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２０２２年２月２５日
■ムジークフェストなら２０２２全体概要■ムジークフェストなら２０２２全体概要■ムジークフェストなら２０２２全体概要■ムジークフェストなら２０２２全体概要１．オープニングセレモニー（１．オープニングセレモニー（１．オープニングセレモニー（１．オープニングセレモニー（5/15））））◇ 東大寺大仏殿において、奈良県出身若手アーティストの友滝真由（ヴァイオリン）、大槻健（コントラバス）を迎え、ムジークフェストなら２０２２の開幕を祝うコンサートを開催２．第２．第２．第２．第10回記念公演（回記念公演（回記念公演（回記念公演（5/29、、、、6/5））））◇ 世界遺産社寺である興福寺及び金峯山寺において、著名なアーティストによる第10回記念無料公演を開催３．奈良県コンベンションセンター企画３．奈良県コンベンションセンター企画３．奈良県コンベンションセンター企画３．奈良県コンベンションセンター企画 （（（（5/27～～～～5/29））））◇ コンベンションホール企画・ムジーク・プラッツの人気企画「沖縄DAY（5/28）」、「あおぞら吹奏楽特別編（5/29）」を開催◇ 天平ホール企画・ 5/27は若者に人気のアーティストによる無料公演を実施・ 5/28、29は、ジャズやブラス＆ウインドなど、著名アーティストによる有料６公演がワンコインで！◇ 天平広場企画・ 5/27～29の3日間、音楽と食が楽しめる「プロースト！ムジーク」を開催４．子ども向け公演・イベント４．子ども向け公演・イベント４．子ども向け公演・イベント４．子ども向け公演・イベント◇ なら歴史芸術文化村と奈良県文化会館において、子どもから大人まで楽しめるコンサートを開催◇ 奈良県文化会館前つどいの広場では、子ども向けワークショップや大道芸パフォーマンスなどが楽しめるイベント「キンダー！ムジーク」を開催５．有料公演５．有料公演５．有料公演５．有料公演 （９公演）（９公演）（９公演）（９公演）◇奈良フィル公演、関西フィル公演、ジャパン・ナショナル・オーケストラ公演 など全９公演！６．無料公演６．無料公演６．無料公演６．無料公演 （４５公演）（４５公演）（４５公演）（４５公演）◇社寺公演（２８公演）、ホール等公演（１７公演）を開催予定７．アウトリーチ７．アウトリーチ７．アウトリーチ７．アウトリーチ （２０公演）（２０公演）（２０公演）（２０公演）◇幼稚園、小学校、特別支援学校等（２０校・園程度）にアーティストを派遣。期間中の平日に実施８．動画配信８．動画配信８．動画配信８．動画配信◇社寺公演をYouTubeでアーカイブ配信予定！第１０回記念公演はライブ配信も実施！９．広報展開９．広報展開９．広報展開９．広報展開◇若年層向けアプローチとして、ＳＮＳを積極的に活用。新たな取り組みとしてYouTube公告等も実施◇公式ガイドブック（3月下旬発行予定）など、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◇他団体やまちなかのカフェなどが主催するコンサートを集約し、一体的に広報を実施

～～～～ 音楽で、奈良を元気に音楽で、奈良を元気に音楽で、奈良を元気に音楽で、奈良を元気に ～～～～「文化の振興」を通じて、「地域の振興」につなげるとともに、コンサートに出かけて音楽を楽しむことで、来場者の心身の健康増進を図り、音楽祭を通じて奈良を元気にする。
▶ P.2▶ P.3-4

▶ P.5

▶ P.7

奈良フィル＆公募合唱団＠県文化会館

有料公演 ＠会場名無料公演 ＠会場名凡例■実行委員会主催公演カレンダー■実行委員会主催公演カレンダー■実行委員会主催公演カレンダー■実行委員会主催公演カレンダー

０歳からのコンサート＠県文化会館

＠大神神社

奈良の街中が音楽であふれる２２日間奈良の街中が音楽であふれる２２日間奈良の街中が音楽であふれる２２日間奈良の街中が音楽であふれる２２日間５５５５／／／／１５１５１５１５（日）（日）（日）（日） ▶▶▶▶ ６６６６／／／／５５５５（日）（日）（日）（日）
オープニングセレモニー＠東大寺大仏殿

▶ P.6

▶ P.8▶ P.9

関西フィル＠県文化会館
アウトリーチ
アウトリーチ
アウトリーチ

＠矢田寺＠橿原文化会館 ＠石上神宮＠室生寺 ＠法隆寺 ＠東大寺金鐘ホール＠宝山寺 ＠手向山八幡宮 ＠大安寺＠十輪院 子どものための参加型コンサート＠なら歴史芸術文化村
＠奈良公園BT

＠唐招提寺＠談山神社 プロースト！ムジーク ＠天平広場若者向け企画（FM802コラボ）＠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ブラス＆ウインド３公演＠天平ホールジャズ＆ラテン３公演＠天平ホール 第10回記念公演＠金峯山寺
＠薬師寺＠朝護孫子寺 ＠壷阪寺＠岡寺 ＠廣瀬大社＠丹生川上神社下社

