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〇令和3年度（後援名義）一覧表
事業名 相手先名 担当課名

1 SDD-STOP!DRUNK DRIVING PROJECT ㈱エフエム大阪 危機管理課
2 地域防災避難訓練 奈良佐保短期大学 危機管理課
3 第３１回奈良県生協大会 奈良県生活協同組合連合会 危機管理課

4 奈良市防災意識高揚支援事業 奈良県２mSSB愛好会
危機管理課
地域教育課

5 ＰＯＡＹパソコン教室 奈良シニアＩＴ振興会 地域づくり推進課
6 歌声広場 歌声広場クローバーの会 地域づくり推進課
7 もうひとつの学び舎 奈良NPOセンターもうひとつの学び舎実行委員会 地域づくり推進課

8 第15回ファミリーウォーク 奈良県青少年指導員連絡協議会
地域づくり推進課
地域教育課

9 奈良市ポイント運営事務局 奈良市ポイント市民ゴルフ大会 地域づくり推進課
10 第26回ボランティアフェスティバル 奈良市ボランティア連絡協議会 地域づくり推進課
11 平城山能面研究会 平城山会能面研究会 文化振興課
12 令和3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
13 奈良シネマクラブ例会（7月、8月、9月） 奈良シネマクラブ 文化振興課

14 奈良フィルハーモニー管弦楽団第49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

15 第50回記念関西一線展 一線美術会関西支部 文化振興課
16 第50回記念関西一線展（奈良市長賞） 一線美術会関西支部 文化振興課

17 SAKURA CIRCUS （さくらサーカス） SAKURA CIRCUS株式会社
文化振興課
地域教育課

18 第6回 夢フェス 社会福祉法人　バルツァ事業会 文化振興課
19 Back To The 平家　～講談と琵琶で平家物語を紡ぐ～ 旭堂南龍と講談を奈良で広める会 文化振興課
20 奈良県吟剣詩舞道総連盟 結成65周年記念祝賀大会 奈良県吟剣詩舞道総連盟 文化振興課

21 第61回日本書道芸術院展 日本書道芸術院
文化振興課
地域教育課

22
『吹打歌弾』（ふき・うち・うたい・ひく）～日本の
ワールドミュージックを奈良から～

尺八で日本を語る会 文化振興課

23 奈良シネマクラブ例会 （10月・11月・12月） 奈良シネマクラブ 文化振興課

24 第12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
地域教育課

25 第61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
26 第46回立鼎社水墨画協会展 立鼎社水墨画協会 文化振興課
27 受贈記念展　加藤慈雨楼　－磁印凛々－ 公益財団法人　名勝依水園・寧楽美術館 文化振興課
28 第46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 2021再興新創美術展（奈良展） 再興新創美術協会
文化振興課
地域教育課

30 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 文化振興課
31 第18回　奈良県宗教者フォーラム 奈良県宗教者フォーラム実行委員会 文化振興課

32 令和3年度　第72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
地域教育課

33 令和3年度　第72回奈良県美術展覧会（賞状及び賞品） 奈良県美術展覧会実行委員会 文化振興課

34
聖徳太子1400年御遠忌記念　慈しみと思いやりのコン
サート　　－大安寺国際縁日関連行事－

Nara Stag Club
文化振興課
地域教育課

35
「歴史の道　2021」～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

36 第6回　春日野音楽祭 春日野音楽祭実行委員会
文化振興課
地域教育課

37
人形劇団クラルテ第97回公演 こどもの劇場「11ぴきの
ねこふくろのなか」

有限会社人形劇団クラルテ
文化振興課
地域教育課

38
日本の心と美の祭典　全日本きもの装いコンテスト・き
ものフェスティバル関西大会

全日本きものコンサルタント協会
文化振興課
地域教育課

39 第38回産経国際書展関西展 産経国際書会 文化振興課
40 SAKURA CIRCUS （さくらサーカス） 奈良公演 SAKURA CIRCUS 株式会社 文化振興課

