
吉田このみ
monica♪
KIDS（アコースティックバージョン）
森口絵理奈
marine breezy
月森亜加音

http://konomi.laff.jp/
http://monica-zk.laff.jp/
http://41.xmbs.jp/kids/
http://profile.ameba.jp/epo-n/
http://www.marinebreezy.net/
http://www.myspace.com/tsukimoriakane

11:00～18:00

会　　　　　場 出　演　時　間 備　　考

奈良育英中学・高等学校吹奏楽部
奈良市立平城東中学校吹奏楽部
奈良県立登美ケ丘高等学校吹奏楽部
Ｐrecious Soul
TOKオンザロード

10:00～10:50
11:00～11:40

11:50～12:30
13:00～14:00

14:00～16:00 入場料無料
入場料無料
入場料無料
入場料無料
入場料無料

アンサンブルMUGEN

樋口裕子（バロックダンス）＋太田里子（フラ
ウト・トラヴェルソ）＋三島郁（チェンバロ）

檜垣智也（電子音楽）

13:00～14:30

14:30～15:30
15:30～17:00

入場料無料

入場料無料

入場料無料

県立ジュニアオーケストラ 16:00～17:00 入場料無料

マクドナルド奈良店 協力　よしもとクリエイティブエージェンシー10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00入場料無料（飲食費別）

奈良国立博物館仏教美術資料研究センター 協力：ＮＰＯ法人京都・奈良ＥＵ協会10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

奈良県庁県民ホール 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

奈良県庁回廊 協力：ＮＰＯ法人京都・奈良ＥＵ協会10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

芸術・文化の秋、奈良が音楽で染まります。２つの地域（ならステージ、こおりやまステージ）に
おいて熱気あふれる魅力的な音楽を一日中楽しんでください。

こおりやま音楽祭音楽の祭日 in 奈良
   タイアップイベント

　県民ホール、県庁東回廊、奈良国立博物館、
マクドナルド奈良店などを、今年６月に結成
した全国初の県立ジュニアオーケストラや、
ジャズ、ゴスペル、吹奏楽などのいろいろな
ジャンルの音楽で彩ります。

　郡山高校、やまと郡山城ホールや箱本館紺
屋・遊郭建築旧川本邸などの城下町会場を、
マーチング、吹奏楽、ジャズ、ロックなどの
いろいろなジャンルの音楽で笑顔いっぱいに
します。

奈良県地域振興部文化・教育課
TEL：0742-27-8478 こおりやま音楽祭“樂”実行委員会

TEL：0743-53-9782（フォトスタジオエル内）NPO法人京都・奈良 EU協会
TEL：070-5072-4862

やりやりやおりおこおジ、こテージテスらスなななな域（域の地つののつす。２つ２ますりままりま染まで染楽良が、奈秋秋、奈 で ステーらステージらス ジ良 （な（なります。２つの地域（ならステージ、こおりおらが音楽で染まります。２つの地 ななが ジジ おおな やつの２つの地域（なら や染まります ２つの地域（ならステ ジ こおななら良がが音楽で染まります ２つの地域（ならステ ジ こおりやまります ２ の地域（ならステ ジ こおりや地域地域ますす なら ジ お域楽 染奈良 音音秋、秋、奈良奈良が良が音が音楽音楽で楽で染で染染まります。２つ２つの地の地域地域（な（ならステージ、ジ、こおりや
さい。いさいくださでくでんんでくしん楽中中を楽をな音楽なな的力れるあふれ気あておいていおい 的 くだ気あふれる魅力的な音楽を一日中楽しんでくてて 日中楽しんでくださだ力力お しんしん ささふふれる魅力的な音楽を一日中楽しんでな気あ気 ふれあふ な だおいて熱気あふれる魅力的な音楽を一日中お る魅 を 日日を 楽楽を 日中楽な音な熱気 力的な音楽を 日中楽しんでくださ力的魅力力的な音楽を 日中お 熱気あふれ 魅力的な音楽を 日中楽しん くだお 魅力的な音楽を魅力的 音楽 中楽おいてて熱気熱気気あふふれるれるる魅力魅力的的なな音楽音楽を楽をを一日中楽中楽しんしんででくだださい。

