
〇令和元年度（後援名義）一覧表

No. 事業名 相手先名 担当課名

1 ＰＯＡＹパソコン教室 奈良シニアＩＴ振興会 地域づくり推進課

2 もうひとつの学び舎 特定非営利活動法人奈良ＮＰＯセンター 地域づくり推進課

3 歌声広場 歌声広場クローバーの会 地域づくり推進課

4 2019年春巡業　大相撲奈良場所 ランドマークエンタープライズ株式会社代表取締役　上笹　仁 スポーツ振興課

5 第85回関西オープンゴルフ選手権 一般社団法人関西ゴルフ連盟理事長　大橋　一元 スポーツ振興課

6 第79回流祖柳生石舟斎奉納剣道大会 流祖柳生石舟斎奉納剣道大会会長　中窪　忠司 スポーツ振興課

7 第10回50ｍダッシュ王選手権in奈良 特定非営利活動法人ならスポーツクラブ理事長　北　良夫 スポーツ振興課

8 平成31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

9 第96回関西学生陸上競技対校選手権大会 関西学生陸上競技連盟会長　津野　洋 スポーツ振興課

10 第21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　中川　政七 スポーツ振興課

11
第72回奈良県中学校選抜野球大会
（兼）第36回全日本少年軟式野球大会奈良県予選会

奈良県軟式野球連盟会長　佐藤　進 スポーツ振興課

12 奈良市早朝野球大会 奈良市早朝野球連盟理事長　米田　司 スポーツ振興課

13 2019年度奈良市婦人バレーボール春季ふれあい大会 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

14 2019年度奈良市婦人バレーボール選手権大会 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

15 2019年度奈良市婦人バレーボールまほろば大会 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

16 第52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

17 2019年度奈良市婦人バレーボール冬季ふれあい大会 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