＠東大寺大仏殿

＠春日大社＠喜光寺 ＠元興寺 ＠西大寺＠當麻寺 ＠長谷寺＠さざんかホール ＠秋篠音楽堂 第10回記念公演＠興福寺キンダー！ムジーク ＠つどいの広場ジャパン・ナショナル・オーケストラ＠県文化会館 ファミリーコンサート＠県文化会館

ムジークフェストなら２０２２全体概要（案） ２０２２年２月２５日



日 時 2022年6月5日（日）18:30より（予定）会 場 興福寺中金堂

内容

ムジークフェストなら2022事業計画（案） 〜第10回記念公演〜

日 時 2022年5月29日（日）14:00より（予定）会 場 金峯山寺蔵王堂

内容

◇興福寺公演実施案 ◇⾦峯⼭寺公演実施案

【古澤 巖】 【金益研二】

＜開催イメージ＞ ２２２２＜開催イメージ＞
【エリック・ミヤシロ】【中川英二郎】

２０２２年２月２５日

［演奏予定曲目］・Into The Sky ／Eijiro Nakagawa・宝島 ／和泉宏隆・Spain ／Chick Corea ほか ［演奏予定曲目］・Chronos／ロベルト・ディ・マリーノ・ひばりⅢ／グリゴラシュ・ディニーク・ヴァイオリンソナタ第１番イ長調（全楽章）／ガブリエル・フォーレ ほか

［出演者］中川英二郎 × エリック・ミヤシロ SUPER BRASS STARS  XXL EDITION・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 ［出演者］・古澤巖（ヴァイオリン）・金益研二（ピアノ）

世界遺産である興福寺・金峯山寺における第10回記念奉納プレミアムコンサート

©Simon Yu

～第～第～第～第10101010回記念公演回記念公演回記念公演回記念公演 「世界遺産興福寺「世界遺産興福寺「世界遺産興福寺「世界遺産興福寺中金堂奉納コンサート」～中金堂奉納コンサート」～中金堂奉納コンサート」～中金堂奉納コンサート」～◆ 国内最前線で活躍するファーストコール・ミュージシャンが一同に集結し、スペシャル・バンドを結成。◆ 興福寺五重塔の大規模修理の安全と無事を祈願し、ご本尊様に奉納する、プレミアムジャズコンサート
～（仮）第（仮）第（仮）第（仮）第10101010回記念公演回記念公演回記念公演回記念公演 「古澤巌「古澤巌「古澤巌「古澤巌 奉納コンサート奉納コンサート奉納コンサート奉納コンサートinininin金峯山寺」金峯山寺」金峯山寺」金峯山寺」～◆ 日本を代表するヴァイオリニスト・古澤巖を迎え、ご本尊様にヴァイオリン演奏を奉納。◆ 新緑の吉野山に、至高の音色が響き渡る、プレミアムなコンサート（※公演紹介文調整中）

＜会場展開イメージ＞
中金堂
ステージ ＜会場展開イメージ＞蔵王堂 ステージ 観客エリア観客エリア



２０２０年１０月２日

３３３３

ムジークフェストなら2022事業計画（案）
コンベンションホール企画コンベンションホール企画コンベンションホール企画コンベンションホール企画＜ムジーク・プラッツ in コンベンションホール＞● これまで春日野園地で実施していた人気企画（沖縄音楽、吹奏楽） を、屋内版ムジーク・プラッツとして開催【事前申込制】 【【【【5/28（土）（土）（土）（土）】】】】沖縄沖縄沖縄沖縄DAY

【【【【5/29（日）（日）（日）（日）】】】】あおぞら吹奏楽特別編あおぞら吹奏楽特別編あおぞら吹奏楽特別編あおぞら吹奏楽特別編★沖縄音楽が存分に楽しめる企画★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も展開 ★ジャズクラリネットの第一人者・北村英治をゲストに迎え、県内学生とのコラボ演奏を実施■主な出演者（案）■ 主な出演者（案）

〜奈良県コンベンションセンター企画案〜 ①コンベンションホール・天平ホール企画

りんけんバンド

ゆいゆいシスターズ
ジョニー宜野湾 下地イサム新良幸人

<２部><２部>

天平ホール企画天平ホール企画天平ホール企画天平ホール企画＜多彩なジャンルの公演＞●１日中気軽に音楽に浸れるよう、リーズナブルな価格の有料公演（５００円）を複数実施●5月27日（金）はFM802と連携し、若者に人気のある実力派アーティストによる無料公演を実施【【【【5/27（金）（金）（金）（金）】】】】
FM802コラボステージコラボステージコラボステージコラボステージ 【【【【5/28（土）（土）（土）（土）】】】】ラテン＆ジャズラテン＆ジャズラテン＆ジャズラテン＆ジャズ 【【【【5/29（日）（日）（日）（日）】】】】ブラス＆ウインドブラス＆ウインドブラス＆ウインドブラス＆ウインド＜公演１＞藤井玲南（ソプラノ）、大萩康司（ギター） ＜公演１＞真砂陽地・坂田明奈・後藤天太 Jam session 

＜公演２＞菊本和昭（トランペット）、齊藤健太（サクソフォーン）、林正樹（ピアノ）、クリストファー・ハーディー（パーカッション） ＜公演２＞
The Osaka Brasstars（金管五重奏）新穂優子（トランペット）、中嶋尚也（トランペット）伊藤数仁（ホルン）、戸井田晃和（トロンボーン）北畠真司（テューバ）

＜公演３＞中川英二郎（トロンボーン）
and more....

