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ムジークフェストなら2022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

有料公演 ＠会場名無料公演 ＠会場名凡例
オープニングセレモニー＠東大寺大仏殿

アウトリーチ無料公演 ＠社寺・ホール
有料公演＠天平ホールプラッツ沖縄＠コンベンションホール プラッツ吹奏楽＠コンベンションホール若者向け企画＠天平ホール プロースト！ムジーク＠天平広場

キンダー！ムジーク ＠文化会館前広場０歳からのコンサート＠県文化会館ファミリーコンサート＠県文化会館

【有料公演】奈良フィルと公募オペラ合唱団＠県文化会館子どものための参加型コンサート＠なら歴史芸術文化村

第10回記念社寺公演＠金峯山寺
第10回記念社寺公演＠興福寺

【有料公演】関西フィル＠県文化会館

【有料公演】ジャパン・ナショナル・オーケストラ＠県文化会館
アウトリーチ無料公演 ＠社寺・ホール
アウトリーチ無料公演 ＠社寺・ホール

※一部、日程調整中○２０２２年５月１５日（日）～６月５日（日）の２２日間で開催（コロナウイルス対策は継続して徹底実施）

有料公演＠天平ホール＜奈良県コンベンションセンター企画（5/27～5/29）＞

２０２１年１２月２２日
▶有料公演（p.3）◇関西フィル ◇奈良フィル◇ジャパン・ナショナル・オーケストラ◇天平ホール６公演

▶オープニングセレモニー（p.2）奈良県出身若手アーティストを起用した公演

▶奈良県コンベンションセンター企画（p.5）◇参加者が一日中音楽に浸れるような企画を展開◇天平広場では音楽と食を楽しめるイベント「プロースト！ムジーク」を実施 ▶子ども向け公演・イベント（p.5）奈良県文化会館、なら歴史芸術文化村で子どもも楽しめる企画を展開

▶社寺公演（p.6）実施社寺数を2020年並みに戻し実施

▶第10回記念公演（p.4）奈良らしい世界遺産社寺において、著名アーティストによる無料記念公演を実施

※※※※イメージイメージイメージイメージ

※※※※イメージイメージイメージイメージ

※※※※イメージイメージイメージイメージ

※※※※イメージイメージイメージイメージ
※※※※イメージイメージイメージイメージ※※※※イメージイメージイメージイメージ

１１１１

※※※※イメージイメージイメージイメージ



ムジークフェストなら2022事業計画 オープニングセレモニー（案）
○ムジークフェストなら２０２２の開幕日である５月１５日（日）に、オープニングセレモニーを東大寺大仏殿で実施○ムジークフェストなら２０２２の開幕日である５月１５日（日）に、オープニングセレモニーを東大寺大仏殿で実施

２０２１年１２月２２日
＜実施概要案＞

◇日時： 2022年5月15日（日） 14：00～15：00

◇会場： 東大寺大仏殿

◇内容（案）： ムジークフェストならの第10回目の開催を記念するとともに、新型

コロナウイルス感染症の影響により自粛されてきた様々な活動が今

後再開される明るい兆しをイメージし、今後さらなる活躍が期待される

奈良県出身の若手アーティストを起用した弦楽コンサートを実施

【出演者案】 友滝真由（ヴァイオリン、生駒市出身）

大槻 健（コントラバス、奈良市出身）

＜開催イメージ（東大寺大仏殿）＞

友滝真由（ヴァイオリン）
２２２２

1995年奈良県出身、市立一条高校を卒業後渡独し、ベルリン芸術大学にてラティツァ ホンダ•ローゼンベルク氏に師事。学士課程を満点で卒業後、現在修士課程に在籍中。平成29年度文化庁新進芸術家海外研修制度研修員。第7回仙台国際音楽コンクール第3位(1位なし)、第25回ゾフィーシャルロッテ女王コンクール第1位など国内外で入賞多数。小澤征爾スイスアカデミー、ツェルマット、ヴェルビエ音楽祭を始めヨーロッパ内での音楽祭に多く出演。これまでに、ソリストとして、関西フィルハーモニー管弦楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、Jenaer Symphoniker等と共演。また、アルテミスカルテットの指導を受け、室内楽にも積極的に取り組んでいる。使用楽器はDeutsche Stiftung Musikleben 財団より貸与されているMatteo Goffriller。