18 奈良市長杯争奪対抗試合 平城ニュータウンテニスクラブ会長　萬谷　尚彦 スポーツ振興課

19 2019年度西日本シニアソフトテニス選手権大会 奈良県ソフトテニス連盟会長　楠　征洋 スポーツ振興課

20
日本ソフトボール協会創立70周年記念
　第65回全日本教員ソフトボール選手権大会

奈良県ソフトボール協会会長　正木　康雄 スポーツ振興課

21 奈良盆地一周シクロラリー 奈良盆地一周シクロラリー実行委員会実行委員長　上嶋　祥友 スポーツ振興課

22 第2回奈良県知事杯争奪奈良県少年柔道大会 公益社団法人奈良県柔道整復師会会長　川口　貴弘 スポーツ振興課

23 第45回奈良市武道土用稽古会・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

24 第70回奈良県民体育大会　2019年少林寺拳法奈良県大会 奈良県少林寺拳法連盟理事長　河原　章二 スポーツ振興課

25 第71回西日本医科学生総合体育大会 2019年度西日本医科学生体育連盟大会長　友田　幸一 スポーツ振興課

26 2019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

27 親子体験坐禅教室 奈良市少年少女坐禅教室代表　竹下　克朗 スポーツ振興課

28 第36回平城京新春マラソン大会 奈良市民走ろう会名誉会長　森田　健 スポーツ振興課

29 B.LEAGUE 2019-20 シーズン　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

30 第33回　奈良市少年サッカーフェスティバル 奈良市サッカー協会会長　原田　清行 スポーツ振興課

31 令和元年度全国中学校体育大会 奈良県中学校体育連盟会長　上東　祥浩 スポーツ振興課

32 第27回日本少年野球　奈良若草大会 日本少年野球連盟　奈良県支部奈良ボーイズ　代表　角振　洋三 スポーツ振興課

33
日越国際交流サッカー大会　Future Football Project
U-16 Future Football tournament in NARA

奈良テレビ放送株式会社代表取締役社長　長岡　雅美 スポーツ振興課

34 第29回やまぞえ布目ダムマラソン大会 やまぞえ布目ダムマラソン大会実行委員会大会長　森中　利也 スポーツ振興課

35 いきいき体操・健康フェスタ 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

36 第36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

37 ハイキング・登山の体験とミニスクール 奈良ハイキングクラブ会長　門脇　常子 スポーツ振興課

38 おどりの発表会 奈良市レクリエーション協会会長　荻田　義雄 スポーツ振興課

39 第19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

40 第48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

41 スポーツの力～地域に根ざすトップスポーツの役割 奈良体育学会　会長　高橋　豪仁 スポーツ振興課

42 第45回平城ニュータウン新春マラソン大会 平城ニュータウンスポーツ協会会長　宮川　勲 スポーツ振興課

43 奈良こうのいけリレーマラソン2020 奈良市陸上競技協会会長　野村　武文 スポーツ振興課

44 2020奈良市ジュニア・シニアスキースクール 奈良市スキー協会会長　奥田　晃 スポーツ振興課

45 令和元年度　第58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

46 第40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

47 奈良LC杯第44回奈良市少年剣道大会 奈良ライオンズクラブ会長　辻村　泰範 スポーツ振興課

48 奈良LC杯第43回奈良市学童軟式野球大会 奈良ライオンズクラブ会長　辻村　泰範 スポーツ振興課

49 湖畔の里つきがせ「ジャンボかぼちゃとお茶まつり」 湖畔の里つきがせ組合 月ヶ瀬行政センター地域振興課

50 令和元年度　第４１回　奈良県小学校生徒指導研究協議会 奈良県小学校生徒指導研究会 いじめ防止生徒指導課

51 高山サイエンスタウンフェスティバル 関西文化学術研究都市高山地区立地施設等連絡協議会 総合政策課

52 けいはんなビジネスメッセ２０１９ 公益財団法人　関西文化学術研究都市推進機構 総合政策課



53 奈良の未来を語るフォーラム 一般社団法人奈良地域デザイン研究所 総合政策課

54 けいはんなふれあいコンサート2019 けいはんなふれあいコンサート実行委員会 総合政策課

55
「消費税完納推進の街」宣言式
（後援名義の承認は平成30年度だが、事業の開催は令和元年
度）

奈良消費税完納推進協議会 市民税課

56
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）開催

市民省エネ・節電所ネットワーク 代表　村木　正義 環境政策課

57 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」 代表　北川　律夫 環境政策課

58 家事家計講習会 奈良友の会 南岡　雅子 環境政策課

59
真言　岡西佑奈アートプロジェクト　～プラスチック問題を
考える～

ソーシャルアートイベント実行委員会 代表　福井　昌平 環境政策課

60
第８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）

市民省エネ・節電所ネットワーク 代表　村木　正義 環境政策課

61 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」 代表　北川　律夫 環境政策課

62 講演会「災害時の大停電で太陽光発電はどう機能したか？」 サークルおてんとさん 理事長　清水　順子 環境政策課

63
アースデイ奈良2020
～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2020実行委員会　実行委員長　上市　佳織 環境政策課

