
月日 時間 行事名 部門 場所 備考

10/5（月） 18:30～20:00
第4回 職員養成塾・市民公開講座
「東アジア文化都市～古都奈良からの多様
性のアジアへ～」

舞台芸術 市役所正庁 北川フラムアドバイザー

1/28（木） 18:30～20:00

東アジア文化都市2016奈良市企画発表会
　事業概要発表
　トークセッション
　劇団「維新派」パフォーマンス

全体 ならまちセンター市民ホール
北川フラムアドバイザー、松本
雄吉、紫舟

3/15（火） 18:30～20:00
第5回職員養成塾・市民公開講座
「舞台芸術が描く奈良の未来」

舞台芸術 市役所正庁 平田オリザディレクター

3/26（土） 16:00～18:00
18:30～20:30

東アジア文化都市2016奈良市　オープニング

　記念シンポジウム
　式典・オープニングステージ

全体
シンポジウム

交流
東大寺総合文化センター　金鐘ホール

東大寺大仏殿院内

3/26（土）
東アジア文化都市2016奈良市
　“船をつくる”プロジェクト

美術 東大寺鏡池前 オープニングで制作公開

3/26（土）
東アジア文化都市2016奈良市
　映像交流プロジェクト

交流 東大寺大仏殿院内 オープニングで作品上映

4/7（木）
東アジア文化都市済州特別自治道　オープニン
グ

交流 韓国　済州特別自治道

4/15（金） 東アジア文化都市寧波市　オープニング 交流 中国　寧波市

4/16（土） 10:00～16:15 奈良JCまほろばざーる　PRブース出展 全体 JR奈良駅東口駅前広場

4/23（土） 10:30～13:30
「食部門」オープニングシンポジウム
（奈良ひとまち大学特別授業）

シンポジウ
ム・食

春日大社　感謝・共生の
館

4/24（日） 10:00～16:00 アースデイ奈良2016　PRブース出展 全体 奈良公園登大路園地

5/3（火・祝）
　～5（木・祝）

10:00～16:30
平城京天平祭連携
　『Nara Food Caravan Project』出展

企画連携・食 平城宮跡

5/3（火・祝）
　～5（木・祝）

10:00～16:30
平城京天平祭連携
　中韓芸能団出演

企画連携・交流 平城宮跡

5/8（日） 6:30 市民体育大会　PRブース出展 全体 市中央体育館

5/15（日） 10:00 奈良クラブ（奈良市の日）　PRブース出展 全体 市鴻ノ池陸上競技場

5/24（火）
　・25（水）

青少年交流事業「大学生による書の交流」 交流 奈良県文化会館

5/26（木）
　～29（日）

日中韓大学生の書展 交流 奈良県文化会館

5/29（日） 14:10～16:20
清酒の発祥の地で、日本の酒を知る
（奈良ひとまち大学特別授業）

食 正暦寺

5/27（金） 15:40～17:30
済州フォーラム
　東アジア文化都市実務責任担当官討論

交流 韓国　済州特別自治道

6/17（金） 日中韓青年文化交流イベント 交流 中国　寧波市

6/26（日）
13:30～15:30
17:00～20:00

『Nara Food Caravan Project』
キックオフトークイベント+ポップアップレストラン
Vol.1

　キックオフトークイベント
　ポップアップレストラン

食 藝育カフェ Sankaku
Naramachi Hostel &
Restaurant

6/29（水） 14:00～15:00
東アジア文化都市2016奈良市
企画発表会(東京)

全体 文部科学省記者会見室

7/3（日） 13:30～15:30
東アジア文化都市2016奈良市×奈良ひとま
ち大学 at 漢國神社
～和菓子の原型、饅頭のルーツに迫る～

食 漢國神社

7/16（土）
　～10/23（日）

ライトアッププロムナード
“船をつくる”プロジェクト参加

美術 東大寺

7/23（土） 13:00～16:00 まちなか万葉劇場 舞台芸術
ひがしむき商店街、
もちいどのセンター街

7/25（月）
　～28（木）

済州道青少年文化キャンプ 交流 韓国　済州特別自治道

7/27（水）
　～28（木）

東アジア文化都市の建築専門家の光州招待ツアー 交流 韓国　光州市

7/29（金） 15:00～18:00

『Nara Food Caravan Project』
奈良と核果　夏の茶会 in たかばたけ茶論 /
Afternoon Tea Party with Nara Summer
stone fruit in Takabatake Salon