平成23年11月3日（木・祝）

問い合わせ先
問い合わせ先

ならステージ タイムスケジュール
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県庁会場1

９Bar2nd．NARA10
住所：奈良市富雄元町2-5-20
　　 トミオプラザ2Ｆ
電話：0742-52-3939

小道の店（店の前）11
住所：奈良市高畑町１２６９－３
電話：0742-34-8669（小田）

ろくさろん12
住所：奈良市高畑町1358-1
電話： 0742-26-6936

時間 １５：３０～１７：００

料金 無料（ドリンク別）

出演 斎藤清（ヴァイオリン）
中井香菜子（ピアノ）

「つづ
　　　

「ALWAYS高畑の森オータムコンサート」

時間 １３：００～１５：００
出演 ALWAYS
料金 １０００円

時間 ２０：３０～
出演 ジャムセッション（参加自由）
料金 チャージ２００円

（出演者は１０００円）

時間
出演
料金

時間 １０：００～１７：００
（表のタイムスケジュールをご覧下さい）

・奈良育英中学・高等学校
　吹奏楽部
・奈良市立平城東中学校
　吹奏楽部　
・奈良県立登美ケ丘高等学校
　吹奏楽部
・Precious soul
・TOKオンザロード

県民ホール
県立ジュニアオーケストラ
2011年6月、荒井正吾奈良県知事を団長に発足した全国初の県立
ジュニアオーケストラ。小学２年生から高校２年生までの約40名が、
月3～4回奈良県文化会館で練習を行っている。団員募集中！

県庁回廊

桐朋学園大学音楽学部［ディプロマ］修了後渡米、エール大学院音楽科を首席で卒
業。２０１０年２月まで大阪フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター。桐朋学園

大学オーケストラ アカデミー、明石ジュニアオーケストラ（特認）など日本各地のゲストコーチとして活動中。２０１
１年４月より 桐朋学園大学音楽学部非常勤講師。２０１１年６月より 奈良県立ジュニアオーケストラ音楽監督。

音楽監督  梅沢和人



169

369

奈良国立博物館
新館

大仏殿↑

奈良国立博物館

一の鳥居

登
大
路

169

369

猿沢池

至京終

東
向
商
店
街

五重塔

NHK

奈良県警察本部

奈良県庁

子大学

元興寺

璉 寺
奈良市立
奈良病院

奈良教育大学

大仏殿

ささやきの小径

志賀直哉
旧居

春日大社

大　路

N

一の鳥居

2

1
６

８
11

12

市立市立
病院病病院

奈良教育大学奈良教育大学大良
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かくれんぼ
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3奈良国立博物館
（仏教美術資料研究センター）

2

住所：奈良市登美ヶ丘3丁目2番10号
電話： 0742-49-3228

パザパ５
住所：奈良市右京４丁目１３－６
電話： 0742-72-2766

ビバリーヒルズ６ 住所：奈良市花芝町6 プラザ花芝1F
電話：0742-26-7444

LiveHouse
NEVERLAND７
住所：奈良市法華寺町122-1
電話：0742-36-2431

イタリアンレストラン＆ジャズバー
Gentry ジェントリー８
住所：奈良市下御門町38御門ビル1F
電話：0742-26-2622

ライブ喫茶つづきの村
（八百屋ろ横）
住所：奈良市学園朝日町4-4 　電話：0742-48-1076

住所：奈良市東向南町２１  電話：0742-26-2727

・ 吉田このみ　http://konomi.laff.jp/
・ monica♪　http://monica-zk.laff.jp/
・ KIDS（アコースティックバージョン） http://41.xmbs.jp/kids/
・ 森口絵理奈　http://profile.ameba.jp/epo-n/
・ marine breezy　http://www.marinebreezy.net/
・ 月森亜加音　http://www.myspace.com/tsukimoriakane

※飲食費別

※飲食費別

※飲食費別（チャージ料金なし）

無料※

無料※

無料※

時間 18：00～
出演 三澤知佳（ピアノ）
曲目 シューマン《子供の情景》

時間 ①17：30～１８：30
②１９：30～２０：30

出演

出演

出演

時間

豊田裕子（バイオリン）

時間 18：00～（17：30開場）
出演 秋人
料金 前売り￥3000(ドリンク別)