64 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」 代表　北川　律夫 環境政策課

65 第４０回都祁高原マラソン大会 都祁まちづくり協議会・都祁高原マラソン実行委員会 都祁行政センター地域振興課

66
独身者対象「未来の自分を描くライフプラン－暮らしとお金
をデザインしよう－」

公益社団法人ソーシャル・サイエンス・ラボ 子ども政策課

67 ボーク重子さん　講演会 森のようちえんウィズ・ナチュラ 子ども政策課

68 第３６回近畿社会就労センター総合研究大会 近畿社会就労センター協議会 産業政策課

69
奈良商工会議所女性会・生駒商工会議所女性部合同セミナー
（若手後継者等育成事業） 奈良商工会議所女性会 産業政策課

70 お仕事フェアin奈良 株式会社ディー・アイ・エフ 産業政策課

71 第７回お仕事体験フェスティバル 特定非営利活動法人地域支援センター 産業政策課

72 まほろばざーる2019　ＮＡＲＡ　ＥＸＰＯ 奈良青年会議所 産業政策課

73 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

74 大和路新発見展 ㈱近鉄百貨店奈良店 産業政策課

75 大和路新発見展 ㈱近鉄百貨店奈良店 産業政策課

76 駅マエクラフト　奈良ノ空カラ 奈良ノ空カラ実行委員会 産業政策課

77 第６９回奈良県珠算競技大会 奈良県珠算協会 産業政策課

78 キャッシュレス・消費者還元事業セミナー ㈱南都銀行 産業政策課

79 第５回ダイハツビジネスフェア 奈良ダイハツ㈱ 産業政策課

80 第１３回　くらしとお金のＦＰ教室 日本ＦＰ協会 産業政策課

81 第１４回　くらしとお金のＦＰ教室 日本ＦＰ協会 産業政策課

82 奈良筆まつり 奈良毛筆協同組合 産業政策課

83 デザインアワード　奈良ＧＡＬＡ 奈良デザイン協会 産業政策課

84 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

85 具体例で理解する事業継承とＭ＆Ａセミナー ㈱奈良新聞社 産業政策課

86 奈良キッズコレクション２０１９ 奈良キッズコレクション実行委員会 産業政策課

87 Ｎ．ＳＥＭＩＮＡＲ ㈱奈良クラブ 産業政策課

88 Kyobate Thinking 実験店舗プロジェクト 特定非営利活動法人京終 産業政策課

89 産学連携学会第１７回奈良大会 特定非営利活動法人産学連携学会 産業政策課

90 奈良クラフトビール祭り２０１９ 奈良クラフトビール祭り実行委員会 産業政策課

91 きたまちマルシェ きたまちマルシェ実行委員会 産業政策課

92 三条通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

93 清酒発祥の地　大和のうま酒で乾杯 奈良県酒造組合 産業政策課

94 創業者交流会in奈良 日本政策金融公庫　奈良支店 産業政策課

95 大人の為の英会話・韓国語入門講座 国際文化交流会 観光戦略課

96 奈良・西ノ京ロータスロード 公益社団法人奈良市観光協会 観光戦略課

97 第20回奈良市内７ホテル共同企画「大和の昼膳」 奈良市内７ホテル共同企画委員会 観光戦略課

98 鹿せんべいとばしゴールデンウィーク大会 奈良若草山観光振興会 観光戦略課

99 NaFu！国際交流Summer Camp 2019 国際交流ならふれあいの会 観光戦略課

100 第23回　国際協力の広場　～世界につながる一日～ 奈良県青年海外協力協会 観光戦略課

101 第20回日中友好日本語スピーチコンテスト 奈良市日本中国友好協会 観光戦略課

102 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 奈良の鹿愛護会 観光戦略課

103 奈良と東北の子どもたち東大寺奉納公演 奈良と東北の子どもたち東大寺奉納公演実行委員会 観光戦略課

104 バサラ祭り２０１９ NPO法人 バサラ衆 観光戦略課

105 奈良まほろばソムリエ検定 奈良商工会議所 観光戦略課



106 ピースロード2019inNARA ピースロード2019inNARA実行委員会 観光戦略課

107
春日大社奉納蹴鞠、万葉蹴鞠の宴in飛火野～新たなる奈良県
観光資源に～

奈良21世紀フォーラム 観光戦略課

108 講談で、めぐるなら 奈良まほろばソムリエの会 観光戦略課

109 奈良フードフェスティバル2019「シェフェスタ」 奈良フードフェスティバル実行委員会 観光戦略課

110 国際交流和太鼓ワークショップ 特定非営利活動法人　寧太座 観光戦略課

111
―つぐ、つなぐ、伝える、未来へ―　第10回 「大安寺国際
縁日」

Nara Stag Club 観光戦略課

112
「橿原菊花大会」開催に伴う賞状の交付について（市長賞交
付のみ）

橿原菊花愛好会 観光戦略課

113 信貴山城址保全研究会　第6回特別講演会 NPO法人 信貴山観光協会 観光戦略課

114
【特別講演会】生物多様性保全をグローバルとローカルの取
組みから学ぶ～英国王立キュー植物園・奈良春日山原始林

平城宮跡歴史公園サポート共同体　公園財団　飛鳥管理センター 観光戦略課

115 第４7回伊勢迄歩講 公益社団法人大阪ユースホステル協会 観光戦略課

116 第４２回　芝能 特定非営利活動法人　奈良能 観光戦略課

117 NaFu！国際チャリティーコンサート NPO法人国際交流ならふれいあいの会 観光戦略課

118 奈良薬師寺さつき盆栽展 日本さつき盆栽展 観光戦略課

119 １３５１歳　行基さん大感謝祭 行基さん大感謝祭実行員会 観光戦略課

120 子どもおん祭 子どもおん祭実行委員会 観光戦略課

121 2019年度　奈良ＹＭＣＡ国際協力募金キャンペーン 公益財団法人　奈良ＹＭＣＡ 観光戦略課

122 第21回奈良市内6ホテル共同企画（大和の）昼膳 奈良市内6ホテル共同企画委員会 観光戦略課

123 国際教育入門セミナー 2020 in奈良＆映画上映会 独立行政法人国際協力機構　関西国際センター 観光戦略課

124 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

125 奈良日中友好学院講座 奈良日中友好学院 観光戦略課

126 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

127 薬師寺椿盆栽展 法相宗大本山　薬師寺 観光戦略課

128 奈良学文化講座 東海旅客鉄道株式会社 観光戦略課

129 奈良町・古代の痕跡探索プロジェクト 奈良町にぎわいの家管理共同体 奈良町にぎわい課

130 秋の記念館一般公開 国立大学法人奈良女子大学 奈良町にぎわい課

131 「KYOBATE THINKING　結び音（むすびね）」 特定非営利活動法人　京終 奈良町にぎわい課

132 第14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 人権政策課

133 第30回「原爆犠牲者追悼式　般若寺平和の塔のつどい」 第30回「原爆犠牲者追悼式　般若寺平和の塔のつどい」実行委員会 人権政策課

134 ピースアクションinなら2019 ピースアクションをすすめる会 人権政策課

135 第26回（2019）「平和のための奈良市戦争展」 平和のための奈良市戦争展実行委員会 人権政策課

136 奈良レインボーフェスタ 奈良レインボーフェスタ実行委員会事務局 人権政策課

137 母と子のハッピータイム 国際ソロプチミスト奈良―まほろば 子ども育成課

138 第４８回奈良市母親大会 奈良市母親大会実行委員会 子ども育成課

139 第３８回ファミリーシアター　チャリティショー 社会福祉法人奈良社会福祉院 子ども育成課

140 第６３回奈良県母親大会 奈良県母親大会実行委員会 子ども育成課

141 Sleep for Peace（旅を贈ろうプロジェクト）in奈良 一般財団法人日本ユースホステル協会 子ども育成課

142 弁当の日なら　講演会　調理実習 奈良大宮ロータリークラブ 農政課

143 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

144
第２３回「ママの夢サミットin奈良」
（令和２年１１月に開催延期）

一般社団法人　癒しの会．Nara 男女共同参画課 

145 平和会公開医療講演会 社会医療法人平和会 医療政策課

146
奈良県総合医療センター公開講座「知って安心！上手な病院
のかかり方」

奈良県総合医療センター 医療政策課

147 CKD（慢性腎臓病）県民公開講座 特定非営利活動法人　奈良県腎友会 医療政策課

148 ホスピスシンポジウム２０１９　奈良県のがん医療を考える 奈良県のホスピスとがん医療をすすめる会 医療政策課

149 第22回　奈良県小児保健学会 奈良県小児保健学会 医療政策課

150 「今日からできる脳卒中・循環器病の予防」 三井住友海上あいおい生命保険株式会社　他 医療政策課

151 第26回アレルギー週間　第10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

152 奈良県総合医療センター公開講座「がん治療の進歩」 奈良県総合医療センター 医療政策課

153 「第38回奈良県障害者・家族・県民のつながり祭」 奈良県障害者協議会 障がい福祉課

154
『自由に家をさがそう　vol.1 ～映画『道草』上映会と自立
生活センターどんどんさんのお話～』

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

155 第8回奈良YMCAインターナショナル・チャリティーラン2019 公益財団法人 奈良YMCA 障がい福祉課

156 第44回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 障がい福祉課

157
第7回「いってみぃ～ひんサマーカーニバルin奈良ロイヤル
ホテル」

第7回いってみぃ～ひんサマーカーニバルin奈良ロイヤルホテル実行委
員会

障がい福祉課

158 第48回奈良県安全運転フェスティバル（安全運転競技会） 奈良県障害者運転者協会 障がい福祉課



159 第31回こころの講演会 寧楽ゆいの会後援会 障がい福祉課

160
シリーズ「いのちつなぐ」第5回市民向け講演会
「発達障害の特性への理解とわたしたちができること」

特定非営利活動法人 日本結婚教育協会 障がい福祉課

161 オータム・アミーゴ・フィエスタ2019 奈良市心身障害者・児福祉協会連合会 障がい福祉課

162
奈良少年院施設見学会＆中島俊氏講演会＆福祉事業所合同販
売会

奈良少年院 障がい福祉課

163 氷置晋チャリティーコンサート＆なかじまあゆみ絵画展 奈良福祉夢基金運営委員会 障がい福祉課

164 奈良パイロットクラブ　チャリティバザー 奈良パイロットクラブ 障がい福祉課

165
「第26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

166
障害者支援　東日本大震災子ども支援　シルクロード　仏教
伝来　平和への祈り　平山郁夫版画展

平山郁夫版画展実行委員会
社会福祉法人こぶしの会

障がい福祉課

167 第49回文化のつどい（開催中止） 奈良県視覚障害者の生活を守る会 障がい福祉課

168 第44回「2019ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」 大阪放送株式会社 障がい福祉課

