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令和４年度

奈良県みんなでたのしむ
大 芸 術 祭

ー文化の力で奈良を元気に！ー

実施方針（案）

第１号議案



令和４年度 実施方針（案）

一緒に
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奈良県みんなでたのしむ大芸術祭

・障がいのある人もない人も
・国の異なる人も
・出る人も観る人も
・若者も

芸術文化を楽しむ



◆みん芸フェスティバル
◆フィナーレイベント
当芸術祭の象徴として華々しく開催
出演者、来場者がともに楽しめるプログラムにより実施

出る人も観る人も一緒に

【実行委員会主催事業】

◆まほろば あいのわ コンサート
音楽を通して障害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

◆県民きらめきステージ
大型商業施設（イオンモール大和郡山・橿原）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開催

◆ビッグ幡 in 東大寺
全国の障がいのある人から募集した絵画作品をあしらった
「幡」の掲揚

◆秋のゴスペル＆ビッグバンドコンサート
学生を中心にした音楽ステージを開催

◆プライベート美術館
県内の障害のある人が描いた絵画を身近なまちなかで
展示

障がいのある人もない人も一緒に

◆日露交歓コンサート２０２２
当芸術祭の幕開けとなる９月を彩るメインイベントとして、
一流の国際的アーティスト達による質の高い音楽コンサー
トを開催

国の異なる人も一緒に

若者も一緒に
◆市町村連携イベント
県全体の文化力の向上及び地域の活性化を目指すため、
当実行委員会と市町村が連携
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令和４年度 実施概要

みんなで一緒に

市町村連携

NEW!

◆みん芸ストリートピアノ
全国の障がいのある人から募集した絵画作品をピアノに
ラッピングして県内各地にストリートピアノとして設置
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【実行委員会主催事業スケジュール】

令和４年度 実施概要



◎みん芸フェスティバル
• 当芸術祭の象徴として、プロ、障がいのある人、県内芸術文化団体が
出演するパフォーマンスイベント（コラボあり）

• 出演者と観客がSNS等を通してリアルタイムでやりとりする企画

◆開催日：令和4年10月2日(日)

◆場 所：奈良県橿原文化会館（大ホール）
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令和４年度 イベント展開 ～みんなで一緒に～

NEW!

ライブ配信



フィナーレイベント
◎フィナーレイベント
• 令和4年3月に開村する「なら歴史芸術文化村」で開催

• 期間中に行われたイベントを振り返るとともに、当芸術祭を締めくくる
パフォーマンスイベントを開催

◆開催日：令和4年11月27日(日)

◆場 所：なら歴史芸術文化村（ホール）
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令和４年度 イベント展開 ～みんなで一緒に～

NEW!
ライブ配信



◎日露交歓コンサート2022
• 当芸術祭の幕開けとなる９月を彩るメインイベントとして、（公社）国際
音楽交流協会等と連携して、一流の海外アーティスト達による質の高い
音楽コンサートを開催

• この機会を活用し、当芸術祭を体現する付帯事業を実施

◆開催日：令和4年9月15日(木)

◆場 所：奈良県文化会館 国際ホール

※付帯事業については9月14日（水）もしくは16日（金）を予定
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令和４年度 イベント展開 ～国の異なる人も一緒に～

NEW!
アーカイブ配信

例）特別支援学校でのコンサートやマスタークラスなど



◎県民きらめきステージ
• 大型商業施設と連携し、多くの人が行き交う施設内で県民が芸術
文化活動の成果を発表できるステージを開催

• 出演時間を拡大し、団体数を増やして実施

◆開催日：9月2日(金)～4日（日） イオンモール大和郡山

9月9日(金)～11日（日） イオンモール橿原
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令和４年度 イベント展開 ～出る人も観る人も一緒に～

NEW!



◎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
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令和４年度 イベント展開 ～若者も一緒に～

◆開催日：令和4年11月3日（木・祝）

◆場 所：奈良県文化会館 国際ホール



◎まほろば あいのわ コンサート
• 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

• 出演者は公募し、事前練習会を実施

◆開催日：令和4年11月19日（土）

◆場 所：大和高田さざんかホール 大ホール
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令和４年度 イベント展開 ～障がいのある人もない人も一緒に～

ライブ配信



◎ビッグ幡（ばん） in 東大寺
• 障がいのある人の絵画作品を、全国から募集し「幡」にデザイ
ンしたものを東大寺大仏殿前に掲揚

• 原画展を東大寺で同時開催

• Web上で原画を展示する「バーチャル美術館」を開催

◆開催日：令和4年11月（調整中）

◆場 所：東大寺大仏殿前
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令和４年度 イベント展開 ～障がいのある人もない人も一緒に～

NEW!