■友滝真由 プロフィール 奈良市出身。東京藝術大学音楽学部を卒業。コントラバスを林武寛、永島義男、池松宏、吉田秀、西山真ニの各氏に師事。第二回Japan International Contrabass Festival Solo Competition 1位。東京藝術大学モーニングコンサートのソリストとして抜擢され、藝大フィルハーモニア管弦楽団と共演。在学中より、日本各地のプロオーケストラの客演首席を務めるほか、北九州音楽祭に参加。室内楽では、ピアノの迫昭嘉、深沢亮子の各氏らとシューベルトのピアノ五重奏曲「ます」で共演し、好評を博した。NHK連続テレビ小説「スカーレット」をはじめ、多数の作品の劇伴に参加。22歳で読売日本交響楽団の選考オーディションに受かり、2018年に同団の首席コントラバス奏者として入団。反田恭平プロデュースJapan National Orchestraコアメンバー。 ©Ayane Shindo

■大槻健 プロフィール

大槻 健（コントラバス）



ムジークフェストなら2022事業計画（案） 〜有料コンサート〜企画企画企画企画 ①「親しみやすいテーマと定番クラシック曲」によるフルオーケストラ①「親しみやすいテーマと定番クラシック曲」によるフルオーケストラ①「親しみやすいテーマと定番クラシック曲」によるフルオーケストラ①「親しみやすいテーマと定番クラシック曲」によるフルオーケストラ ②華麗なるオペラ・ミュージカルセレクト＆ヴァイオリン協奏曲②華麗なるオペラ・ミュージカルセレクト＆ヴァイオリン協奏曲②華麗なるオペラ・ミュージカルセレクト＆ヴァイオリン協奏曲②華麗なるオペラ・ミュージカルセレクト＆ヴァイオリン協奏曲出演（案） 関西フィルハーモニー管弦楽団＆原田莉奈（奈良県出身若手ピアニスト） 奈良フィルハーモニー管弦楽団＆ムジークフェストなら合唱団会場・定員 県文化会館 国際ホール 【定員：1,313席】 県文化会館 国際ホール 【定員：1,313席】ジャンル クラシック クラシック料金 指定席 前売1,500円（当日2,000円） 指定席 前売1,000円（当日1,500円）公演時間 16:00～18:00 （開場 15:00） 15:00～17:00 （開場 14:00）
備考 ［公演予定曲目］・ピアノ協奏曲第2番／ラフマニノフ・ミュージカル「マイ・フェア・レディ」メドレー・交響曲第4番／チャイコフスキー など※委託先：公益財団法人 関西フィルハーモニー管弦楽団 ［公演予定曲目］・トゥーランドットよりアリア「誰も寝てはならぬ」／Ｇ．プッチーニ・タンホイザーより「歌の殿堂を称えよう」／Ｒ．ワーグナー など※合唱団公募：2月初旬～※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

5/15（日） 5/22（日）２０２１年１２月２２日

３３３３

企画企画企画企画 ③ジャパン・ナショナル・オーケストラ公演③ジャパン・ナショナル・オーケストラ公演③ジャパン・ナショナル・オーケストラ公演③ジャパン・ナショナル・オーケストラ公演 ④奈良県コンベンションセンター・天平ホール公演④奈良県コンベンションセンター・天平ホール公演④奈良県コンベンションセンター・天平ホール公演④奈良県コンベンションセンター・天平ホール公演出演（案） ジャパン・ナショナル・オーケストラ［出演者（予定）］ 桐原宗生（ヴァイオリン）、長田健志（ヴィオラ）、大槻健（コントラバス）、皆神陽太（ファゴット）、鈴木優（ホルン）、庄司雄大（ホルン） ほか （（（（※※※※調整中）調整中）調整中）調整中）［出演候補者］ 菊本和昭（ＮＨＫ交響楽団首席トランペット奏者）大萩康司（ギター奏者）真砂陽地（奈良県出身トランペット奏者） ほか会場・定員 県文化会館 国際ホール 【定員：1,313席】 奈良県コンベンションセンター 天平ホール 【定員：476席】ジャンル クラシック ラテン、ジャズ、ウインド・ブラス など料金 指定席 前売2,000円（当日2,500円） 指定席 前売500円（当日1,000円）公演時間 （調整中） 夕刻予定 1公演45分程度を想定（1日あたり3公演を予定）備考 ※委託先：Japan National Orchestra 株式会社 ・ラ・フォル・ジュルネのように、天平ホールにおいて1日複数公演を実施し、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（※コンベンションホールではムジーク・プラッツ、天平広場ではプロースト！ムジークを開催）

