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〇令和2年度（後援名義）一覧表

事業名 相手先名 担当課名

記入例 ＰＯＡＹパソコン教室 奈良シニアＩＴ振興会 地域づくり推進課

1 子どもへの暴力防止のための基礎講座ｉｎ奈良 ＣＡＰ西大和 いじめ防止生徒指導課

2 令和2年度春日杯軟式野球大会
春日杯軟式野球連盟　運営委員
長　森田　和宏

スポーツ振興課

3 2020年度水泳教室
一般財団法人奈良市総合財団
理事長　西谷　忠雄

スポーツ振興課

4 第37回奈良市長賞「わかくさ杯」争奪ちびっ子野球大会
奈良ちびっ子野球愛好会　会長
小林　茂樹

スポーツ振興課

5 第22回日本フットボールリーグ（JFL）
株式会社　奈良クラブ　代表取
締役社長　浜田　満

スポーツ振興課

6 SoftBank B.LEAGUE 2020-2021 シーズン　B2リーグ戦
株式会社バンビシャス奈良　代
表取締役　加藤　真治

スポーツ振興課

7 第20回 奈良万葉大会
日本少年野球連盟　奈良県支部
平成会　会長　中西　清文

スポーツ振興課

8 第53回 奈良市婦人バレーボールゾーン別選手権大会
奈良市婦人バレーボール協会
会長　大森　幸雄

スポーツ振興課

9 第49回 奈良市武道寒稽古会・参禅会
一般財団法人奈良市総合財団
理事長　西谷　忠雄

スポーツ振興課

10 令和2年度　第59回奈良市スキー教室
奈良市スキー協会　会長　奥田
晃

スポーツ振興課

11 第41回 奈良市小学生サッカー選手権大会
奈良市サッカー協会　会長　原
田　清行

スポーツ振興課

12 奈良LC杯　第44回奈良市学童軟式野球大会
奈良ライオンズクラブ　会長
植田　博文

スポーツ振興課

13 2020年賃貸住宅の住環境向上セミナー
公益財団法人　日本賃貸住宅管
理協会　奈良県支部

住宅課

14 高校生による奈良市へのまちづくり提案コンテスト
高校生による奈良市へのまちづ
くり提案コンテスト実行委員会

総合政策課

15 奈良いのちの電話協会　第４５期　電話相談員養成講座
社会福祉法人　奈良いのちの電
話協会

保健予防課

16 地域活性化連携事業「安心・快適奈良くらしの応援団」
公益社団法人奈良県生活衛生営
業指導センター

保健衛生課

17 第21回絵本ギャラリー in 奈良 株式会社　奈良新聞社 文化振興課 ※ 事業中止

18 第4回　フォトコンテスト 山の辺の道「奈良道」を守る会 文化振興課

19 第九回平城山会「能面展」 平城山会能面研究会 文化振興課

20 令和2年度「科学に関する絵画展」
（公財）奈良先端科学技術大学
院大学支援財団

文化振興課
※ 事業中止

21 第60回日本書道芸術院展 日本書道芸術院 文化振興課

22 第60回日本書道芸術院展（賞状交付） 日本書道芸術院 文化振興課

23 なら燈花会能 特定非営利活動法人　奈良能 文化振興課

24 第11回 大仏書道大会
特定非営利活動法人 奈良21世紀
フォーラム

文化振興課

25 第11回 大仏書道大会（賞状交付）
特定非営利活動法人 奈良21世紀
フォーラム

文化振興課

26 第21回えほん展なら
一般財団法人 奈良県教職員互助
組合

文化振興課

27 第45回　立鼎社水墨画協会展 立鼎社水墨画協会 文化振興課

28 第45回　立鼎社水墨画協会展（賞状交付） 立鼎社水墨画協会 文化振興課

29 第47回　奈良市ママさんコーラス発表大会 奈良市ママさんコーラス協議会 文化振興課 ※ 事業中止

30 第32回 筝三絃尺八の演奏会 奈良県三曲協会 文化振興課 ※ 事業中止

31 奈良シネマクラブ例会（9月、10月、11月、12月） 奈良シネマクラブ 文化振興課

32 2020歴史の道・韓日文化ハーモニーin 奈良 在日本大韓民国民団奈良県本部 文化振興課 ※ 事業中止

33 古梅園で墨を学ぼう 一般社団法人　日本絵手紙協会 文化振興課

34 奈良フィルハーモニー管弦楽団第47回定期演奏会
特定非営利活動法人　奈良フィ
ルハーモニー管弦楽団

文化振興課

35
財団設立80周年記念展（後期）　二代中村準一・三代凖佑と
寧楽美術館

公益財団法人 名勝依水園・寧楽
美術館

文化振興課

36
「癒しとやすらぎのコンサート」　－大安寺国際縁日関連行
事－

Nara Stag Club （ﾅﾗ ｽﾀｯｸﾞ　ｸﾗ
ﾌﾞ）

文化振興課

37 鯨椅子project　＃９「THE WINDS OF GOD 2020」 鯨椅子project 文化振興課

38 令和2年度　第71回奈良県美術展覧会 奈良県美術展覧会実行委員会 文化振興課

39 令和2年度　第71回奈良県美術展覧会（賞状） 奈良県美術展覧会実行委員会 文化振興課

40 第41回 文化書道奈良県万葉連合会展 文化書道奈良県万葉連合会 文化振興課

41 第41回 文化書道奈良県万葉連合会展（賞状） 文化書道奈良県万葉連合会 文化振興課

42 第37回産経国際書展関西展 産経国際書会 文化振興課

43 奈良シネマクラブ例会（1月、2月、3月） 奈良シネマクラブ 文化振興課

44 奈良タンゴ祭 関西タンゴ祭実行委員会 文化振興課

45 第十四回 齊藤 清ヴァイオリン・リサイタル 齊藤 清　友の会 文化振興課 ※ 事業中止

46
野本暉房氏　講演会＆写真展　～まつりに学ぶ －奈良大和の
祭り～

特定非営利活動法人奈良国際協
力サポーター

文化振興課

47 日米文化交流音楽祭 奈良日米協会 文化振興課

48 第25回日本教育書道振興会全国展 日本教育書道振興会 文化振興課

49 第25回日本教育書道振興会全国展 日本教育書道振興会 文化振興課

50 2020年度『絵で伝えよう！私の町のたからもの』絵画展 奈良ユネスコ協会 文化振興課
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51 和太鼓集団倭ーYAMATO 新春恒例奈良公演2021 株式会社魂源堂 文化振興課

