
令和３年度

奈良県みんなでたのしむ
大芸術祭

「文化の力で奈良を元気に！」

実施計画

奈良県大芸術祭実行委員会事務局
奈良県障害者大芸術祭実行委員会事務局

（奈良県文化・教育・くらし創造部文化振興課）



令和２年度の振り返り

・ 平成２９年度に「国民文化祭」と「全国障害者芸術・文化祭」を全国

で初めて一体開催したことを契機として、平成３０年度から「奈良県

大芸術祭」と「奈良県障害者大芸術祭」の一体開催を開始。

３年目となる、令和２年度は、新型コロナウイルスの影響により、

多くのイベントが中止となったが、感染防止対策を徹底し、実行委

員会主催イベントと、民間等の文化芸術団体が主催した「音楽」「演

劇」「芸能」「舞踊」「美術」などの幅広いジャンルのイベントを２０５催

事開催した。

・ コロナ禍にもかかわらず、来場者

数は、３４万人にのぼり、多くの県民

をはじめとする皆さまに、県内各地

で芸術文化を楽しんでいただいた。
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「奈良県大芸術祭」と「奈良県障害者大芸術祭」を「奈良県みんなでたのしむ
大芸術祭」として一本化し、障がいの有無や年齢などにとらわれず、「みん
な」が参加し「たのしむ」ことのできる芸術祭となるよう一層強力に推進する。

令和３年度について①

実施方針

○各主催イベントにおいて障がいのあるなしにかかわらず楽しめるイベント
であることをこれまで以上に強力に発信

○昨年度の経験を活かし、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底す
るとともに、無観客でも実施できる仕立てでイベント開催

○社寺、市町村と連携し、奈良の歴史文化資源の魅力を協働で発信するこ
とで、奈良県全体の文化力を向上

○幅広い世代の参加を促し、県民の芸術文化活動の裾野を拡大
○一本化開催の幕開けにふさわしいものとなるよう、文化庁の補助金（コ
ロナ対策補正予算）を活用し、複合目的（何かと一緒に）で芸術文化に触
れられるイベントや上質な芸術文化等を楽しむことができるイベントを実
施することで、より多くの県民に芸術文化に触れる機会を提供
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令和３年度について②

タイトル ／ 「奈良県みんなでたのしむ大芸術祭」

テーマ ／ 文化の力で奈良を元気に！

期 間 ／ 令和３年９月１日（水）～１１月３０日（火）

会 場 ／ 奈良県内各地

主 催 ／ 奈良県・奈良県大芸術祭実行委員会

奈良県障害者大芸術祭実行委員会

関係者 ／ 奈良県みんなでたのしむ大芸術祭に参加する

民間芸術文化団体等
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＜実施予定イベント＞

現状において感染防止対策を徹底し

開催可能と考えられるイベント

令和３年度奈良県みんなでたのしむ大芸術祭イベント展開
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イベント展開（案）オープニング・クロージング

◆開催日：2021年11月28日(日)
◆場 所：橿原文化会館 小ホール
◆内 容：ストリートピアノYouTuberよるパフォーマンス

障がいのあるアーティストによるパフォーマンス
（県立ろう学校の卒業生で結成した劇団）

◆開催日：2021年9月4日(土)
◆場 所：奈良県コンベンションセンター（コンベンションホール）
◆内 容：目玉となるプロアーティストによるパフォーマンス

（島谷ひとみほか）
障がいのある方達によるチアリーディング
奈良県内の芸術団体による舞台演劇

一本化開催の幕開けを象徴するイベントとなるよう、障がいのある出演者とのコラボ企画
などを盛り込み、「みんな」が「たのしむ」ことのできる企画とする。

◎オープニングイベント [ライブ配信あり]

◎クロージングイベント [ライブ配信あり]

両芸術祭のフィナーレとして、3か月間を振り返りつつ、芸術文化活動を楽
しみまたその活動を通じて障がいのある人とない人の交流を促進させて
いく機運の醸成を図る。
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イ ベ ン ト 展 開 （案） 障がい者交流①

◎まほろば あいのわ コンサート [ライブ配信あり]
音楽を通して障がいのある人とない人の新たな出会いや交流を創出することを目的に、
コンサートを開催する。コンサートの開催に先立ち、障がいのある人とない人を分けへだて
することなく公募し、3回の事前練習会を行い本番公演に臨む。
◆開催日：2021年11月27日（土）
◆場 所：大和高田さざんかホール 大ホール
◆内 容：音楽家指揮の元、公募出演者とゲスト出演者の