41 西山　厚 氏　講演会 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
地域教育課

42 日本全国　能楽キャラバン！奈良特別公演 公益社団法人能楽協会 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 祈りと現代アート～東大寺観音院七人展～ 東大寺観音院七人展 実行委員会 文化振興課

45
古都奈良で聴く盛期バロック　歴史的ダブルリードの楽
しみ

そう楽舎 文化振興課

46 2022年　奈良演劇鑑賞会　例会 奈良演劇鑑賞会 文化振興課

47 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
地域教育課

48 2021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
49 けいはんな音楽祭2022（第10回） けいはんな音楽文化の会 文化振興課
50 第36回奈良高校OB美術展 奈良高校OB美術展 文化振興課
51 第13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
52 第22回　箏・三絃・尺八演奏会 奈良県三曲協会 文化振興課

53 奈良フィルハーモニー管弦楽団第50回記念定期演奏会
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

54 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
55 第72回一線美術会展　奈良巡回展 一線美術会 文化振興課
56 小町座令和編『四月怪談』公演 小町座 文化振興課
57 日本風景写真協会奈良第一支部創設20周年記念写真展 日本風景写真協会　奈良第一支部 文化振興課

58 第9回あおによし音楽コンクール奈良2022 一般財団法人　あおによし音楽コンクール奈良
文化振興課
地域教育課

59 第9回あおによし音楽コンクール奈良2022 （賞状） 一般財団法人　あおによし音楽コンクール奈良 文化振興課

60 第16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
地域教育課

61 波多野睦美が歌う日本の歌～ほしとたんぽぽ ならdeこんさーと 文化振興課
62 第29回青丹会書展 （奈良市長賞交付） 青丹会 文化振興課
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63 「きこえる美術」 公益財団法人　名勝依水園・寧楽美術館 文化振興課
64 カンツォーネの女王が歌う　情熱のカンツォーネ 日本の二十一世紀委員会 文化振興課
65 第29回青丹会書展 青丹会 文化振興課
66 一般社団法人坂口紀代美記念館第二回講演会 一般社団法人坂口紀代美記念館 文化振興課

67 第42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
地域教育課

68 第42回　文化書道奈良県万葉連合会展（賞状交付） 文化書道奈良県万葉連合会 文化振興課

69 歌声サロン 歌声音楽活動の「和音」
文化振興課
地域教育課

70 第60回墨滴会全国書展 墨滴会
文化振興課
地域教育課

71 第60回墨滴会全国書展（賞状交付） 墨滴会 文化振興課
72 第40回墨滴学生書展 墨滴会 文化振興課
73 第40回墨滴学生書展（賞状交付） 墨滴会 文化振興課
74 高の原音楽芸術協会 第6回定期演奏会 高の原音楽芸術協会 文化振興課

75 寧鼓座 20周年コンサート 特定非営利活動法人 寧鼓座
文化振興課
地域教育課

76 きたまち茶論コンサートvol.7 バリトンサックスの夕べ ならdeこんさーと 文化振興課

77
令和3年度　奈良ちびっ子野球愛好会　リーグ戦及び冠
大会

奈良ちびっ子野球愛好会 スポーツ振興課

78 令和3年度 春日杯軟式野球リーグ戦 春日杯軟式野球連盟 スポーツ振興課

79
全国高等学校定時制通信制体育大会　第52回剣道大会・
第54回卓球大会

(公財)全国高等学校体育連盟 スポーツ振興課

80 令和3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 スポーツ振興課
81 令和3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 スポーツ振興課
82 令和3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 スポーツ振興課
83 第54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 スポーツ振興課
84 令和3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 スポーツ振興課
85 奈良市早朝野球大会 奈良市早朝野球連盟 スポーツ振興課

86
第74回奈良県中学校選抜野球大会
（兼）第38回全日本少年軟式野球大会奈良県予選会

一般社団法人奈良県軟式野球連盟 スポーツ振興課

87 第23回日本フットボールリーグ（JFL） 株式会社　奈良クラブ スポーツ振興課
88 第4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 スポーツ振興課
89 モバイルグランフォンド in 奈良・吉野 奈良県サイクリング協会 スポーツ振興課
90 第35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 スポーツ振興課