52 ならシネマテーク
特定非営利活動法人なら国際映
画祭

文化振興課

53 2021年 奈良演劇鑑賞会　例会 奈良演劇鑑賞会 文化振興課

54 2020年度『絵で伝えよう！私の町のたからもの』絵画展 奈良ユネスコ協会 文化振興課

55 第12回写真ワークショップ in JRP奈良
日本リアリズム写真集団奈良支
部

文化振興課

56
第39回奈良市文化祭　なら市民フェスティバル2020　古都で
響き合う～音・人・美～

市民フェスティバル運営委員会 文化振興課

57 音楽と映像で奈良をバーチャル観光する動画配信 松本 太郎 文化振興課

58 関西クリエイター博 in NARA (CREATOR EXPO in NARA) 関西クリエイター協会 文化振興課

59 大安寺歴史講座 Ver.13 Nara Stag Club 文化振興課

60 第8回あおによし音楽コンクール奈良2021
一般社団法人　あおによし音楽
コンクール奈良

文化振興課

61 第35回奈良高校 OB 美術展 奈良高校 OB 美術展 文化振興課

62 やすらぎの道文化祭プロジェクト きーなじっけんしつ 文化振興課

63 第8回あおによし音楽コンクール奈良2021 （賞状）
一般社団法人　あおによし音楽
コンクール奈良

文化振興課

64 元林院検番演舞場伝統芸能の会　大芸能祭 株式会社奈良新聞社 文化振興課

65 奈良シネマクラブ例会（4月、5月、6月） 奈良シネマクラブ 文化振興課

66 第1回「いとおかし 古都奈良 恋とお菓子と占いと」 古都奈良かんざし美術館 文化振興課

67 奈良フィルハーモニー管弦楽団第48回定期演奏会
特定非営利活動法人奈良フィル
ハーモニー管弦楽団

文化振興課

68 奈良の四季を奏でるコンサート ピアノで奈良を奏でる会 文化振興課

69 第28回 青丹会書展 青丹会 文化振興課

70 第28回 青丹会書展 青丹会 文化振興課

71
きたまち茶論こんさーと vol.3/北村多恵・町家で聴く祈りの
歌

ならdeこんさーと 文化振興課

72 日本風景写真協会（JNP）奈良第一支部 第19回写真展 日本風景写真協会 奈良第一支部 文化振興課
※ 事業中止

73 『風と祈りと』アンサンブルコンサート
音の森ふう『風と祈りと』実行
委員会

文化振興課

74 第71回一線美術会展　奈良巡回展 一線美術会 文化振興課

75 花をたずねて
公益財団法人 名勝依水園・寧楽
美術館

文化振興課

76 第60回墨滴会全国書展 墨滴会 文化振興課 ※ 事業中止

77 第40回墨滴学生書展 墨滴会 文化振興課 ※ 事業中止

78 歌声サロン 歌声音楽活動の「和音」 文化振興課

79
高の原音楽芸術協会　第五回定期演奏会～オンラインコン
サート～

高の原音楽芸術協会 文化振興課

80 第25回新協美術会奈良支部展
一般社団法人　新協美術会・奈
良

文化振興課

81 第25回新協美術会奈良支部展
一般社団法人　新協美術会・奈
良

文化振興課

82 第15回狂言いろは発表会 若草こども狂言を育てる会 文化振興課

83
第１４回赤い羽根歳末たすけあい新作カレンダーチャリ
ティーバザー

社会福祉法人　奈良県共同募金
会

福祉政策課

84 学園南地区福祉大会 学園南地区社会福祉協議会 福祉政策課

85 認知症フォーラム2020奈良
公益社団法人認知症の人と家族
の会奈良県支部

福祉政策課

86 奈良foodshedファーマーズマーケット
奈良FOODSHEDファーマーズマー
ケット事務局

農政課

87 奈良・駅前　優しい地球人のマルシェ
奈良持続可能な地球生活を実践
謳歌する会

農政課

88 わくわくフェスタ 鳥見地区社会福祉協議会 農政課

89 第６０回日本書道芸術院展 日本書道芸術院 地域教育課

90 第１１回　大仏書道大会
特定非営利活動法人　奈良２１
世紀フォーラム

地域教育課

91 ４５周年記念わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 地域教育課

92 キッズ＆ＯＢ倶楽部　「奈良の子ども達で帆船体験」 キッズ＆ＯＢ倶楽部 地域教育課

93 夏の無料ダンスライブ＆講習会
非営利型一般社団法人日本共育
プロジェクト

地域教育課

94 バサラ祭り２０２０ ＮＰＯ法人バサラ衆 地域教育課

95 第２９回奈良の高齢者の集い 奈良県高齢者運動連絡会 地域教育課

96 子どものための熱中症対策キャンペーン 株式会社奈良クラブ 地域教育課

97 第５１回奈良新聞川柳大会 株式会社　奈良新聞社 地域教育課

98 音楽と絵本でつながるミーティングｉｎ奈良 絵本図書館ネットワーク 地域教育課

99 ２０２０ＰＣカンファレンス
一般社団法人ＣＩＥＣ（コン
ピュータ利用教育学会）

地域教育課

100 夏休み１日体操教室
特定非営利活動法人　地域ス
ポーツ振興協会

地域教育課

101 第４回　山の辺の道「奈良道」フォトコンテスト 山の辺の道「奈良道」を守る会 地域教育課

102 子どもものづくり体験講座
特定非営利活動法人　電子自治
体アドバイザークラブ（ｅ‐Ａ
ＡＣ）

地域教育課

103 奈良市家庭教育講座 奈良県教育振興会 地域教育課
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104 なら国際映画祭２０２０
特定非営利活動法人なら国際映
画祭