169
「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』 （開催延期）

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

170 第24回春咲きコンサート（開催延期） 第24回春咲きコンサート運営委員会 障がい福祉課

171
JDS日本ダウン症協会 奈良北支部設立10周年記念事業　第11
回公開講演会「今日も一日、楽しかった～ダウン症のイケメ
ン・あべけん太～」（開催中止）

JDSダウン症協会奈良北支部 障がい福祉課

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

173 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

174 ‐紡いでゆく、みんなの防災-「紡災ヴィラ」 こくみん共済coop奈良推進本部 危機管理課

175 地域防災訓練 奈良佐保短期大学 危機管理課

176 不動産無料相談会 公益財団法人奈良県不動産鑑定士協会 都市計画課

177 けいはんなふれあいコンサート２０１９ けいはんなふれあいコンサート実行委員会 都市計画課

178 高山サイエンスタウンフェスティバル 関西文化学術研究都市高山地区立地施設等連絡協議会 都市計画課

179 けいはんなビジネスメッセ２０１９ 公益財団法人　関西文化学術研究都市推進機構 都市計画課

180 けいはんな情報通信フェア２０１９ けいはんな情報通信フェア実行委員会 都市計画課

181 高の原イルミネーション'20 高の原イルミネーション実行委員会 都市計画課

182 第５９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

183  第４５回奈良市万年青年大会 奈良市万年青年クラブ連合会 長寿福祉課

184  第１６回万年青年文化展（会員作品展） 奈良市万年青年クラブ連合会 長寿福祉課

185 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

186 第２８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

187 第２８回奈良の高齢者の集い・作品展 奈良県高齢者運動連絡会 長寿福祉課

188 2019市民の集い・夏のコンサート 社会を明るくする運動奈良地区推進委員会 長寿福祉課

189 奈良いのちの電話協会　第４４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

190 ならシネマテーク 特定非営利活動法人なら国際映画祭実行委員会 地域教育課

191 星空上映会 特定非営利活動法人なら国際映画祭実行委員会 地域教育課

192  「夏休みこども博　㏌　近鉄かしはら」 株式会社　近鉄百貨店 地域教育課

193 コウモリ観察会 特定非営利活動法人　東洋蝙蝠研究所 地域教育課

194 第４０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

195 「けいはんなふれあいコンサート２０１９」 けいはんなふれあいコンサート実行委員会 地域教育課

196 奈良盆地一周シクロラリー 奈良県バイコロジーをすすめる会 地域教育課

197 創作ミュージカル　「川を流れてきたお地蔵さん」 創作ミュージカル｢川を流れてきたお地蔵さん」実行委員会 地域教育課

198 第６回　帝塚山ロボット教室 帝塚山ロボット教室実行委員会 地域教育課

199
第３５回自衛隊奈良定期演奏会　Music Festival In 奈良２
０１９

奈良県防衛協会 地域教育課

200 第４５回　奈良市武道土用稽古会・参禅会 一般財団法人奈良市総合財団 地域教育課

201 第２３回　国際協力の広場　～世界につながる一日～ 奈良県青年海外協力協会 地域教育課

202 第４４回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 地域教育課

203 キッズ＆OB倶楽部　「奈良の子ども達で地引網と浜遊び」 キッズ＆ＯＢ倶楽部 地域教育課

204 第２０回　日中友好・日本語スピーチコンテスト 奈良市日本中国友好協会 地域教育課

205 プログラミング体験講座 特定非営利活動法人　電子自治体アドバイザークラブ〈e-ACC） 地域教育課

206 第７１回　西日本医科学生総合体育大会 2019年度西日本医科学生体育連盟 地域教育課

207 第５９回社会教育研究全国集会（奈良集会） 第５９回社会教育研究全国集会（奈良集会）実行委員会 地域教育課

208 第５９回社会教育研究全国集会（奈良集会） 第５９回社会教育研究全国集会（奈良集会）実行委員会 地域教育課

209
「日本画家南正文作品展」－よろこびの種を－　南正文ド
キュメンタリー映画「天から見れば」上映

一般社団法人南正文よろこびの種を 地域教育課

210 第５９回日本書道芸術院展 日本書道芸術院 地域教育課

211 劇団高円定期公演　『ヤマトタケル　～飛翔篇～』 劇団高円 地域教育課



212 小学生ソフトボール体験教室 奈良市ソフトボール協会 地域教育課

213 山口朋子　絲の詩　～癒しの和楽器コンサート～ 一般財団法人奈良市総合財団 地域教育課

214 なら人形劇ミニフェスタ 奈良人形劇連絡協議会 地域教育課

215 大安寺歴史講座　Ｖｅｒ．１１ Nara　Stag　Club 地域教育課

216 JunctioN　２０１９ Cheerful　Show 地域教育課

217 親子体験坐禅教室 奈良市少年少女坐禅教室 地域教育課

218 第１０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

219 NARAKOI　DANCE　GRANDPRIX　２０１９ 特定非営利活動法人ならこいプロジェクト 地域教育課

220 第２６回西日本なかよし児童合唱祭　奈良大会 ＮＨＫ奈良児童合唱団 地域教育課

221 奈良町サマーセミナー 公益社団法人奈良まちづくりセンター 地域教育課

222 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

223 コンサート×おしばい「ベートーヴェン物語」 一般社団法人みむみむの森芸術文化振興グループ 地域教育課

224 平和会公開医療講演会 社会医療法人平和会 地域教育課

225 平和のための奈良市戦争展 平和のための奈良市戦争展実行委員会 地域教育課

226 菊池雅千絵＆ぐるーぷ翔　箏曲演奏会 菊池雅千絵＆ぐるーぷ翔 地域教育課

227 第７０回奈良県民体育大会　２０１９少林寺拳法奈良県大会 奈良県少林寺拳法連盟 地域教育課

228 第４０回都祁高原マラソン大会 都祁高原マラソン実行委員会 地域教育課

229 第４５回奈良市茶華道展 奈良市茶華道連盟 地域教育課

230 奈良県俳句協会６０周年記念俳句大会 奈良県俳句協会 地域教育課

231 原爆犠牲者追悼　第３０回般若寺平和の塔のつどい 般若寺平和の塔のつどい実行委員会 地域教育課

232 Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ　２０１９－２０ シーズン　リーグ戦 株式会社バンビシャス奈良 地域教育課

