
施設名
評価

対象
平成30年度事業名（予定） 文化振興計画 区分 事業数

1 能楽普及事業　 （１）文化向上（４）伝統文化（８）情操教育 普及啓発 1

2 能楽みどころ講座 （１）文化向上（４）伝統文化（18）その他・生きがい 普及啓発 2

3 ムジークフェストなら「音楽の贈り物」 （２）鑑賞の機会　（５）人材育成 人材育成 3

4 なら100アウトリーチ事業 （２）鑑賞の機会（５）人材育成（7）学校教育 普及啓発 4

5 バリアフリーコンサート （２）鑑賞の機会（18）その他・社会的包摂 鑑賞機会提供 5

6 開館20周年記念鼎談と万葉オペラコンサート （１）文化向上（２）鑑賞の機会 普及啓発 6

7 まちなか万葉劇場 （２）鑑賞の機会（18）その他・地域連携 普及啓発 7

8 開館20周年万葉オペラ・ラボ公演 （１）文化向上（２）鑑賞の機会（５）人材育成 鑑賞機会提供 8

9 朗読合唱コンサート （１）文化向上　（２）鑑賞の機会 鑑賞機会提供 9

10 開館20周年記念大阪市音コンサート （２）鑑賞の機会（５）人材育成（16）顕彰 鑑賞機会提供 10

11 オペラ魅力探訪 （２）鑑賞の機会（５）人材育成 人材育成 11

12 若手演奏家育成コンサート （２）鑑賞の機会（５）人材育成（16）顕彰 人材育成 12

13 大阪市音コンサート （２）鑑賞の機会 鑑賞機会提供 13

14 ロマンスのきたみち　楽人の会コンサート （５）人材育成（18）その他・地域人材活用 人材育成 14

15 なら100燈花会 （１）文化向上（18）その他・地域連携 普及啓発 15

16 なら100年会館落語会 （２）鑑賞の機会（４）伝統文化（18）その他・地域連携 鑑賞機会提供 16

17 よちよちコンサート （２）鑑賞の機会　（８）情操教育 鑑賞機会提供 17

18 開館20周年なら100コーラスフェスティバル （１）文化向上　（９）文化交流 普及啓発 18

19 開館20周年哲夫の仏教講座 （１）文化向上　（４）伝統文化の保存普及 普及啓発 19

20 なら100チャリティコンサート （１）文化向上（９）文化交流（18）その他・地域交流 普及啓発 20

21 なら100コーラス　オープンレッスン （１）文化向上　（９）文化交流 普及啓発 21

22 夏休み映画会 （２）鑑賞の機会　（８）情操教育 鑑賞機会提供 22

23 こどもコーラス教室 （２）鑑賞の機会　（５）人材育成　（８）情操教育 鑑賞機会提供 23

24 コーラス教室「ゆうゆう」 （１）文化向上　（５）人材育成（18）その他・生きがい 普及啓発 24

25 たのしいリトミック教室 （８）情操教育 普及啓発 25

26 健康いきいき講座 （１）文化向上（18）その他・生きがいづくり 普及啓発 26

27 ピアノ試弾会 （１）文化向上 普及啓発 27

28 なら100友の会 （１）文化向上 普及啓発 28

29 ポップスコンサート① （２）鑑賞の機会（14）経済との連携 鑑賞機会提供 29

30 ポップスコンサート② （２）鑑賞の機会（15）経済との連携 鑑賞機会提供 30

31 開館20周年電大アコースティック風ライブ （２）鑑賞の機会（16）経済との連携 鑑賞機会提供 31

32 人形劇場 （２）鑑賞の機会　（８）こどもの情操 鑑賞機会提供 32

33 仲道郁代ピアノリサイタル （２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 33

34 宝くじコンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 34

35 バクチクコンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 35

36 スキャンダルコンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 36

37 槇原敬之コンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 37