地域教育課

105
鯨椅子ｐｒｏｊｅｃｔ　＃９　「ＴＨＥ　ＷＩＮＤＳ　ＯＦ
ＧＯＤ　２０２０」

鯨椅子ｐｒｏｊｅｃｔ 地域教育課

106
「癒しとやすらぎのコンサート」　‐大安寺国際縁日関連行
事‐

Nara　Stag　Club 地域教育課

107 スコーレ育児力アップセミナー
公益社団法人スコーレ家庭教育
振興協会

地域教育課

108 令和２年度　第７１回　奈良県美術展覧会 奈良県美術展覧会実行委員会 地域教育課

109
第３９回奈良市文化祭　なら市民フェスティバル２０２０
古都で響き合う～音・人・美～

市民フェスティバル運営委員会 地域教育課

110 第４１回文化書道奈良県万葉連合会展 文化書道奈良県万葉連合会 地域教育課

111 ならまちわらべうたフェスタ２０２０ 一般財団法人　奈良市総合財団 地域教育課

112 第５３回奈良市柔道大会　第４４回奈良市少年柔道大会 奈良市柔道協会 地域教育課

113
バンビシャス奈良　２０２０－２１シーズン　プレシーズン
ゲーム

株式会社バンビシャス奈良 地域教育課

114
ＳｏｆｔＢａｎｋ　Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ　２０２０－２１シー
ズン　Ｂ２リーグ戦