233 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 地域教育課

234 ２０１９年度　再興新創美術展　奈良展 再興新創美術協会 地域教育課

235 夜のいきもの観察会 特定非営利活動法人　東洋蝙蝠研究所 地域教育課

236 バサラ祭り２０１９ NPO法人バサラ衆 地域教育課

237 第３９回平城ニュータウン武道錬成大会 平城ニュータウン武道会 地域教育課

238 第３９回ベートーヴェン第九演奏会 奈良労音 地域教育課

239 第５２回奈良市柔道大会　第４３回奈良市少年柔道大会 奈良市柔道協会 地域教育課

240 第７０回　春日大社親と子の写生会 春日大社 地域教育課

241 ジュニア５・６年生キャンプ 一般社団法人　ガールスカウト奈良県連盟 地域教育課

242 奈良教育大学こどもパートナー養成講座 国立大学法人　奈良教育大学 地域教育課

243 ２０１９・親子燈花会 奈良千年芸術市実行委員会 地域教育課

244 第三回　詩墨遊展 泉悠詩社・城北吟社 地域教育課

245 ２０１９まほろば円舞会 ＮＰＯ法人　まほろば円舞会 地域教育課

246 第29回やまぞえ布目ダムマラソン大会 やまぞえ布目ダムマラソン大会実行委員会 地域教育課

247 第４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

248 アゴラ音楽クラブ第１６回コンサート NPO法人アゴラ音楽クラブ 地域教育課

249 第４回　春日野音楽祭 春日野音楽祭実行委員会 地域教育課

250 第28回奈良の高齢者の集い・作品展 奈良県高齢者運動連絡会 地域教育課

251
第７回　いってみぃ～ひんサマーカーニバルin奈良ロイヤル
ホテル

いってみぃ～ひんサマーカーニバルin奈良ロイヤルホテル実行委員会 地域教育課

252 公共ホール音楽活性化事業 （一財）奈良市総合財団 地域教育課

253
人形劇団クラルテ第１０５回公演こどもの劇場「１１ぴきの
ねことあほうどり」

有限会社　人形劇団クラルテ 地域教育課

254 第８回　和祭 日本伝統文化祭実行委員会 地域教育課

255 世界食料デー　奈良北大会 世界食料デー奈良北大会　実行委員会 地域教育課

256 第１０回「大安寺国際縁日」 Nara　Stag　Club 地域教育課

257 ならまちわらべうたフェスタ２０１９ 一般財団法人　奈良市総合財団 地域教育課

258 スコーレ育児力アップセミナー　スコーレ家庭教育講座 公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会 地域教育課