当日￥3500(ドリンク別)

時間 18：30～（18：00開場）
出演 阿南遼介/MILK BAR　他
料金 前売1500円  当日1800円

時間 20：00～
出演 堀口勝正（ギター）、

中嶋明彦（ベース）ほか
料金 ライブチャージ１０００円

「However Good Timing!」

「Basin  Town  2Chome」づきの村投げ銭ライブＶＯＬ3
　　　『ジャズ＆朗読ライブ』」

「かくれんぼチャリティライブ」

（１ドリンク制５００円 別途）

間 18：30～
演
金 ワンドリンクオーダー制

服部広樹（ピアノ）寺井智子（フルート）瀬畑雅章（ドラム）
うなてたけし（お囃子）高橋秀夫（詩）

・樋口裕子（バロックダンス）
  ＋太田里子（フラウト・トラヴェルソ）
  ＋三島郁（チェンバロ）
・アンサンブルMUGEN
・檜垣智也（電子音楽）

１３：００～１７：００
（表のタイムスケジュールをご覧下さい）



●奈良文化高校ダンス部
●奈良学園中学ダンス&Vocal 部
●天理教校学園高校マーチングバンド
●県立医大軽音楽部
　The Hand Stream Orchestra
●シャイニー・パンプス・ジャズ・
   オーケストラ
●THE URBAN DOLPHINS
●Shin’s Community Choir による
   100 人ゴスペル

【大ホール】14：00～

【登録有形文化財 杉山小児科医院】13:00～

【三の丸会館】9：30～

【郡山高校グラウンド】
　　　　　11：30～

【良い食品処 さとなか】12:30～

【箱本十三町観光案内所】11:00～

【小ホール】13：30～
●TOMOMI with 安次嶺 悟
●ままちゃんず
●ママ SUNぶる♪
●forget Mie not
●Super Works
●SUPER CRACKS & CLAWDYS
●n°Number
●ガラムマサラ
　サックスアンサンブル

●あんでぃあ～も
●アマデウス大西 ＆ 耕善一郎

●いちもとみつる
●万華鏡
●そっさん
●はまじら
●ながたたかし
●ゾロ
●真ちゃん・和ちゃん
●衣川亮輔
●エンディングセレモニー

●ぶうどりあん
●スペシャルバンドセッション
●ひまなスターズ
●まえちゃん印
●いちもとみつる

●郡山中学校吹奏楽部
●片桐中学校吹奏楽部
●KCSS &
    奈良高専吹奏楽部

●郡山高校吹奏楽部
●天理教校学園高校
　マーチングバンド

や
ま
と
郡
山
城
ホ
ー
ル
会
場

城
下
町
会
場

三
の
丸
会
場
・
郡
山
高
校
会
場

★♪ ★♪
★♪

★♪
★♪
★♪

★♪

★♪★♪
★♪

★♪

やまと郡山城ホール
・大ホール
・小ホール
・レセプションホール

杉山小児科医院

藤本十三町観光案内所

市役所前広場

郡山高校小グラウンド

三の丸会館前広場

箱本館「紺屋」

旧川本橋

さとなか

郡山北小

西観音寺町

観音寺町

北鍛冶町

中鍛冶町

南鍛冶町

ＵＲ都市機構
大和郡山駅前団地

魚　町

茶園場

本　町

高田町

高田二町

郡山南小

新中町

錦  町

今井町

豆腐町

紺屋町

車  町

矢田町通
新村屋通

源泉寺町

北大工町

南大工町
台 所

東岡町

五軒屋敷

郡山堰址

市役所

三の丸会館

西友

オークワ

奈良
社会保険
病院

堺
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目
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材
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こおりやま音楽祭

【箱本館「紺屋」】18:00～

【旧川本邸】10:00～

【レセプションホール】12：00～
●衣川亮輔
●T- スタンダード カルテッド
●2wink
●ラ･シャンソンU
●Back To The 80’s
●Free Men
●GO☆THROUGH
●SCHATZNSEL
●The Angelic Voice

●芸能文化を伝承する会
●都山流尺八・雷山会

●ペチュ &
　サウンズ・タペストリー
●RUTH with Friends
●moopy
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