コラボパフォーマンス等の披露

◎奈良を感じる感覚展（仮）
障がいのある人もない人も双方が楽しめるよう体の色々な感覚を使って楽しむ体感型

の展示・体験イベントを実施する。

イオンモールで実施することで、障がいのない人にも気軽に参加頂けるとともに、

芸術祭への参加が少ないファミリー層や若年層の参加を見込む。

◆開催日：2021年11月19日(金) ～ 11月25日（木）

◆場 所：イオンモール大和郡山 イオンホール
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日本の自然にあらわれる美しいものを象徴した「花鳥風月」をテーマに

全国の障がいのある人から「幡」のデザインを募集する。応募作品を多くの

方が訪れる東大寺大仏殿前に掲揚するプロジェクト。

◆開催日：2021年11月6日(土) ～ 11月14日（日）

◆場 所：東大寺大仏殿前ほか
◆内 容：応募作品から選考した作品を「幡」にデザインして東大寺大仏殿前に掲揚

応募全作品の原画をイオンモール大和郡山に展示。

県内の障がいのある人のアートを日常の中で楽しむプロジェクト。障がいのある人
が描いた絵画を身近なまちなかで展示することにより、障がいの
ある人の自己表現の場を確保する。
また、店舗の客、店舗スタッフ、作品制作者等がともに作品を
鑑賞することにより、障がいのある人とない人の「交流・共創」
を目指す。
◆開催日：2021年10月16日(土) ～ 10月31日（日）
◆場 所：県内主要駅周辺店舗ほか
◆内 容：県内各地のカフェや町家、社寺などで障がいのある人の作品を展示。

イ ベ ン ト 展 開 （案） 障がい者交流②

◎ビッグ幡（ばん） in 東大寺＜社寺連携＞

◎プライベート美術館＜社寺連携＞

07



イ ベ ン ト 展 開 （案） 市町村連携

市町村と連携し地域の特色を活かしたイベントを開催する。
連携によって県全体の文化力を向上するとともに地域の活性化を目指す。

【天理市】 [ライブ配信あり]
国際色豊かな音楽、食などが楽しめるイベントを駅前や商店街で開催する。
◆開催日：未定
◆場 所：天理駅前広場「コフフン」（屋外）ほか

【三郷町】 [ライブ配信あり]
歴史と伝統ある「龍田大社」を舞台に、和洋折衷の音楽コンサートを開催する。
◆開催日： 2021年9月18日(土) 
◆場 所：龍田大社（屋外）

【大淀町】 ［新規］
誰もが楽しめるワークショップなどの各種イベントを開催する。
◆開催日：未定
◆場 所：未定

【川西町】 ［新規］ [ライブ配信あり]
有名な音楽楽団を招聘してコンサートを開催することで、川西町の文化事業を広く周知する。
◆開催日： 2021年11月6日(土) 
◆場 所：川西文化会館 コスモスホール
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イ ベ ン ト 展 開 （案） 県民参加

◎県民きらめきステージ[拡充]

大型商業施設（イオンモール大和郡山・橿原・高の原）と連携し、多くの人が行き交う施設
内で県民が日頃の芸術文化活動の成果を発表できるステージを実施する。

今年度新たに、イオンモール高の原でも開催する。

◆開催日及び場所：

2021年9月11日（土）、12日（日） イオンモール大和郡山

2021年9月25日（土）、26日（日） イオンモール橿原

2021年10月23日（土）、24日（日） イオンモール高の原

◆内 容：県内を中心に芸術文化活動を行っている方による

音楽、舞踊、ダンスなどの各種パフォーマンス

◎奈良県芸能まつり[新規]

大型商業施設と連携し、多くの人が行き交う施設内で県内の伝統芸能の発表の場を
創出することにより、県民の伝統芸能に対する関心を高める。

◆開催日及び場所：

2021年9月12日（日） イオンモール大和郡山

2021年9月26日（日） イオンモール橿原

2021年10月24日（日） イオンモール高の原

◆内 容：県指定無形民俗文化財等を中心に各３団体程度の出演を予定09



イ ベ ン ト 展 開 （案） 参加機会の拡大

◎まちなかアートキャラバン事業１

10

＜複合目的で（何かと一緒に）芸術文化を楽しめるイベント＞

１．大型商業施設でのワークショップ

ショッピングモールで開催する利点を活かし、

ファミリー層をターゲットに、お買い物と一緒に

身近な素材を使った体験型アートイベントを

開催し、アートに触れる機会を創出する。

＜上質な芸術文化に触れることのできるイベント＞

２．著名芸術家によるワークショップ

著名な芸術家を招聘し、子どもが絵画等の魅力を体感できる講演や

ワークショップの開催する。

一本化開催の幕開けにふさわしいものとなるよう、文化庁の補助金（コロナ対策補
正予算）を活用し、障がいの有無や年齢にとらわれず「みんな」が「たのしむ」ことので
きる芸術祭となるよう、より強力に、積極的に推進していくイベントを実施する。



