ムジークフェストなら2022事業計画（案）

〜⼦ども向け公演・イベント〜

２０２２年２月２５日

2022年3月にオープン予定の「なら歴史芸術文化村」及び「奈良県文化会館」において、子どもが楽しめるコンサートやイベントを展開

■奈良県文化会館におけるコンサート・イベント企画（6/4・
6/4・6/5）
6/5）
■なら歴史芸術文化村におけるコンサート企画（
■なら歴史芸術文化村におけるコンサート企画（5/21・
5/21・5/22）
5/22） ■奈良県文化会館におけるコンサート・イベント企画（6/4
子どものための参加型コンサート

０歳からのコンサート

ファミリーコンサート

◇内容◇
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。
◇対象年齢◇ ３歳～小学校低学年向け（0歳から入場可）
◇会場◇ なら歴史芸術文化村 芸術文化体験棟 ホール（275席）
◇出演者◇ 音楽ワークショップ・アーティスト おとみっく
◇プログラム◇ 〔1部〕13:00～13:45 〔2部〕15:30～16:15
①5月21日（土） 「ヴァイオリンでめぐる、踊りの音楽」
－ヴァイオリンの音色を鑑賞しながら、踊りがテーマのクラシックの名曲に

◇内容◇
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
層向けのコンサート。
◇会場◇ 奈良県文化会館 国際ホール
◇日時◇ 6月4日（土） 〔1部〕13:00～14:10
〔2部〕15:30～16:40
◇出演者◇ ストレッチマン
元木聖也＆安藤なおこ ほか

◇内容◇
赤ちゃんから楽しめるクラシックコンサート。
クラシック曲のほか、子ども向けの楽しい楽曲も演奏。
また、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）
◇会場◇ 奈良県文化会館 国際ホール
◇日時◇ 6月5日（日） 14:00開演
◇出演者◇ 奈良県立ジュニアオーケストラ
指揮・音楽監督 梅沢和人
◇演奏予定曲目◇ 「新世界より」第2楽章／ドヴォルザーク
アンダーソン曲集 ほか

親しむコンサート

【出演メンバー】 坂本夏樹（ピアノ）、池田恭子（打楽器）、
中村響子（ヴァイオリン）、眞間麻美（ピアノ）
【演奏予定曲目】 「眠れる森の美女」より ワルツ／チャイコフスキー
「踊る人形」／ポルディーニ ほか

②5月22日（日） 「世界の楽器に出会おう！」

【出演メンバー】 磯野恵美（フルート）、池田恭子（打楽器）、
中村響子（ヴァイオリン）、眞間 麻美（ピアノ）
【紹介する楽器例】 ジャンベ、シロフォン、ウォッシュボード など
【演奏予定曲目】 「動物の謝肉祭」化石／サン=サーンス
聖者の行進 ほか

＜開催イメージ＞
音楽ワークショップ・アーティスト おとみっく
■交流にぎわい棟

■情報発信棟

元木聖也＆安藤なおこ

ストレッチマン
（宇仁菅 真）

－楽器紹介を交え、世界の音楽を楽しむコンサート

＜開催イメージ＞

キンダー！
キンダー！ムジーク
◇内容◇ 大道芸パフォーマンスや子ども向けワークショップの実施など、
子どもからから大人まで気軽に楽しめるイベントを展開
◇会場◇ 奈良県文化会館前 つどいの広場
◇日程◇ 6月4日（土） ・6月5日（日）
大道芸パフォーマンス（案）