38 シシャモコンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 38

39 スロヴァキアフィルコンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 39

40 斉藤和義コンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 40

41 ナオト・インティライミコンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 41

42 藤井フミヤコンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 42

43 ポップスコンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 43

44 コーラスコンサート （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 44

45 ならＡＲＴクラフトフェア （１）文化向上（18）その他・生きがいづくり 普及啓発 45

46 開館20周年ＢＳ日本のうた （２）鑑賞の機会　（14）経済との連携 鑑賞機会提供 46

47 しまじろうコンサート （２）鑑賞の機会　（８）こどもの情操 鑑賞機会提供 47

48 まほろば映画祭 （２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 48

49 珠光茶会関連事業 （１）文化向上 普及啓発 49

50 伝統芸能こども文化祭 （１）文化向上　（４）伝統文化の保存普及　（８）情操教育 普及啓発 50

51 開館20周年人形劇団クラルテ公演 （２）鑑賞の機会　（８）情操教育 鑑賞機会提供 51

52 春咲きコンサート （２）鑑賞の機会　（18）その他・社会的包摂 普及啓発 52

53 ならまち篝火コンサート （１）文化向上　（２）鑑賞の機会(18 )その他・地域交流 鑑賞機会提供 1

54 ならまち文化フェスティバル（いきいきフェスタ） （１）文化向上　（２）鑑賞の機会　（１８）その他・地域交流 普及啓発 2

55 ならまち落語会 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会　（４）伝統文化の保存普及 鑑賞機会提供 3

56 ならまちコンサート （２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 4

57 ならまちセンター開館30周年事業 内容検討中 鑑賞機会提供 5

58 バックステージツアー×謎解きラリー （18）その他・地域交流 普及啓発 6

59 劇団高円公演 （２）鑑賞の機会（18）その他・地域交流　 普及啓発 7

60 人形劇ミニフェスティバル （８）情操教育 鑑賞機会提供 8

61 落語フェスタ （２）鑑賞の機会　（４）伝統文化 鑑賞機会提供 9
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62 こどもおん祭 （４）伝統文化の保存普及　（６）青少年支援（８）情操教育 普及啓発 10

63 絵本ギャラリー （８）情操教育（18）その他・地域交流 普及啓発 11

64 生寿の部屋スペシャル （２）鑑賞の機会（４）伝統文化 鑑賞機会提供 12

65 こども体操教室 （８）情操教育 普及啓発 1

66 夏休み恐竜教室 （６）青少年支援　（８）情操教育 普及啓発 2

67 キッズスペシャルコンサート （１）文化向上　（２）鑑賞の機会（８）情操教育 鑑賞機会提供 3

68 桂文我のおやこ寄席
（１）文化向上　（２）鑑賞の機会

（４）伝統文化の保存普及　（８）情操教育
普及啓発 4

69 懐かしの映画ワンコイン上映会 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会 鑑賞機会提供 5