259
第４１回全国公民館研究集会奈良大会、第６７回近畿公民館
大会奈良大会、第６７回奈良県公民館大会及び第３１回奈良
県社会教育研究大会

近畿公民館連絡協議会 地域教育課

260 和楽器講座（琴・三味線・尺八） 一般財団法人奈良市総合財団 地域教育課

261 奈良市家庭教育講座 奈良県教育振興会 地域教育課

262 けいはんな情報通信フェア２０１９ けいはんな情報通信フェア実行委員会 地域教育課

263 第１４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

264 公募展「第３回　松伯日本画展」 公益財団法人　松伯美術館 地域教育課



265 山の辺の道「奈良道」を守る会．秋季文化講演会 山の辺の道「奈良道」を守る会 地域教育課

266 奈良町かまどご飯体験 （公社）奈良まちづくりセンター 地域教育課

267 令和元年度　第７０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

268 厚生労働省自殺防止対策補助事業　公開講演会 社会福祉法人　奈良いのちの電話協会 地域教育課

269 初心者向け「健康ボウリング教室」 公益社団法人日本ボウリング場協会 地域教育課

270 初心者向け「健康ボウリング教室」 公益社団法人日本プロボウリング協会 地域教育課

271 奈良有機農業映画祭 奈良ＦＯＯＤＳＨＥＤファーマーズマーケット 地域教育課

272 ＮＨＫ奈良児童合唱団第５７回定期演奏会 ＮＨＫ奈良児童合唱団 地域教育課

273 ワールドシップオーケストラ奈良公演２０１９ ＮＰＯ法人ワールドシップ 地域教育課

274 ロボホンでプログラミング体験講座（２日コース） 特定非営利活動法人　電子自治体アドバイザークラブ（ｅ－ＡＣＣ） 地域教育課

275
第２回ジュブナイル脚本大賞映画「テイクオーバーゾーン」
の上映

株式会社ドラマデザイン社 地域教育課

276 第６３回生涯学習セミナー「生きがいと喜び」 公益財団法人　モラロジー研究所　奈良モラロジー事務所 地域教育課

277 第６３回生涯学習セミナー「生きがいと喜び」 公益財団法人　モラロジー研究所　奈良モラロジー事務所 地域教育課

278 第４８回奈良市母親大会 奈良市母親大会実行委員会 地域教育課

279 家事家計講習会 奈良友の会 地域教育課

280 オータム・アミーゴ・フィエスタ　２０１９ 奈良市心身障害者・児福祉協会連合会 地域教育課

281 第２９回全国競技かるた奈良大会 奈良県かるた協会 地域教育課

282 第１９回新春奈良かるた大会 奈良県かるた協会 地域教育課

283 講演会～日本文化の源流・奈良　吉野の魅力～ （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

284 「コチの会・東風」　第１１回公演　令和なしらべ コチの会・東風 地域教育課

285 子どもおん祭 子どもおん祭実行委員会 地域教育課

286 氷置晋チャリティーコンサート＆なかじまあゆみ絵画展 奈良福祉夢基金運営委員会 地域教育課

287 多言語で育む未来 一般財団法人　言語交流研究所　ヒッポファミリークラブ 地域教育課

288 奈良フロイデ合唱団第３８回定期演奏会 奈良勤労者音楽協議会（奈良労音） 地域教育課

289 第４８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 地域教育課

290 りくごう　ａ　Ｇｏ－Ｇｏ！２０１９ 旧六郷小学校みらいづくり準備委員会 地域教育課

291 キッズスペシャル 一般財団法人奈良市総合財団 地域教育課

292 らくらくピアノⓇグレード認定４７ｉｎ奈良 一般社団法人らくらくピアノ協会　奈良支部 地域教育課

293 第３５回記念　月ヶ瀬梅渓早春マラソン大会 月ヶ瀬地域振興協議会 地域教育課

294 ２０２０年　奈良演劇鑑賞会　例会 奈良演劇鑑賞会 地域教育課

295 第４７回　日本の書展 株式会社　奈良新聞社 地域教育課

296
キッズ＆OB倶楽部　子ども海洋教室・海のあなほり船『ち
きゅう』のおはなし

キッズ＆ＯＢ倶楽部 地域教育課

297
アースデイ奈良２０２０～つなげよう、広げようアースデイ
のわ（輪・和・環）

アースデイ２０２０実行委員会 地域教育課

298 第１５回奈良公演　日本民謡・民踊愛好者フェスティバル 日本民謡・民踊愛好者フェスティバル実行委員会 地域教育課

299 第１４回山焼きコンサート 山焼きコンサート実行委員会 地域教育課

300
第１４回　狂言いろは発表会　まいらせられい狂言舞台ワー
クショップ

若草こども狂言を育てる会 地域教育課

301 第２４回　春咲きコンサート 第２４回春咲きコンサート運営委員会 地域教育課

302 奈良金春会演能会 奈良金春会 地域教育課

303 第４４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 地域教育課

304 国際協力入門セミナー２０２０　ｉｎ奈良＆映画上映会 独立行政法人　国際協力機構　関西センター 地域教育課

305 奈良日中友好学院講座 奈良日中友好学院 地域教育課

306 小学生ソフトボール体験教室 奈良市ソフトボール協会 地域教育課

307 小学生ソフトボール体験教室 奈良市ソフトボール協会 地域教育課

308
ＫａｋｅＲｏｂｏものづくり教室　楽しいロボット！！無料
体験会

特定非営利活動法人架け橋ｍｉｒａｉ 地域教育課

309
「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

310 村上裕亮　ピアノ名曲コンサート ＭＵＺＹＫＡ　ＣＨＯＰＩＮＡ 地域教育課

311
第四回入江泰吉記念写真賞および第四回なら　ＰＨＯＴＯ
ＣＯＮＴＥＳＴ

入江泰吉記念写真賞実行委員会 地域教育課

312
ふじい忠一記念館／木のおもちゃＭＯＫＵＭＯＣ（モクモッ
ク）／手力男・オープンオフィス　＜オープニング・イベン
ト＞

ＮＰＯ法人手力男 地域教育課

313
Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ　ｉｎ奈良　１５周年記念コン
サート

ＰＴＮＡかつらぎステーション 地域教育課

314 リトミック夏季特別講習会 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

315 「歌声サロン」 歌声音楽活動の「和音」 地域教育課

316 「まなび場」Vol.１「地域と共に取り組む防災教育」 特定営利活動法人まほろば学びネットワーク 地域教育課

317
「まなび場」Vol.２「支援の必要な子どもたちへの理解」～
ちょっと気になるあの子～

特定営利活動法人まほろば学びネットワーク 地域教育課



318 地域学校協働活動推進シンポジウム 特定非営利活動法人奈良地域の学び推進機構 地域教育課

319 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未来プロジェクト実行委員会 地域教育課

320
大阪国際児童文学館を語る会・考える会in奈良
(新型コロナウィルス感染防止のため、３月２５日中止)