6/3（金） 5/29（日）5/28（土）【ソリスト：原田莉奈】



日 時 令和4年6月5日（日）夕刻（夕刻（夕刻（夕刻（※※※※詳細調整中）詳細調整中）詳細調整中）詳細調整中）
会 場 興福寺中金堂

企画案
世界遺産社寺である興福寺の中金堂前庭において、ジャズコンサートを開催・およそ120年ぶりに予定されている興福寺五重塔の大規模修理の安全と無事を祈願し、著名アーティストのラージアンサンブル（約10名の編成）による演奏をご本尊様に奉納・大規模修理が実施される2022年は、「ムジークフェストなら」の第10回目となる記念の年でもあり、音楽祭の締めくくりとして公演を実施［出演アーティスト（案）］中川英二郎（トロンボーン）、エリック・ミヤシロ（トランペット） ほか

備 考 ※委託先：株式会社ＫＡＪＩＭＯＴＯ

ムジークフェストなら2022事業計画（案） 〜「ムジークフェストなら」第10回記念公演〜 ２０２１年１２月２２日
〇 「ムジークフェストなら」第10回を記念して、奈良らしい世界遺産の社寺において、著名アーティストによる

無料記念コンサートを開催

〇 「ムジークフェストなら」第10回を記念して、奈良らしい世界遺産の社寺において、著名アーティストによる

無料記念コンサートを開催

日 時 令和4年5月29日（日）午後（午後（午後（午後（※※※※詳細調整中）詳細調整中）詳細調整中）詳細調整中）
会 場 金峯山寺蔵王堂

企画案
奈良県南部を代表する世界遺産社寺である金峯山寺境内において、著名アーティストによる演奏をご本尊様に奉納［出演アーティスト（案）］古澤巖（ヴァイオリン）、金益研二（ピアノ）

・演目（案） ： ニューシネマパラダイス／モリコーネチャールダーシュ／モンティ など備 考 ※委託先：株式会社ＮＨＫエンタープライズ中部支社

◇ 北部社寺 開催企画（案） ◇ 南部社寺 開催企画（案）

【古澤 巖】 【金益研二】

【金峯山寺蔵王堂】 【開催イメージ】

４４４４

【興福寺中金堂】 【開催イメージ】

【エリック・ミヤシロ】【中川英二郎】



公演 子どものための参加型コンサート子どものための参加型コンサート子どものための参加型コンサート子どものための参加型コンサート 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ファミリーコンサート 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０歳からのコンサート会場・定員 なら歴史芸術文化村ホール【定員：275席】 奈良県文化会館 国際ホール 【定員：1,313席】
概要

★アーティストの演奏に合わせてリズムを叩いたり、踊ったり、会場が一体となって楽しむ参加型コンサートを開催★音楽を通じて親子の新しいコミュニケーションや、自己表現方法の発見などを目的とし、カラダいっぱいに音楽を感じるプログラム★出演者（案）･･･音楽ワークショップ・アーティストおとみっくイギリスやポルトガルから学んだ最先端の音楽ワークショップをベースに、子供から大人まで楽しめる、独自の参加型音楽プログラムを展開＜イメージ＞音楽ワークショップ・アーティストおとみっく

★こどものうたコンサート＆NHK人気キャラクターなど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

★奈良県立ジュニアオーケストラによる公演★クラシック曲のほか、子ども向けの楽しい楽曲を演奏★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実施判断）＜イメージ＞

公演 若者向け公演若者向け公演若者向け公演若者向け公演 ムジーク・プラッツ２０２２ムジーク・プラッツ２０２２ムジーク・プラッツ２０２２ムジーク・プラッツ２０２２ 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会場・定員 天平ホール【定員：476席】 ※夕刻開催予定 コンベンションホール【定員：2,000席】 ※1日2公演予定＜5/28（土）＞ 沖縄ＤＡＹ ＜5/29（日）＞ あおぞら吹奏楽ＤＡＹ
概要

★若年層に人気のアーティストによる公演を企画★若者の利用が多いＳＮＳ等を活用し、効果的な広報を実施★テレビやラジオなどのメディアと連携したイベントなどを想定＜イメージ＞
※企画は事業者プロポーザルにより選定

★沖縄音楽で歌って踊れる企画★天平広場では、公演に合わせ沖縄料理を楽しめるブースを出展＜イメージ＞
※企画は事業者プロポーザルにより選定

★出演者･･･県内学生吹奏楽部 ほか★著名なゲストプレイヤーを招き、学生とのコラボ演奏も実施＜イメージ＞
※委託先：奈良県吹奏楽連盟

ムジークフェストなら2022事業計画（案） 〜主な無料コンサート〜 ２０２１年１２月２２日

６/４（土） ６/５（日）

５/２８(土)・２９(日)５/２７(金)