【タイムスケジュール案】

【会場展開イメージ】
飲食エリア

ワークショップ例

遊具例

■パフォーマー■
くるくるシルク

■⽂化財修復・展⽰棟

面白不思議なサーカス
パフォーマンス

■芸術文化体験棟
＜なら歴史芸術文化村（イメージ図）＞

＜過去の様子＞

＜ホール＞

飲食ブース

案内テント

クレープやドーナツなど、子ども
も大好きな飲食ブースを展開

５

ムジークフェストなら2022事業計画（案）

〜 有料コンサート案 〜

２０２２年２月２５日

４月１日～ チケット発売予定！

開催日
5/15（日）

企画

「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

（日） 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

5/22

5/28（土）

天平ホール企画

＜ラテン＆ジャズ＞

出演者

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）

奈良県文化会館 国際ホール

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

奈良県文化会館 国際ホール

（日）

料金

前売：1,500円

（当日2,000円）
前売：1,000円
（当日1,500円）

©s. yamamoto

【関西フィルハーモニー管弦楽団】

藤井玲南（ソプラノ）
大萩康司（ギター）

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）
中川英二郎（トロンボーン） ほか
5/29

会場

＜ブラス＆ウインド＞ 真砂陽地・坂田明奈・後藤天太 Jam session

©SHIN YAMAGISHI

【指揮：藤岡幸夫】

奈良県コンベンションセンター
天平ホール

前売：500円

（当日1,000円）

The Osaka Brassters（金管五重奏）

©

平舘平

【ピアノ：原田莉奈】

【奈良フィルハーモニー管弦楽団】

【指揮：粟辻 聡】 【テノール：清原邦仁】

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）

工藤重典（フルート）
大萩康司（ギター）

（金）

6/3

Japan National Orchestra メンバーより
Japan National Orchestra & Friends
桐原宗生（ヴァイオリン）、長田健志（ヴィオラ）、
- JNOメンバーと海外トップアーティストに
大槻健（コントラバス）、皆神陽太（ファゴット）、
よる極上の室内楽
鈴木優（ホルン）、庄司雄大（ホルン）
務川慧悟（ピアノ）
（※海外アーティスト調整中）

奈良県文化会館 国際ホール

前売：2,000円

【ジャパン・ナショナル・オーケストラ】

（当日2,500円）

【ピアノ：務川慧悟】

６

ムジークフェストなら2022事業計画（案）
平日を中心に、県内の社寺や

〜 無料コンサート案 〜

２０２２年２月２５日

ホールにおいて、実力派アーティストによるコンサートを開催！
Pick up ！

ムジークフェストなら2022
オープニングコンサート 【5/15（日）】

＊奈良県出身の新進気鋭アーティストによる、
ムジークフェストなら2022の開幕を祝うコンサート。
奈良県産優良スギ材で製作したスギヴァイオリンの
演奏も。
＜会場＞ 東大寺大仏殿
＜出演＞ 友滝真由（ヴァイオリン）
大槻健（コントラバス）
＜演奏予定曲目＞
・パッサカリア／ヘンデル-ハルボルセン
・愛の挨拶／エルガー ほか
©Ayane Shindo

ムジークフェストなら2022
注目無料コンサート
【5/18（水）】 法隆寺本坊
＜出演＞ 中野振一郎（チェンバロ）
©中倉壮志朗

【6/1（水）】 西大寺（興正殿）
＜出演＞ 佐藤和哉（篠笛）

【6/2（木）】 大和高田さざんかホール
（小ホール）
＜出演＞ スタイナート
小島 燎（ヴァイオリン）
谷口賢記（チェロ）
酒井 茜（ピアノ）
※上記内容は現時点のものであり、調整中の公演も一部含まれる

©Yoshie Kuwayama

７

〜動画配信案〜

ムジークフェストなら2022事業計画（案）

２０２２年２月２５日

「ムジークフェストなら」ならではのコンサートである社寺公演の様子をYouTubeで無料配信

・第10回記念公演（興福寺・金峯山寺）はライブ配信を実施。他の公演についてはアーカイブ配信を実施。
・全期間終了後、まとめ動画を作成し次年度以降のＰＲに使用

配信方法

公演日程
5/29（日）

ライブ配信

古澤 巖（ヴァイオリン）
金益 研二（ピアノ）

会場

視聴期間

金峯山寺蔵王堂
各公演開催時間のみ

6/5（日）

アーカイブ配信

出演者

5/15（日）
～6/5（日）

SUPER BRASS STARS
XXL EDITION
実行委員会主催の社寺公演
（※上記2公演を含む）

興福寺中金堂

実行委員会主催公演実施社寺
（興福寺、金峯山寺ほか調整中）

各公演の約３日後（予定）
～6/30（木）まで

※ 各公演１曲程度に編集のうえ配信

８

ムジークフェストなら２０２２広報計画（案）

２０２２キービジュアル
２０２２キービジュアル

主な広報展開

①WEB媒体（公式HP、SNS、インターネット情報サイト等）
■ Facebook、Twitter、Instagram、LINE、YouTubeによる情報発信
■ 出演者コメントの発信など、積極的な事前広報を実施

②公式ガイドブック
■ ３月２５日（金）頃発行予定 （40,000部）
■ 県内外の文化施設、市町村役場、図書館、公民館、駅、園・学校、
楽器店・音楽教室等に配布
■「祈りの回廊」と連携し、音楽祭開催期間の特別公開等についても
併せて発信
③屋外広告物
■ 奈良県文化会館前広告
■ 公演実施会場でのバナー看板等設置

※イメージ

④交通広告

■ せんとくんをナビゲーターとして起用し、奈良県で開催される音楽祭
であることを印象づけ
■ 第10回記念公演を特出し告知

■ 近鉄・ＪＲ駅貼りポスター、電車内広告
■奈良交通バス車内デジタルサイネージ広告

※イメージ

９