70 明日へ輝くコンサート （２）鑑賞の機会（５）人材育成 人材育成 6

71 高の原クラシックステージ （２）鑑賞の機会　（18）その他・地域交流 鑑賞機会提供 7

72 ニュータウンフェスタたかのはら
（１）文化向上　（２）鑑賞の機会　（６）青少年支援

（９）文化交流（18）その他・地域交流
普及啓発 8

73 高の原文化講座 （１）文化向上　（９）文化交流 普及啓発 9

74 コーラス教室ふれあいコンサート （１）文化向上　（18）その他・生きがい 普及啓発 10

75 ピアノリサイタル （２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 11

76 邦楽コンサート （２）鑑賞の機会　　（４）伝統文化の保存普及　 鑑賞機会提供 12

77 シエスタリアコンサート （２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 13

78 平城ニュータウン文化祭 （１）文化向上　　（９）文化交流 普及啓発 14

79 神功音楽祭 （１）文化向上　　（２）鑑賞の機会 普及啓発 15

80 高の原カルチャーサロン （１）文化向上　（18）その他・生きがい 普及啓発 16

81 平城西公民館提案グループ学習発表会 （１）文化向上　（18）その他・地域交流 普及啓発 17

82 落語、トラディショナル公演 （２）鑑賞の機会（４）伝統文化 鑑賞機会提供 1

83 エンターテイメント公演 （２）鑑賞の機会 鑑賞機会提供 2

84 ファミリー公演 （２）鑑賞の機会（８）情操教育（９）文化交流 鑑賞機会提供 3

85 ミュージカルワークショップ （１）文化向上（９）文化交流 普及啓発 4

86 中高生演劇部対象　ホール開放ｄａｙ （６）青少年支援（18）その他・地域交流 人材育成 5

87 ピアノ試弾会 （１）文化向上　 普及啓発 6

88 交流演奏会 （９）文化交流（18）その他・地域交流 普及啓発 7

89 ワンコインコンサート （２）鑑賞の機会 鑑賞機会提供 8

90 楽器体験ミニコンサート （１）文化向上　 普及啓発 9

91 わらべうた教室 （４）伝統文化（８）情操教育（９）文化交流 普及啓発 1

92 劇団『良弁杉』ミュージカル公演 （２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財 鑑賞機会提供 2

93 劇団『良弁杉』紙芝居公演 （２）鑑賞の機会　（４）地域の文化財 鑑賞機会提供 3

94 出張わらべうた教室 （４）伝統文化（８）情操教育（９）文化交流 普及啓発 4

95 エントランスコンサート （２）鑑賞の機会　（９）文化交流 普及啓発 5

96 やわらぎコンサート （２）鑑賞の機会　（５）人材育成 人材育成 6

97 エントランスギャラリー （２）鑑賞の機会（９）文化交流 普及啓発 7

98 ギャラリー制作教室 （２）鑑賞の機会（10）文化交流 普及啓発 8

99 楽しくコーラス （９）文化交流（18）その他・生きがいづくり 普及啓発 9

100 こども邦楽教室　箏 （４）伝統文化（８）情操教育 普及啓発 10

101 こども邦楽教室　三味線 （４）伝統文化（８）情操教育 普及啓発 11

102 こども邦楽教室　尺八 （４）伝統文化（８）情操教育 普及啓発 12

103 特別コンサート （２）鑑賞の機会（４）伝統文化 鑑賞機会提供 13

104 こどもお茶教室 （４）伝統文化（８）情操教育 普及啓発 14

105 入江泰吉写真展　里 （２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財 鑑賞機会提供 1

106 入江泰吉写真展　高畑 （２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財 鑑賞機会提供 2

107 入江泰吉写真展　興福寺 （２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財 鑑賞機会提供 3

108 入江泰吉写真展　世界遺産 （２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財 鑑賞機会提供 4

109 上田義彦展 （１）文化向上（２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 5

110 川島小鳥展 （１）文化向上（２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 6

111 永瀬正敏展 （１）文化向上（２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 7

112 古賀絵里子/野村恵子展 （１）文化向上（２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 8

113 瀬戸正人展 （１）文化向上（２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 9

114 入江賞関連写真展 （２）鑑賞の機会　（10）拠点づくり 鑑賞機会提供 10

115 高畑探検隊 （８）情操教育 普及啓発 11

116 高畑デジタル写真倶楽部 （１）文化向上（18）その他・生きがいづくり 人材育成 12

117 ワンポイントアドバイス事業 （１）文化向上（18）その他・生きがいづくり 人材育成 13

118 燈花会in写真美術館 （１）文化向上（18）その他・生きがいづくり 普及啓発 14

119 高等学校総合文化祭　写真部門展 （７）学校教育 普及啓発 15

120 秋を撮ろう （１）文化向上（18）その他・生きがいづくり 普及啓発 16

121 高校生の見た奈良大和路作品展 （６）青少年支援 人材育成 17

122 入江泰吉の眼を歩く （１）文化向上（18）その他・生きがいづくり 普及啓発 18

123 桜を撮ろう （１）文化向上（18）その他・生きがいづくり 普及啓発 19
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124 出張写真展 （１）文化向上（２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 20

125 奥の細道切手原画展 （２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財（４）伝統文化 鑑賞機会提供 1

126 日本のかな書家　かなの書の流れ③ （２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財（４）伝統文化 鑑賞機会提供 2