91 第29回日本少年野球　奈良若草大会
(公財)日本少年野球連盟　奈良県支部　奈良ボー
イズ

スポーツ振興課

92 第37回平城京新春マラソン大会 奈良市民走ろう会 スポーツ振興課

93
バンビシャス奈良　2021-2022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
スポーツ振興課
地域教育課

94 B.LEAGUE　2021-2022シーズン　B2リーグ戦 株式会社　バンビシャス奈良
スポーツ振興課
地域教育課

95
令和3年度　秩父宮・秩父宮妃杯争奪
第72回全日本学生バドミントン選手権大会

関西学生バドミントン連盟 スポーツ振興課

96 おどりの発表会 奈良市レクリエーション協会 スポーツ振興課
97 令和3年度　第60回奈良市スキー教室 奈良市スキー協会 スポーツ振興課
98 第21回奈良万葉大会 （公財）日本少年野球連盟　奈良県支部　平成会 スポーツ振興課
99 第42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 スポーツ振興課
100 奈良ちびっ子野球愛好会　リーグ戦及び冠大会 奈良ちびっ子野球愛好会 スポーツ振興課
101 奈良LC杯第45回奈良市学童軟式野球大会 奈良ライオンズクラブ スポーツ振興課

102
RBRA（レブラ）シネマフォーラム「めぐみへの誓い」上
映会in奈良

予備役ブルーリボンの会 共生社会推進課

103
「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

104 第２３回「ママの夢サミット」in　奈良 一般社団法人　癒しの会.Ｎａｒａ
共生社会推進課　男女共
同参画室

105
第１５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

106 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
107 認知症フォーラム2021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
108 人生１００年時代をいきいき過ごす集い 奈良県健康生きがいづくり協議会 福祉政策課
109 健康生きがいづくりアドバイザー養成講座 奈良県健康生きがいづくり協議会 福祉政策課

110 第５０回近畿更生保護女性会員研究協議会
近畿更生保護女性連盟
奈良県更生保護女性連盟

福祉政策課

111 第10回奈良ＹＭＣＡｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ2021 公益財団法人奈良ＹＭＣＡ 障がい福祉課

112
第28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
地域教育課

113 第46回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会
障がい福祉課
地域教育課

114 第46回「2021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

115 第64回奈良県母親大会 第64回奈良県母親大会実行委員会
子ども育成課
地域教育課

116 親と子の生き抜く力育成プログラム 一般財団法人　ご縁を結ぶ・子育てリボン 子育て相談課
117 第２８回アレルギー週間　第１２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

118
第５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

119
ＣＫＤ（慢性腎臓病）県民公開講座及び臓器移植街頭
キャンペーン

特定非営利活動法人奈良県腎友会 医療政策課

120 一般社団法人奈良県病院協会令和３年度市民公開講座 一般社団法人奈良県病院協会 医療政策課

121 放射線フェスタⅡ２０２１ 公益社団法人奈良県放射線技師会 健康増進課
122 奈良いのちの電話協会　第４６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
123 ほっ！と相談 一般財団法人メンタルケア協会奈良実行委員会 保健予防課
124 アルコール関連問題県民セミナー 奈良県断酒連合会 保健予防課
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125
第１１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

126 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

127
第１２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

128 リオからSDGsへ～水を通してみると～ 特定非営利活動法人サークルおてんとさん 環境政策課

129
アースデイ奈良2022～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2022実行委員会
環境政策課
地域教育課

130 「ハチ宿」作ろう！ 特定非営利活動法人ビーフォレスト・クラブ
環境政策課
地域教育課

131 第21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
132 南都大安寺天平伽藍CG復元プロジェクト 宗教法人　大安寺 観光戦略課
133 H1　法話グランプリ H1　法話グランプリ実行委員会 観光戦略課
134 NaFu!国際チャリティーコンサート NPO法人 国際交流ならふれあいの会 観光戦略課
135 韓国語市民講座ー入門 国際文化交流協会 観光戦略課
136 なら芝能 特定非営利活動法人　奈良能 観光戦略課
137 新春わかくさ能 特定非営利活動法人　奈良能 観光戦略課