株式会社バンビシャス奈良 地域教育課

115 秋の無料ダンスライブ＆講習会
非営利型一般社団法人日本共育
プロジェクト

地域教育課

116 けいはんなR＆Dフェア２０２０
けいはんなR＆Dフェア実行委員
会

地域教育課

117 親子映画会 １６ｍｍ映写機を回す会 地域教育課

118 姫野真紀１コインコンサート～ベートーヴェンに寄せて～ （一財）奈良市総合財団 地域教育課

119
第２７回奈良ＹＭＣＡ発達障がい理解講座－発達障がい児・
者への関わり方－

公益財団法人　奈良ＹＭＣＡ 地域教育課

120
文部科学省委託事業「子供たちの心身の健全な発達のための
子供の自然体験活動推進事業」～ボーイスカウトとあそぼ
う！ワクワク自然体験あそび～

日本ボーイスカウト奈良第１５
団

地域教育課

121
文部科学省委託事業「子供たちの心身の健全な発達のための
子供の自然体験活動推進事業」～ボーイスカウトとあそぼ
う！ワクワク自然体験あそび～【市長部局分】

日本ボーイスカウト奈良第１５
団

地域教育課

122 ＡＬＬ　ｙｏｕ　ｎｅｅｄ　ｉｓ　ｐａｓｓｉｏｎ 一般社団法人奈良青年会議所 地域教育課

123 ＫＡＮＳＡＩ　ウオーク　２０２０ 産業経済新聞社 地域教育課

124 Ｎａｒａ　Ｔｏａｓｔｍａｓｔｅｒｓ　Ｃｌｕｂ
Ｎａｒａ　Ｔｏａｓｔｍａｓｔ
ｅｒｓ　Ｃｌｕｂ

地域教育課

125 第１５回救う会奈良大会
北朝鮮に拉致された日本人を救
出するための奈良の会（救う会
奈良）

地域教育課

126
野本輝房氏　講演会＆写真展　～まつりに学ぶ―奈良大和の
祭り～

（特定非営利活動法人）奈良国
際協力サポーター

地域教育課

127 サイエンス秋祭り２０２０
ＮＰＯ法人　やましろきっづサ
イエンス

地域教育課

128 子どもおん祭・クイズラリー大会 子どもおん祭実行委員会 地域教育課

129 ２０２１年　奈良演劇鑑賞会　例会 奈良演劇鑑賞会 地域教育課

130 「令和２年度けいはんなふれあいコンサート」
けいはんなふれあいコンサート
実行委員会

地域教育課

131 第４８回　日本の書展 株式会社　奈良新聞社 地域教育課

132
キッズ＆OB倶楽部　子ども宇宙教室・小惑星探査機『はやぶ
さ２』のおはなし

キッズ＆ＯＢ倶楽部 地域教育課

133 第２回地域未来プロジェクト　～ならｉｓｍ～ 奈良商工会議所青年部 地域教育課

134 第６３回奈良県母親大会
第６３回奈良県母親大会実行委
員会

地域教育課

135 朝日新聞「ＥｄｕＡ」活用講座 奈良三重朝日会 地域教育課

136 奈良金春会演能会 奈良金春会 地域教育課

137
朱雀門ひろば３周年記念イベントキャラクター「なかまろく
ん」原案募集

関西クリエイター協会 地域教育課

138 元林院検番演舞場伝統芸能の会　大芸能祭 株式会社奈良新聞社 地域教育課

139 第８回あおによし音楽コンクール奈良２０２１
一般社団法人あおによし音楽コ
ンクール奈良

地域教育課

140 シニアいきいきパソコン・スマホ教室
特定非営利活動法人　電子自治
体アドバイザー・クラブ（ｅ‐
ＡＡＣ）

地域教育課

141
アースデイ奈良２０２１～つなげよう、広げようアースデイ
のわ（輪・和・環）

アースデイ奈良２０２１実行委
員会

地域教育課

142 リトミック春季特別講座
特定非営利活動法人リトミック
研究センター

地域教育課

143 日中友好　中国語講座、文化講座 奈良日中友好学院 地域教育課

144 Ｎａｒａ　Ｔｏａｓｔｍａｓｔｅｒｓ　Ｃｌｕｂ
Ｎａｒａ　Ｔｏａｓｔｍａｓｔ
ｅｒｓ　Ｃｌｕｂ

地域教育課

145 ワールドシップオーケストラ奈良公演２０２１ ＮＰＯ法人ワールドシップ 地域教育課

146 奈良トーストマスターズクラブ１０周年記念会
Ｎａｒａ　Ｔｏａｓｔｍａｓｔ
ｅｒｓ　Ｃｌｕｂ

地域教育課

147
「ＰＯＡＹパソコン教室」（主に高齢者対象とした市民の為
のＩＴ講座）

ＮＰＯ法人　奈良シニアＩＴ振
興会

地域教育課

148 『風と祈りと』アンサンブルコンサート
音の森ふう『風と祈りと』実行
委員会

地域教育課

149 奈良の四季を奏でるコンサート ピアノで奈良を奏でる会 地域教育課

150 キッズ＆ＯＢ倶楽部　「奈良の子ども達で帆船体験」 キッズ＆ＯＢ倶楽部 地域教育課

151 ジョブ・スタジアムＮＡＲＡ２０２１オンライン 奈良県中小企業家同友会 地域教育課
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152 歌声サロン 歌声音楽活動の「和音」 地域教育課