127 館蔵品展夏 （２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財（４）伝統文化 鑑賞機会提供 3

128 館蔵品展冬 （２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財（４）伝統文化 鑑賞機会提供 4

129 書道文化講座、列品解説講座(６回） （１）文化向上　（４）伝統文化（10）研究の拠点 普及啓発 5

130 調査研究事業（図録作成、販売等） （１）文化向上　（４）伝統文化（10）研究の拠点 普及啓発 6

131 書道実技講座（1回） （１）文化向上　（４）伝統文化（10）研究の拠点 普及啓発 7

132 友の会事業 （１）文化向上 普及啓発 8

133 奈良市美術家展 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会　（５）人材育成 人材育成 1

134 市展「なら」 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会　（５）人材育成 人材育成 2

135 リニューアルオープン記念事業 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会　 鑑賞機会提供 3

136 写真展　奈良の乗り物 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会（3）地域の文化財 鑑賞機会提供 4

137 児童作品展 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会　（８）情操教育 普及啓発 5

138 近代奈良の芸術文化調査 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会　（10）研究の拠点 普及啓発 6

139 市民実技講座　親と子のやさしいアート体験 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会　（８）情操教育 普及啓発 7

140 奈良の散歩道 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会　（３）地域の文化財 普及啓発 8

141 仏教美術講座 （１）文化向上　（２）鑑賞の機会（３）地域の文化財 普及啓発 9

142 みどり会お茶会 （４）伝統文化（12）都市景観　 普及啓発 1

143 庭園鑑賞お茶席 （４）伝統文化（12）都市景観　 普及啓発 2

144 燈花会＆お茶会 （４）伝統文化（12）都市景観　 普及啓発 3

145 庭園講座(2回） （１）文化向上（12）都市景観 普及啓発 4

146 庭園研究講座 （１）文化向上（12）都市景観 普及啓発 5

147 燈花会大文字送り火鑑賞会 （２）鑑賞の機会（12）都市景観（14）経済との連携 鑑賞機会提供 6

148 文化サロン文化講演会、展示 （１）文化向上　（18）その他・生きがいづくり 普及啓発 7

149 ガイドツアー （１）文化向上（１２）都市景観 普及啓発 1

150 お抹茶でひとやすみ （１）文化向上（４）伝統文化 普及啓発 2

151 入江泰吉さんぽみち （１）文化向上（３）地域の文化財 普及啓発 3

152 アトリエ開放 （１）文化向上（３）地域の文化財 普及啓発 4

153 伝統行事と入江泰吉 （１）文化向上（３）地域の文化財（４）伝統文化 普及啓発 5

154 入江泰吉旧居ではじめの一句 （１）文化向上（３）地域の文化財（４）伝統文化 普及啓発 6

155 入江泰吉を語り継ぐ （１）文化向上（３）地域の文化財 普及啓発 7

156 モノクロプリント講座（暗室体験） （１）文化向上　（10）研究の拠点 普及啓発 8

157 入江泰吉今昔写真ツアー （３）地域の文化財（12）都市景観 普及啓発 9

158 親子ピンホールカメラ教室 （１）文化向上（８）情操教育 普及啓発 10

159 入江泰吉の眼を歩く （１）文化向上（３）地域の文化財 普及啓発 11

160 大和路撮影考 （１）文化向上　（３）地域の文化財（10）研究の拠点 普及啓発 12

161 入江泰吉と万葉集 （１）文化向上　（３）地域の文化財 普及啓発 13

162 マンスリー写真集拝見 （２）鑑賞の機会（３）地域の文化財 普及啓発 14

163 入江泰吉とゆかりの人々 （１）文化向上（３）地域の文化財 普及啓発 15

＜区分について＞

普及啓発事業…各分野の文化について普及啓発を目的とする事業

鑑賞機会提供事業…舞台や美術館等での鑑賞機会を提供する事業

人材育成事業…文化の裾野を広げることにつながる事業

入江泰吉旧居

杉岡華邨

書道美術館

奈良市美術館

入江泰吉記

念写真美術

館

名勝大乗院

庭園文化館