138 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
地域教育課

139
大仏鉄道研究会発足２０周年記念
早春の大仏鉄道遺構めぐり

大仏鉄道研究会 観光戦略課

140 薪御能 薪御能保存会 観光戦略課

141
平城遷都1300年記念　第６幕　大阪・奈良歴史街道リ
レーウォーク

大阪・奈良歴史街道リレーウォーク実行委員会 観光戦略課

142 第３１回柳生の里写真コンクール 柳生観光協会 観光戦略課
143 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
144 Work Magic NARA vol.1 一般社団法人TOMOSU 産業政策課
145 Work Magic NARA vol.2 一般社団法人TOMOSU 産業政策課
146 Work Magic NARA vol.3 一般社団法人TOMOSU 産業政策課
147 くらしとお金のFP教室 日本FP協会　奈良支部 産業政策課
148 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
149 けいはんなビジネスメッセ2021Virtual (公財)関西文化学術研究都市推進機構 産業政策課
150 働きがい改革企業博2021(合同企業面接会) (公財)関西文化学術研究都市推進機構 産業政策課
151 働きがい改革企業博2021 2nd(合同企業面接会) (公財)関西文化学術研究都市推進機構 産業政策課
152 第4回デザインアワード　奈良GARA 奈良デザイン協会 産業政策課

153
奈良一受けたい授業～奈良YEGのありえない？！課外授
業～

奈良商工会議所青年部
産業政策課
地域教育課

154 けいはんなR&Dフェア2021 けいはんなR&Dフェア実行委員会
産業政策課
地域教育課

155 第71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
156 まほろばざーる2021～世界に誇る奈良の伝統工芸～ 奈良青年会議所 産業政策課
157 過労死等防止対策推進シンポジウム 株式会社プロセスユニーク 産業政策課
158 第37回近畿社会就労センター職員研修会 近畿社会就労センター協議会 産業政策課
159 第63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
160 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

161 けいはんなふれあいコンサート２０２１ けいはんなふれあいコンサート実行委員会
都市計画課
地域教育課

162 高の原イルミネーション　’２２ 高の原イルミネーション実行委員会 都市計画課
163 令和3年度不動産消費者セミナー 公益社団法人　奈良県宅地建物取引業協会 住宅課

164
日本賃貸住宅管理協会　奈良県支部
2021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

165 建築業者では教えてくれない“住宅計画セミナー” 一般社団法人暮らし振興支援機構 住宅課

166
第４０回奈良市文化祭　なら市民フェスティバル２０２
１　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

167
第３６回自衛隊奈良定期演奏会「Ｍｕｓｉｃ　Ｆｅｓｔ
ｉｖａｌ　ｉｎ　奈良　２０２１」

奈良県防衛協会 地域教育課

168 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
169 第５９回教育科学研究会全国大会（奈良大会） 教科研奈良大会実行委員会 地域教育課

170 子どもものづくり講座
特定非営利活動法人　電子自治体アドバイザーク
ラブ

地域教育課

171 親子映画会 １６ｍｍ映写機を回す会 地域教育課
172 バサラ祭り　２０２１ ＮＰＯ法人バサラ衆 地域教育課
173 全国学童保育指導員学校西日本奈良会場 奈良県学童保育連絡協議会 地域教育課
174 伝統文化親子教室（浴衣からきものの着付と抹茶体験） 和装教育国民推進会議奈良 地域教育課
175 伝統文化親子教室　子ども和裁教室 奈良県和裁技能士会 地域教育課
176 第５２回奈良新聞川柳大会 株式会社　奈良新聞社 地域教育課

177 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

178 子供織物教室 奈良県染織技能振興会 地域教育課
179 第４６回奈良市茶華道展 奈良市茶華道連盟 地域教育課
180 奈良県　ユニセフ協会設立２０周年記念事業 奈良県ユニセフ協会 地域教育課