大阪国際児童文学館を語る会・考える会in奈良『としょぽん』 中央図書館

321 絵本となかよくなろう！キッズワークショップ 生涯学習音楽指導員ネットワーク・奈良 中央図書館

322
第38回奈良市文化祭　なら市民フェスティバル2019　古都で
響き合う～音・人・翔～

市民フェスティバル運営委員会 文化振興課

323 第8回 平城山会「能面展」 平城山能面研究会 文化振興課

324 ならシネマテーク 特定非営利活動法人　なら国際映画祭実行委員会 文化振興課

325 星空上映会、なら国際映画祭プレイベント、NARAtive2020 特定非営利活動法人　なら国際映画祭実行委員会 文化振興課

326 第49回関西一線展 一線美術会関西支部 文化振興課

327 第40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

328 奈良町「たまゆら」音楽祭 奈良町「たまゆら」音楽祭実行委員会 文化振興課

329 第20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

330 會津八一の不思議 ぎゃらりぃ８１ 文化振興課

331 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

332
もっと知ろう、～日本に初めて来たインド人、婆羅門僧菩提
僊那を継承する～　インド政府ＩＣＣＲ派遣セライケラ・
チョウ奉納公演

NPO法人日印交流を盛り上げる会 文化振興課

333 第59回日本書道芸術院展 日本書道芸術院 文化振興課

334
「日本画家　南 正文 作品展」－よろこびの種を－　南 正
文 ドキュメンタリー映画「天から見れば」

一般社団法人　南正文 よろこびの種を 文化振興課

335 メモリーズ・オブ・ユー10ｔｈ コンサート メモリーズ・オブ・ユー実行委員会 文化振興課

336 劇団高円定期公演　『ヤマトタケル ～飛翔篇～』 劇団高円 文化振興課

337 フェルメール時代のリュート音楽 佐保山茶論 文化振興課

338 なら人形劇ミニフェスタ 奈良人形劇連絡協議会 文化振興課

339 学園前アートフェスタ2019 学園前街育プロジェクト実行委員会 文化振興課

340 JunctioN 2019 cheerful show 文化振興課

341 奈良市音楽協会第33回定期演奏会 奈良市音楽協会 文化振興課

342 創作ミュージカル「川を流れてきたお地蔵さん」 創作ミュージカル「川を流れてきたお地蔵さん」実行委員会 文化振興課

343 第10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

344 菊池雅千絵＆ぐるーぷ翔　筝曲演奏会 菊池雅千絵＆ぐるーぷ翔 文化振興課

345 NARAKOI DANCE GRANDPRIX 2019 特定非営利活動法人 ならこいプロジェクト 文化振興課

346 なら燈花会能 特定非営利活動法人 奈良能 文化振興課

347 奈良民話祭り 2019 夏 奈良の民話を語りつぐ会 文化振興課

348 第45回奈良市茶華道展覧会 奈良市茶華道連盟 文化振興課

349 第44回　立鼎社水墨画協会展 立鼎社水墨画協会 文化振興課

350 2019年度　再興新創美術展　奈良展 再興新創美術協会 文化振興課

351 第45回奈良県合唱講習会 奈良県合唱連盟 文化振興課

352 第39回ベートーヴェン第九演奏会 奈良労音 文化振興課

353 第二回 信長塾（戦国時代の真実） 古都奈良かんざし美術館 文化振興課

354 第70回 春日大社親と子の写生会 春日大社 文化振興課

355 第70回 春日大社清書会 春日大社 文化振興課

356 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

357 2019・親子燈花会 奈良千年芸術市実行委員会 文化振興課

358
ナ・ＬＩＶＥ２０１９ みのる　特別招待公演　カムカムミ
ニキーナ「しめんげき」

ナ・ＬＩＶＥ実行委員会 文化振興課

359 第三回詩墨遊展 泉悠詩社・城北吟社 文化振興課

360 ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロで綴るバッハの世界 佐保山茶論 文化振興課

361 ワルター・アウアー フルート リサイタル クラシックを楽しむ会 in 奈良 実行委員会 文化振興課

362 ＭＯＡ美術館　奈良市児童作品展 MOA美術館奈良市児童作品展実行委員会 文化振興課

363 2019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

364 第4回 春日野音楽祭 春日野音楽祭実行委員会 文化振興課

365 木村能里子声楽公開レッスン＆ソプラノミニコンサート MUSICAL BOX (ﾐｭｰｼﾞｶﾙ ﾎﾞｯｸｽ) 文化振興課

366 『和紙と綿棒が織りなす百人一首　八センチの世界』 『和紙が織りなす日本』実行委員会 文化振興課

367 視障者も可、ミニ囲碁教室 奈良九路囲碁会 文化振興課

368 奈良フィルハーモニー管弦楽団「第45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

369 奈良シネマクラブ9月～12月例会 奈良シネマクラブ 文化振興課

370
人形劇団クラルテ第105回公演こどもの劇場「11ぴきのねこ
とあほうどり」

有限会社　人形劇団クラルテ 文化振興課



371
Beyond Cinema-無声映画の名作と室内楽のマリアージュ『笑
う男』

株式会社藤原プロデュース 文化振興課

372
旗揚げ20周年記念本公演　ＥＶＥＮＴ-ＳＴＡＴＩＯ
Ｎ.Sta,39「屍螢」

ＥＶＥＮＴ-ＳＴＡＴＩＯＮ. 文化振興課

373 ２０２０まほろば円舞会 特定非営利活動法人　まほろば円舞会 文化振興課

374 歴史の道２０１９～飛鳥で出会う・食と文化の国際交流 奈良県日韓親善協会 文化振興課

375 日本トスティコンクール2019 NPO法人奈良芸能文化協会（日本トスティ歌曲コンクール2019） 文化振興課

376
寧楽美術館　令和元年後期展示　　三千年を生き延びた稀有
の文字「漢字－形と美－」

公益財団法人　名勝依水園・寧楽美術館 文化振興課

377 ＪＡＺＺ　ＢＡＮＫＳ　2019 特定非営利活動法人　ならこいプロジェクト 文化振興課

378 NARAKOI DANCE GRANPRIX 2020 特定非営利活動法人　ならこいプロジェクト 文化振興課

379 ＪＡＺＺ　ＢＡＮＫＳ　2020 特定非営利活動法人　ならこいプロジェクト 文化振興課

380 けいはんな音楽祭2020 （第10回） けいはんな音楽文化の会 文化振興課

381 公募展「第３回 松伯日本画展」 公益財団法人　松伯美術館 文化振興課

382 東大寺「深」発見　PART-Ⅱ 国際ゾンタ奈良ゾンタクラブ 文化振興課

383 奈良高畑写真コンクール 奈良高畑の会 文化振興課

384 山の辺の道「奈良道」を守る会．秋季文化講演会 山の辺の道「奈良道」を守る会 文化振興課

385 令和元年度　第70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

386 第12回創作文芸を楽しむ会 同人ジョーカー 文化振興課

387 DADs & MAMMYs　AUTUMN CONCERT2019 DADs & MAMMYs 文化振興課

388 奈良アート・クラフトフェア 奈良アート・クラフトフェア実行委員会 文化振興課