＜公演３＞工藤重典（フルート）大萩康司（ギター）

★FM802の人気番組「Chillin’ Sunday（ＤＪ：落合健太郎）」の公開収録を実施。番組内でもムジークフェストならをＰＲ。
＜プロフィール＞牧 達弥(vo/g)、柳沢 進太郎(g)、長谷川プリティ敬祐(ba)、ジェットセイヤ(dr)の4人からなる新世代ロックンロール・バンド。さまざまなジャンルを呑み込んだオリジナリティ豊かな楽曲で聴く人を魅了し、ライヴでは強烈なグルーヴを生み出す。音楽ルーツへのリスペクトにとどまらず、常に変化・革新をし続けている。2021年7月、牧 達弥によるYouTube 弾き語り企画「マキガタリ」が始動。

５/２７（金）～５/２９（日）の３日間、
一日中「音楽と食」が楽しめる企画を展開

・牧 達弥（go!go!vanillas ボーカル) 1929年東京都生まれ。慶応大学在学中にクラリネットを学び、1951年デビュー。1954年に自己のバンドを結成し、以降現在まで国内外でコンサートやディナーショー、ラジオやテレビ出演など幅広い音楽活動を展開している。これまでベニー・グッドマンとの共演や、モンタレージャズフェスディバルに招かれるなどアメリカはもとより、ヨーロッパ、オーストラリアなど世界的にも活躍。2007年、旭日小綬章受章。2014年に英国のジャズ誌『ジャズジャーナル』の表紙を飾るなど、90歳を超えた今も精力的に演奏活動を行っている。

<１部> <１部> ・桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブ・香芝中学校吹奏楽部・生駒中学校吹奏楽部・天理高校吹奏楽部・セントシンディ＆奈良市吹合同バンド【ゲスト】北村英治
・M’s sound factory・光明中学校吹奏楽部・天理中学校吹奏楽部・一条高校吹奏楽部＜※ゲストバンド調整中＞

©Makoto Kamiya

◆奈良吹奏楽校名門卒のプロミュージシャンが中心となった1日限りのジャムセッション
◆オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラを支える、豊潤なブリリアント・サウンド◆世界的フルート奏者工藤重典がムジーク初登場！音の詩人・大萩康司とともに演奏を披露

◆ムジーク発・初共演！透明感溢れる歌声とギターで贈る、繊細で優美な南欧の風◆国際的に活躍するプレイヤーたちの、ジャンルを超えたドリームユニット
©Lasp Inc

©Simon Yu

◆世界的トロンボーン奏者・中川英二郎による、ムジークだけのスペシャルな60分（※ほか1組アーティスト出演調整中）

©Toshiyuki Tanaka

玉城流円の會
琉球國祭り太鼓奈良支部 <MC>岡本美紀（宮古島出身）

■主な出演者（案）

２０２２年２月２５日



２０２０年１０月２日

４４４４

ムジークフェストなら2022事業計画（案） 〜奈良県コンベンションセンター企画案〜 ②天平広場企画

天平広場企画天平広場企画天平広場企画天平広場企画＜プロースト！ムジーク＞ 【5/27(金)～5/29（日）】●誰でも安心して「音楽と食」を楽しめる企画を展開●ドイツ音楽に合わせてドイツビールやドイツ料理が楽しめる空間を演出■ ドイツ音楽国内ビールフェスティバルへの出演経験豊富な楽団が、迫力のある演奏で会場を楽しい雰囲気に盛り上げ■ ドイツビール（樽生ビール） ＜ドイツビール銘柄＞マイゼルス＆フレンズ（白・黒）ヴァルシュタイナーヴェルテンブルガーケーニッヒ・ルードヴィッヒ など 日程 会場 時間帯
5/27（金） 天平ホール天平広場
5/28（土） コンベンションホール天平ホール天平広場
5/29（日） コンベンションホール天平ホール天平広場

プロースト！ムジーク
プロースト！ムジーク有料公演

ＦＭ８０２コラボ企画プラッツ 沖縄 プラッツ 沖縄
プラッツ 吹奏楽 プロースト！ムジークプラッツ 吹奏楽有料公演 有料公演

有料公演 有料公演 有料公演
＜メニュー展開＞アイスバインソーセージバタープレッツェルチュロス など

■ ドイツ料理
■ タイムスケジュール案

★沖縄DAYでは沖縄料理を提供 ※写真はイメージ※ビール、料理は１品５００円～１０００円程度を想定

12:00 18:00 20:00

※写真はイメージ
※写真はイメージ

山口ひとみ with ヒルシュカペレ

２０２２年２月２５日