153 第８４回奈良県美術協会展 奈良県美術協会 地域教育課

154
「まなび場」Ｖｏｌ．３　キャリア教育講座「今の子どもた
ちが活躍する時代の職業観」

特定非営利活動法人まほろば学
びネットワーク

地域教育課

155 第２５回新協美術会奈良支部展
一般社団法人　新協美術会・奈
良

地域教育課

156 第１５回狂言いろは発表会 若草こども狂言を育てる会 地域教育課

157 ならシネマテーク２０２１
特定非営利活動法人なら国際映
画祭

地域教育課

158 映画「咲む」上映会 奈良市聴覚障害者協会 地域教育課

159 奈良シニア大学　一般教養講座
一般社団法人日本コミュニティ
カレッジ

地域教育課

160 チアダンス無料体験会イベント
ＮＰＯ法人アミティエスポーツ
クラブ

地域教育課

161 第６回夢フェス（旧名称：奈良文化祭） 社会福祉法人バルツァ事業会 地域教育課

162
「知る・学ぶ・伝えるquality」事業　連続講座の第１回、第
２回

奈良女子大学　男女共同参画推
進機構

共生社会推進課　男女共同参
画室

163 第２３回「ママの夢サミット」in　奈良
一般社団法人　癒しの会.Ｎａｒ
ａ

共生社会推進課　男女共同参
画室

164 45周年記念わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 障がい福祉課

165 ノウフク西日本フォーラム 一般社団法人日本農福連携協会 障がい福祉課

166 おもいやりコンテスト
富国生命保険相互会社　奈良支
社

障がい福祉課

167
「いつか」ではなく「いま」備える！『障がいのある人と家
族の為の防災セミナー』

奈良の親亡きあと・老い支度・
障がい者・引きこもり等の家族
のための相談窓口　あかるいみ
らい準備室

障がい福祉課

168 第21回奈良高次脳機能障害リハビリテーション講習会
奈良高次脳機能障害リハビリ
テーション講習会実行委員会

障がい福祉課

169 第45回「2020ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」
大阪放送株式会社（ラジオ大
阪）