389 第20回民謡発表会「隠岐民謡のしるべ」 日本民謡 光城会 文化振興課

390
第2回ジュブナイル脚本大賞映画「テイクオーバーゾーン」
の上映

株式会社ドラマデザイン社 文化振興課

391 第36回産経国際書展　関西展 産経国際書会 文化振興課

392 奈良市民合唱団　第23回演奏会 奈良市民合唱団 文化振興課

393 第13回舞華会 舞華会実行委員会 文化振興課

394 公共ホール音楽活性化事業 一般財団法人 奈良市総合財団 文化振興課

395 第三回信長塾と大奥の力で復興した東大寺大仏殿 古都奈良かんざし美術館 文化振興課

396 第19回新春奈良かるた大会 奈良県かるた協会 文化振興課

397 講演会　～日本文化の源流・奈良　吉野の魅力～ 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

398 「コチの会・東風」第11回公演　令和なしらべ コチの会・東風 文化振興課

399 最古の日本刀の世界　安綱・古伯耆展 春日大社 文化振興課

400 奈良フロイデ合唱団第38回定期演奏会 奈良労音 文化振興課

401
薬師寺国宝東塔大修理落慶記念事業「奈良薬師寺時空間絵
巻」

株式会社オディプランニング 文化振興課

402
第38回奈良市文化祭　なら市民フェスティバル2019　古都で
響き合う～音・人・翔～

奈良市フェスティバル運営委員会 文化振興課

403
西洋古楽器による小演奏会～風雅なあそび心～ Vol.156 in
大和文華館　古都奈良で聴く盛期バロック

そう楽舎 文化振興課

404 空アフタヌーン・コンサート vol.2 ならdeこんさーと 文化振興課

405 奈良シネマクラブ例会（1月、2月、4月） 奈良シネマクラブ 文化振興課

406 第24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

407 第21回　依水園文化講演会 公益財団法人　名勝依水園・寧楽美術館 文化振興課

408
秋篠交流コンサート　20周年記念AKISHINOクリスマスコン
サート

秋篠音楽堂運営協議会 文化振興課

409 クラシックコンサート「あおによし」 にじいろ広場　nijiiro.field 文化振興課

410 2020年 奈良演劇鑑賞会　例会 奈良演劇鑑賞会 文化振興課

411 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

412 アテフ・ハリム物語コンサート Ａ＆Ａ a r t 文化振興課

413 第４回 信長塾 古都奈良かんざし美術館 文化振興課

414 奈良シネマクラブ例会（3月）　秋篠音楽堂共催 奈良シネマクラブ 文化振興課

415 第15回奈良公演　日本民謡・民踊愛好者フェスティバル 日本民謡・民踊愛好者フェスティバル実行委員会 文化振興課

416
第8回 奈良ルネサンス記紀・万葉フォーラム　奈良を詠う、
記紀・万葉合唱団 演奏会　－今西 宏団長との思い出ととも
に－

奈良を詠う、記紀・万葉合唱団 文化振興課

417 日本民謡梅若会第58周年大会 日本民謡梅若流梅若会 文化振興課

418 第14回山焼きコンサート 山焼きコンサート実行委員会 文化振興課

419
第14回 狂言いろは発表会　まいらせられい狂言舞台ワーク
ショップ

若草こども狂言を育てる会 文化振興課

420 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

421 第71回一線美術会展　奈良巡回展 一線美術会 文化振興課

422 名勝依水園　お茶室見学会 公益財団法人名勝依水園・寧楽美術館 文化振興課

423 西洋古楽の愉しみ 佐保山茶論 文化振興課



424
西洋古楽器による小演奏会～風雅なあそび心～ Vol.157 in
大和文華館　古都奈良で聴く盛期バロック

そう楽舎 文化振興課

425 若松夏美　バロックヴァイオリン・ソロの世界 佐保山茶論 文化振興課

426 日本民謡ひろみつ会 日本民謡ひろみつ会 文化振興課

427 第28回　青丹会書展 青丹会 文化振興課

428 村上裕亮　ピアノ名曲コンサート MUZYKA　CHOPINA （ムジカ ショピーナ） 文化振興課

429 日本風景写真協会(JNP)　奈良第一支部　第18回写真展 日本風景写真協会　奈良第一支部 文化振興課

430
小松亮太によるアルゼンチンタンゴ・バンドネオン　レク
チャー＆コンサート

きたむら・プロジェクト 文化振興課

431 歌とオーボエで綴るムジークフェスト名曲の花束 なら de こんさーと 文化振興課

432 財団設立80周年記念前期展　設立者中村凖策と寧楽美術館 公益財団法人名勝依水園・寧楽美術館 文化振興課

433 「歌声サロン」 歌声音楽活動の「和音」 文化振興課

434 第40回墨滴学生書展 墨滴会 文化振興課

435 第60回墨滴会全国書展 墨滴会 文化振興課

436 奈良シネマクラブ例会（5月、6月、7月、8月） 奈良シネマクラブ 文化振興課

437 高の原音楽芸術協会　第五回定期演奏会 高の原音楽芸術協会 文化振興課

438
日本書紀編纂 1300年を1300人で言祝ぐ　合唱と語り芸　記
紀・万葉の世界　あな！おもしろ！

奈良を詠う、記紀・万葉合唱団 文化振興課

439 大安寺歴史講座Ver.12 Nara Stag Club 文化振興課

440 氷置 晋　Spring Concert 2020 氷置 晋　Spring Concert 2020 実行委員会 文化振興課

441 第38回 奈良市文化芸術祭 奈良市文化協会 文化振興課

442 第24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

443 第22回　依水園文化講演会 公益財団法人名勝依水園・寧楽美術館 文化振興課

444
人形劇団クラルテ第119回こどもの劇場「11ぴきのねことぶ
た」

有限会社人形劇団クラルテ 文化振興課

445 第35回 関西扇面芸術展 関西扇面芸術協会 文化振興課

446 第24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

447 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

448 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

449 RUN伴奈良2019
NPO法人 認知症フレンドシップクラブ奈良事務局 RUN伴2019実行委員
会

福祉政策課

450 まあいいかCafé～注文をまちがえるリストランテ まあいいかlaboきょうと 福祉政策課

451
The WFN Research Group on Aphasia，Dementia，and
Cognitive Disorders

The WFN Research Group on Aphasia，Dementia，and Cognitive
Disorders

福祉政策課

452
第１３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

453 健康生きがいづくりアドバイザー養成講座 一般社団法人　奈良県健康生きがいづくり協議会 福祉政策課

454
創業・創立７２周年記念祭
第３８回「ふくし・ふるさと夏まつり２０１９」

ふくし・ふるさと夏まつり２０１９実行委員会
（社会福祉法人　奈良社会福祉院）

福祉政策課

455 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

合計４５５事業


