市⽴桜井南⼩学校 6月3日（月）10:55〜11:55 岸田典子トリオ プリマヴェーラ 福井 彩乃（ヴァイオリン）、前 美芽（フルート）、岸田 典子（ピアノ）15 桜井市 葛城福祉園 桜井学園 6月4日（火）9:50〜10:50 松⽊理三郎（トランペット）、⼤⼭理保（ピアノ）、佐伯郁⾹（ヴォーカル）16 ⿊滝村 ⿊滝村⽴⿊滝⼩学校 6月4日（火）10:30〜11:30 峠ひろみ（ヴァイオリン）、⾐笠まゆ（ピアノ）17 明日香村 奈良県⽴明⽇⾹養護学校 6月4日（火）12:35〜13:55 田島隆（パーカッション）18 奈良市 愛染幼稚園 6月5日（水）10:00〜11:00 奈良フィルハーモニー管弦楽団 澤⽥知栄⼦（ヴァイオリン）、伊原直⼦（チェロ）、川⽥理絵（ピアノ）19 香芝市 香芝市五位堂保育所 6⽉7⽇（⾦）10:00〜11:00 鈴⽊智貴（ウクレレ）20 生駒市 ⽣駒市⽴⽣駒台幼稚園 6月8日（土）10:00〜11:10 岸田典子トリオ プリマヴェーラ 福井 彩乃（ヴァイオリン）、前 美芽（フルート）、岸田 典子（ピアノ）

（参考）昨年のアウトリーチ会場のようす 