◎みん芸ストリートピアノ
• 障がい者のアート作品をラッピングしたピアノが県内を巡回

• ビッグ幡in東大寺の応募作品の中から、ラッピング作品を選出

◆開催日：当芸術祭の開催期間中を通して設置予定

◆場 所：奈良公園バスターミナルほか県内各地
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令和４年度 イベント展開 ～障がいのある人もない人も一緒に～

NEW!



◎プライベート美術館
• 県内の障がいのある人が描いた絵画をまちなかで展示

• 障がいのある人の自己表現の場を確保

• 店舗の客、店舗スタッフ、作品制作者等の「交流・共創」を目指す

◆開催日：令和4年10月22日(土) ～ 11月6日（日）

◆場 所：県内主要駅周辺店舗、社寺ほか
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令和４年度 イベント展開 ～障がいのある人もない人も一緒に～



◎市町村連携イベント

• 市町村と連携し地域の特色を活かしたイベントを開催

• 当実行委員会が市町村と連携することで、県全体の文化力の向上
及び地域の活性化を目指す

令和４年度 イベント展開 ～市町村連携～

◆開催日・場所は各市町村と協議のうえ決定
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令和３年度 三郷町連携イベント
（風音祭2021）

令和３年度 川西町連携イベント
（ピアニカの魔術師コンサート）



◆合唱の祭典
奈良県合唱連盟と連携して実施する世代を超えて作り上
げるコンサート

◆MIND TRAILコンサート
県南部の芸術文化振興のため県（奥大和・移住交流推進
室）で実施予定の「奥大和 MIND TRAIL」との連携イベント

◆奈良県芸能まつり
県指定無形民俗文化財等を中心とした伝統芸能の団
体と連携して、多くの人々が集まる場所において、県内
伝統芸能発表の場を新たに創出するイベント

◆奈良を感じる感覚展
障がいのある人もない人も双方が参加できる体のいろいろ
な部分を使ってたのしむ体感型展示イベント

◆にじいろ吹奏楽
奈良県吹奏楽連盟と連携して実施する県内小中高生
と全国有数の吹奏楽部等が共演・交流するコンサート

地域の文化芸術関係団体・芸術家を中心に取り組む地域連携活動等を支援し、地
域の文化芸術を振興する

事業概要

事業名 コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業（統括団体によるアートキャラバン）等

◆JNO連携コンサート
ピアニストの反田恭平氏を中心に2019年に奈良で設立さ
れた「ジャパン・ナショナル・オーケストラ（JNO）」と連携して
実施する音楽コンサート
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令和４年度 イベント展開 ～国庫補助を活用できた場合に実施～

◆ドライブインシアターなど
「なら国際映画祭」を運営する民間団体等と連携して実施
するドライブインシアターなどの映画文化振興イベント

NEW!

NEW!



◎YouTube等SNSの活用
• YouTube、Facebook、 Twitter 、

Instagram、という代表的SNSを活用
• それぞれの特性に応じた情報発信を
行う。
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令和４年度 広報展開①

• 当芸術祭の期間を通して以下の取組を行うことで、
県全体で芸術文化をたのしむ機運を醸成する
①参加団体へ「#みん芸」を付けた情報発信を呼びかけ
②誰でも参加できる「みん芸Instagramフォトコン」を開催

NEW!

NEW!
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令和４年度 広報展開②

◎障がいのある人への情報保障
• 「公式ガイドブック」点字版の発行

• 視覚障がい者用の音声コード付きのチラシによる情報提供等

◎SNS広告等の活用

• SNS有料広告により、当芸術祭のPR動画等を広報

• プラットフォームごとに広告ターゲット層を絞ることで、より効率的に広報

NEW!



◎公式ガイドブックの発行
• 参加イベントを全て網羅
• 県内施設や市町村、鉄道各駅へ配架

（70,000部（予定））

◎公式ホームページの運用
• 注目のイベントなど見やすい工夫
• スマートフォンでの利用に最適化したレイアウト等
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令和４年度 広報展開③

NEW!



◎その他広報展開
• 文化会館前敷地内の看板広告や、ＰＲ映像による広報

• 公共交通機関や大型商業施設でのチラシ配架やポスター掲示等

• 開催報告書の制作
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令和４年度 広報展開④