イ ベ ン ト 展 開 （案） 鑑賞機会の拡大①

＜複合目的で（何かと一緒に）芸術文化を楽しめるイベント＞

３．天平広場でのストリートピアノ [ライブ配信あり]

オープニングイベントの開催日にイベントや観光振興施設

と一緒に芸術文化に触れる機会を提供する。当芸術祭の

開催をより強力に発信していけるようYouTuberの起用を

検討する。

４．商店街での障がい者アートパフォーマンス

商店街の空店舗を活用し、商店街でのお買い物と一緒に、日常生活の中で

障がい者の芸術文化に触れる機会を提供する。

５．奥大和MIND TRAILとの連携事業

10月から11月にかけて実施する奥大和MIND TRAILと

同時期に同じ地域で、イベントを実施することで相乗効果

によって芸術文化の鑑賞機会の拡大を図る。11

◎まちなかアートキャラバン事業２



イ ベ ン ト 展 開 （案） 鑑賞機会の拡大②

＜上質な芸術文化に触れることのできるイベント＞

６．県内社寺等での有料公演 [ライブ配信あり]

県内社寺等において、社寺へのお参りと一緒に、上質な芸術文化（障がいのある

ゲストを含む）に触れる機会を提供。

＜コロナ禍でも実施可能なイベント＞

７．県内公園等でのドライブインシアター

コロナ禍でも形を変えずに実施可能となるよう、

車に乗りながら、ソーシャルディスタンスを保って

映画を楽しむイベントを実施する。
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◎まちなかアートキャラバン事業３



＜実施検討中イベント＞

開催に向け関係団体との調整が必要な

イベント

令和３年度奈良県みんなでたのしむ大芸術祭イベント展開
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イ ベ ン ト 展 開 （案） その他

◎秋のゴスペル＆ビッグバンドコンサート
滋慶学園の学生を中心にした音楽ステージを開催する。
◆開催日：2021年11月3日（水、祝）
◆場 所：奈良県文化会館 国際ホール
◆内 容：ゴスペルコンサート、ビッグバンドコンサート

◎にじいろ吹奏楽
奈良県吹奏楽連盟と連携し、全国有数の吹奏楽部を招き
その演奏を鑑賞することや共演・交流することにより、県内
で活動する中学校・高校の吹奏楽部員の意識の向上を図る。

◆開催日：2021年10月30日（土）
◆場 所：橿原文化会館 大ホール
◆内 容：全国有数の吹奏楽部による演奏、及び県内中学・高校吹奏楽部との共演

◎合唱の祭典2021
奈良県合唱連盟と連携して実施する合唱の祭典。
出演者は、小学生から高齢者まで幅広い年代が
参加するため、音楽による多世代交流の機会となる。
◆開催日：2021年10月23日（土）
◆場 所：奈良県文化会館 国際ホール
◆内 容：県内コーラス団体による合唱14



広 報 展 開 ①（案）

◎「奈良県みんなでたのしむ大芸術祭Walker」の発行
当芸術祭のガイドブックとして、「奈良県みんなでたのしむ大芸術祭
Walker」を発行する。「関西Walker」に挟み込むことで、関西Walkerの
知名度やブランド力を活用するほか、フリー配布分を制作し、各施
設やイベントで配布する。
また、発行後に発売の「関西Walker」（9月～10月）に１/2頁分の掲載
を確保し「みん芸通信（仮）」として継続した情報発信を行う。
関西Ｗａｌｋｅｒのスマホ公式サイトでのバナー広告等によりPR力向上。

◎開催報告書の作成
期間中に各地で開催されたイベントの報告書を作成

することにより、芸術文化団体の継続した参加意欲を

高めるとともに、来年度に向けた機運醸成を図る。

◆発行日：2021年8月19日(木)
◆部 数：10万部（関西Walker挟み込み 約3万部 フリー配布7万部）
◆その他：「みん芸通信（仮）」の関西Walker掲載 計2回

◆発行日：2022年3月上旬
◆部 数：2千部（予定）15



広 報 展 開② （案）

◎公式ホームページの運用
令和３年度は、情報の更新がスピーディーに行うことができる

ＨＰ広報により、実行委員会主催イベントや参加団体イベント
情報の発信を公式ホームページで積極的に行う。
公式ホームページのSNS連携機能を強化し情報発信を行う。

◎その他広報展開
文化会館前敷地内の看板広告、鉄道やバス車内の中吊り
広告、各駅構内でのポスター掲示、のぼり等による情報発
信を行う。
SNSによる情報発信を強化するため、これまで活用していた
Facebookに加えて、インスタグラムを活用し、県民自らも情報
発信することで「みんな」で「たのしむ」広報を展開する。

◎障がいのある人への情報保障
「奈良県みんなでたのしむ大芸術祭ガイドブック」
の点字版や視覚障がいの補助となる音声コード

付きのチラシの作成等、情報保障に配慮する。
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