５/２１(土)・２２（日）

奈良県文化会館前広場で、子どもがワークショップなどを楽しめる「キンダー！ムジーク」も同時開催奈良県文化会館前広場で、子どもがワークショップなどを楽しめる「キンダー！ムジーク」も同時開催奈良県文化会館前広場で、子どもがワークショップなどを楽しめる「キンダー！ムジーク」も同時開催奈良県文化会館前広場で、子どもがワークショップなどを楽しめる「キンダー！ムジーク」も同時開催

天平広場で、料理を味わいながら音楽が楽しめる「プロ天平広場で、料理を味わいながら音楽が楽しめる「プロ天平広場で、料理を味わいながら音楽が楽しめる「プロ天平広場で、料理を味わいながら音楽が楽しめる「プロ―スト！ムジーク」も同時開催スト！ムジーク」も同時開催スト！ムジーク」も同時開催スト！ムジーク」も同時開催

５５５５

○○○○ 奈良県コンベンションセンター企画奈良県コンベンションセンター企画奈良県コンベンションセンター企画奈良県コンベンションセンター企画

○○○○ 子ども向け公演・イベント子ども向け公演・イベント子ども向け公演・イベント子ども向け公演・イベント



ムジークフェストなら2022事業計画（案）〜社寺公演〜

会場名会場名会場名会場名 市町村市町村市町村市町村東大寺（金鐘ホール） 奈良市大神神社（大礼記念館） 桜井市春日大社（感謝共生の館） 奈良市西大寺（興正殿） 奈良市薬師寺（まほろば会館） 奈良市元興寺（禅室） 奈良市唐招提寺（僧坊） 奈良市長谷寺（本堂） 桜井市法隆寺（聖徳会館） 斑鳩町

２０２１年１２月２２日会場名会場名会場名会場名 市町村市町村市町村市町村東大寺（大仏殿） 奈良市興福寺 奈良市春日大社 奈良市大安寺 奈良市西大寺 奈良市薬師寺 奈良市唐招提寺 奈良市元興寺 奈良市十輪院 奈良市手向山八幡宮 奈良市喜光寺 奈良市矢田寺 大和郡山市石上神宮 天理市宝山寺 生駒市當麻寺（奥院） 葛城市廣瀬大社 上牧町朝護孫子寺（成福院・飛倉館） 平群町法隆寺 斑鳩町大神神社 桜井市談山神社 桜井市長谷寺 桜井市室生寺 宇陀市岡寺 明日香村壺阪寺 高取町金峯山寺 吉野町丹生川上神社下社 下市町

【実施社寺数（案）】
2021年：９社寺 ⇒ 2022年：２６社寺（※2020年度計画と同等数）

■2021年 社寺公演会場（計画ベース） 計計計計 ９９９９ 社寺社寺社寺社寺

■ 2022年 社寺公演会場（案） 計計計計 ２６２６２６２６ 社寺社寺社寺社寺

６６６６

○実施方針（案）

新型コロナウイルス感染症の情勢に鑑み、実施社寺数を従来並み

（2020年程度）に戻し、感染症対策を講じた上で実施

＜開催イメージ （過去の公演の様子）＞



ムジークフェストなら2022広報計画（案） ２０２１年１２月２２日

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
WEB媒体●公式HP●ＳＮＳ●インターネットサイト
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
その他●屋外広報●ノベルティ●メディア露出

■スケジュール
ム
ジ

ー
ク

フ
ェ

ス
ト

な
ら
２

０
２

2屋外バナー

■広報ポイント
○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

○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（YouTube広告等）開催約２ヶ月前から切れ目なく広報を展開

※上記スケジュールには調整中の内容も含むＴＶ出演マスメディア車内広告駅貼りポスター
ノベルティ配布

情報収集県民だより 県民だより
ポスター 公式ガイドブック

トップ画面ＳＮＳ YouTube広告公式HP

NEW !!

屋外看板
７７７７

奈良まほろば館８ＫモニターNEW !!

随時配信随時配信随時配信随時配信

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
※※※※イメージイメージイメージイメージ

※※※※イメージイメージイメージイメージ ※※※※イメージイメージイメージイメージ

※※※※イメージイメージイメージイメージ
※※※※イメージイメージイメージイメージ

※※※※イメージイメージイメージイメージ※※※※イメージイメージイメージイメージ

※※※※イメージイメージイメージイメージ
※※※※イメージイメージイメージイメージ