障がい福祉課

170
「第27回奈良YMCA発達障がい理解講座」-発達障がい児・者へ
の関わり方-

公益財団法人　奈良YMCA 障がい福祉課

171
障害者グループホームセミナー　障がい者の将来にわたる安
心・快適な暮らしについて

特定非営利活動法人トゥギャ
ザー

障がい福祉課

172 映画「咲む」奈良市上映会（開催予定） 奈良市聴覚者協会 障がい福祉課

173 第63回奈良県母親大会
第63回奈良県母親大会実行委員
会　代表　三村　純子

子ども育成課

174 古都奈良から友好都市へ海外販路拡大プロジェクト 独立行政法人日本貿易振興機構 産業政策課

175 労働者協同組合法　成立記念フォーラムin奈良
日本労働者協同組合連合会セン
ター事業団

産業政策課

176 駅マエクラフト　奈良ノ空カラ 工藝社 産業政策課

177 くらしとお金の相談会 日本FP協会　奈良支部 産業政策課

178 地域未来プロジェクト　ならism 奈良商工会議所青年部 産業政策課

179 過労死等防止対策推進シンポジウム ㈱プロセスユニーク 産業政策課

180 奈良筆まつり 奈良毛筆協同組合 産業政策課

181 なら奈良ＷＥＢまつり 奈良商工会議所青年部 産業政策課

182 まほろばざーる 奈良青年会議所 産業政策課

183 デザインアワード　奈良GALA 奈良デザイン協会 産業政策課

184 第70回　奈良県珠算競技大会 一般社団法人奈良県珠算協会 産業政策課

185 三条通りショッピングモール「フリーマーケット」
商店街振興組合三条通ショッピ
ングモール

産業政策課

186 奈良めしスタンプラリー 奈良テイクアウト運営委員会 産業政策課

187 けいはんなビジネスメッセ2020
公益財団法人　関西文化学術研
究都市推進機構

産業政策課

188 Kyobate Thinking 実験店舗プロジェクト　お店作りスクール 特定非営利活動法人京終 産業政策課

189 CREATORS　SPIRAL　NARA　２０２１ 奈良デザイン協会 産業政策課

190 第６２回　奈良県勤労者美術展
（公財）奈良県労働者福祉協議
会

産業政策課

191 第１５回救う会奈良大会
北朝鮮に拉致された日本人を救
出するための奈良の会（救う会
奈良）

人権政策課

192 SDD-STOP!DRUNK DRIVING PROJECT - ㈱エフエム大阪 危機管理課

193 たかのはら防災ウォークラリー
高の原防災ウォークラリー実行
委員会

危機管理課

194
第１６回国の天然記念物「奈良のシカ」保護啓発ポスターコ
ンクール

一般財団法人　奈良の鹿愛護会 観光戦略課

195 バサラ祭り２０２０ NPO法人　バサラ衆 観光戦略課

196 なら芝能 特定非営利活動法人　奈良能 観光戦略課

197 ちょこっと関西歴史旅　世界遺産　薬師寺 西日本旅客鉄道 観光戦略課

198 新春わかくさ能 特定非営利活動法人　奈良能 観光戦略課

199 第１回なら福よせ雛まつり 奈良県福よせ雛実行委員会 観光戦略課

200 第２９回柳生の里写真コンクール 柳生観光協会 観光戦略課

201 子どもおん祭・クイズラリー大会 子どもおん祭実行委員会 観光戦略課

202 山の辺の道ウォークラリー 奈良ロータリークラブ 観光戦略課