181
なら国際映画祭プレイベント２０２１ユースシネマプロ
ジェクト

特定非営利活動法人なら国際映画祭 地域教育課

182 超贅沢なさわかみアラカルトコンサート　奈良公演 公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団 地域教育課
183 ２０２１年度書き損じハガキ回収プログラム カンボジア地雷撤去キャンペーン 地域教育課
184 親の役割ってなぁ～に？ 一般社団法人暮らし振興支援機構 地域教育課
185 第４９回　日本の書展 株式会社　奈良新聞社 地域教育課
186 ２０２１　まほろば円舞会 特定非営利活動法人まほろば円舞会 地域教育課
187 ならまちわらべうたフェスタ２０２１ 一般財団法人　奈良市総合財団 地域教育課
188 親子ものづくり体験教室 学校法人大原学園　大原和服専門学園 地域教育課
189 ＮＨＫ奈良児童合唱団第５８回定期演奏会 ＮＨＫ奈良児童合唱団 地域教育課

190
第５４回奈良市柔道大会　　第４５回奈良市少年柔道大
会

奈良市柔道協会 地域教育課

191 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
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事業名 相手先名 担当課名
192 奈良市家庭教育講座 奈良県教育振興会 地域教育課
193 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
194 和ッザニア　ｉｎ　ＮＡＲＡ 大原和服専門学園 地域教育課
195 東大寺観音院七人展 東大寺観音院七人展実行委員会 地域教育課
196 サイエンス秋祭り２０２１ ＮＰＯ法人　やましろきっづサイエンス 地域教育課

197 第１６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

198 ２０２２年　奈良演劇鑑賞会　例会 奈良演劇鑑賞会 地域教育課
199 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

200
ドキュメンタリー映画『終わりの見えない闘い～新型コ
ロナウイルス感染症と保健所』上映

ドキュメンタリー映画『終わりの見えない闘い～
新型コロナウイルス感染症と保健所』上映奈良地
区実行委員会

地域教育課

201
子ども能力開発・脳科学研究プロジェクト
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

202
講演会　７ヵ国語を話そう。「英語も多言語もはなせる
ようになった話。」

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

203 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
204 第４４回語るつどい 奈良市学童保育連絡協議会 地域教育課

205
ボーイスカウトとあそぼう　ワクワク自然体験あそび事
業

日本ボーイスカウト奈良第１５団 地域教育課

206 シニアいきいきスマホ教室
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

207 奈良金春会演能会 奈良金春会 地域教育課

208
けいはんな映画劇場　特別編　ＭＢＴ映画祭×けいはん
な映画劇場「犬部！」

株式会社けいはんな 地域教育課

209 中国語　中国文化講座 奈良日中友好学院 地域教育課
210 Ｎａｒａ　Ｔｏａｓｔｍａｓｔｅｒｓ　Ｃｌｕｂ Ｎａｒａ　Ｔｏａｓｔｍａｓｔｅｒｓ　Ｃｌｕｂ 地域教育課

211
「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

212 第８５回奈良県美術協会展 奈良県美術協会 地域教育課
213 アゴラ音楽クラブ第１７回コンサート ＮＰＯ法人アゴラ音楽クラブ 地域教育課
214 奈良市音楽協会第３３回定期演奏会 奈良市音楽協会 地域教育課
215 第４３回　日本表現派関西支部展 日本表現派関西支部 地域教育課

216
第４１回奈良市文化祭　なら市民フェスティバル２０２
２　古都で響き合う～音・人・水～

市民フェスティバル運営委員会 地域教育課

217
ローム クラシック スペシャル　日本フィル夏休みコン
サート２０２２

公益財団法人　日本フィルハーモニー交響楽団 地域教育課

218 こうもり博物館の夜のいきもの観察会 東洋コウモリ研究所 地域教育課
219 ＳＤＧｓランド～みらいあかるく～ 一般社団法人奈良青年会議所 地域教育課

220
親と子の生き抜く力育成プログラム～安心をもっと近く
に～

（一社）ご縁を結ぶ・子育てリボン いじめ防止生徒指導課

221 電話相談員養成講座 （社福）奈良いのちの電話協会 いじめ防止生徒指導課