203 奈良学講座 東海旅客鉄道 観光戦略課
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204 ピースロード2020 in NARA
ピースロード2020 in NARA 実行
委員会

観光戦略課

205 奈良市小浜市姉妹都市提携50周年記何「フレーム切手」発行 日本郵便（株）奈良中央郵便局 観光戦略課

206 大人のための英会話・韓国語市民講座 国際文化交流協会 観光戦略課

207 日本看護研究学会第34回近畿・北陸地方会学術集会
一般社団法人　日本看護研究学
会　近畿・北陸地方会　近畿地
区

医療政策課

208 第２７回アレルギー週間　第１１回市民公開講座in奈良
公益財団法人 日本アレルギー協
会 関西支部

医療政策課

209 第4回　奈良県立医科大学附属病院　臨床研究　県民公開講座
奈良県立医科大学附属病院　臨
床研究センター

医療政策課

210 第２９回　奈良県シルバーカラオケ歌謡大会 株式会社　奈良新聞社 長寿福祉課

211 第２９回奈良の高齢者の集い 奈良県高齢者運動連絡会 長寿福祉課

212 奈良シニア大学　一般教養講座
一般社団法人日本コミュニティ
カレッジ

長寿福祉課

213 奈良の歴史と自然再発見！
奈良・自然への感動を伝える会
「ならなぎ」

環境政策課

214
第９回市民のための省エネ・節電セミナー（第１部）と市民
節電所「まほろば」の情報交換会（第２部）

NPO法人市民省エネ・節電所ネッ
トワーク

環境政策課

215 奈良の歴史と自然再発見！
奈良・自然への感動を伝える会
「ならなぎ」

環境政策課

216
第１０回市民のための省エネ・節電セミナー（第１部）と市
民節電所「まほろば」の情報交換会（第２部）

NPO法人市民省エネ・節電所ネッ
トワーク

環境政策課

217
講演会「コロナ禍と気候危機～ＣＯＰ26に向けて広がる『実
質ゼロ宣言』と新時代の気候アクション～」

特定非営利活動法人サークルお
てんとさん

環境政策課

218
アースデイ奈良2021～つなげよう、広げようアースデイのわ
（輪・和・環）

アースデイ奈良2021実行委員会 環境政策課

219 奈良の歴史と自然再発見！
奈良・自然への感動を伝える会
「ならなぎ」

環境政策課

220 「ア。ウン。パヴィリオン」点灯式
特定非営利活動法人サークルお
てんとさん

環境政策課

221 けいはんなふれあいコンサート２０２０
けいはんなふれあいコンサート
実行委員会

都市計画課

222 けいはんな情報通信フェア２０２０
けいはんな情報通信フェア実行
委員会

都市計画課

223 高の原イルミネーション　’２１
高の原イルミネーション実行委
員会

都市計画課

224 第６０回　公共サイン美術展
近畿屋外広告美術組合連合会／
奈良県広告美術塗装業協同組合

都市計画課

225 帯解駅前にぎわい市 帯解駅舎保存・活用の会 奈良町にぎわい課

226 奈良町家シンポジウム「奈良町家の現状を探る」
公益社団法人奈良まちづくりセ
ンター

奈良町にぎわい課

227 ＰＯＡＹパソコン教室 奈良シニアＩＴ振興会 地域づくり推進課

228 歌声広場 歌声広場クローバーの会 地域づくり推進課

229 令和2年度「ひふの日」記念講演会 奈良県臨床皮膚科医会 健康増進課