食 たかばたけ茶論

7/31（日） 14:00～16:00
東アジア文化都市2016奈良市×奈良ひとま
ち大学 meets 醤
～奈良時代の高級調味料「醤」復活！～

食 中部公民館

「東アジア文化都市2016奈良市」イベント一覧



月日 時間 行事名 部門 場所 備考

8/2（火）
　・3（水）

13:00～16:00
「高校生と創る演劇」夏休み特別ワーク
ショップ

舞台芸術 ならまちセンター

8/4（木）
　～8（月）

日中韓高校生写真交流
“見知らぬなら・見知ったなら”

交流 市内

8/5（金）
　～14（日）

19:00～21:45
なら燈花会連携
　『Nara Food Caravan Project』出展

企画連携・食
奈良春日野国際フォーラム
甍～I・RA・KA～（別館）

8/9（火）
　～28（日）

日中韓高校生写真交流　展示会 交流
入江泰吉記念奈良市写真美
術館

8/12（金）
　～14（日）

済州国際管楽祭 交流 韓国　済州特別自治道

8/21（日） 10:00
平田オリザさんによる演劇入門ワークショッ
プ

舞台芸術 ならまちセンター

8/26（金）
　～29（月）

日中韓芸術祭 交流 韓国　済州特別自治道

8/26（金）
　～28（日）

平城京天平祭連携
　『Nara Food Caravan Project』出展

企画連携・食 平城宮跡

8/27（土） 10:00～14:30
東アジア文化都市2016奈良市×奈良ひとま
ち大学　meets 大和茶

食
県農業研究開発センター
大和茶研究センター

8/28（日） 17:30～21:00
平城京天平祭連携
　万葉オペラ・ラボ出演

企画連携・舞
台芸術

平城宮跡

10:30～16:30
13:45～16:30

古都祝奈良　オープニング
　プレスツアー

全体
美術

大安寺
市内八社寺

午後コース
終日コース

17:00
古都祝奈良　オープニング
　アーティストトーク「場の力とアート」

全体
シンポジウム

ならまちセンター
市民ホール

川俣正×北川フラム
参加アーティスト 作品紹介

18:30
古都祝奈良　オープニング
　レセプション（ガーデンパーティー）
　Nara　Food　Caravan　Project

全体
食

ならまちセンター芝生広
場

平田オリザD　ご挨拶
船越雅代D　ご挨拶

10:30
古都祝奈良　オープニング
　式典

全体 大安寺塔跡

11:00～18:00
古都祝奈良　オープニング
　作品鑑賞ツアー

全体 市内八社寺

16:00～20:00 Pop up Restaurant 食 ならまちセンター芝生広場

9/4（日） 9:00～12:00
古都祝奈良　オープニング
　作品鑑賞ツアー

全体 ならまち

9/3（土）
　～10/23（日）

八社寺アートプロジェクト 美術 市内八社寺

9/3（土）
　～10/23（日）

ならまちアートプロジェクト 美術 ならまち

9/3（土）
　～10/23（日）

インスタコンテスト　in　古都祝奈良 全体
市内八社寺
ならまち

9/8（木） 18:30 SPAC　G.P　プレス公開 舞台芸術 平城宮跡　東区朝堂院

9/9（金）
　～12（月）

18:30開演 SPAC公演「マハーバーラタ」 舞台芸術 平城宮跡　東区朝堂院

9/17（土）
　～25（日）

16:00～20:00 Pop up Restaurant 食
ならまちセンター芝生広
場

9/18（日） 18:30～20:00
国際映画祭連携
　シンポジウム「アジアから世界へ」

企画連携・
シンポジウム

ならまちセンター
市民ホール

国際映画祭（9/17～22）　　

9/18（日）
　・19（月）

春日野音楽祭連携
　「日中韓Musicフェスタ」
　寧波市芸能団、済州道芸能団

企画連携・交流 まちかどステージ 春日野音楽祭（9/18・19）

9/18(日)
　・19(月)

13:00開演・
12:00開演

ナ・LIVE草芝居リーグ 市民連携 白ちゃんハウス ナ・LIVE実行委員会主催

9/22（木・祝）
　～25（日）

日中韓3か国の和を創る、
　若者公開討論会＆交流会

市民連携
奈良市野外活動センター
ならまちセンター　ほか

森の学舎主催

9/23（金）
　・24（土）

第2回日中韓アマチュア囲碁大会 交流 中国　寧波市

9/23（金）
東アジアの食文化を体験
　小学校給食提供　しゅうまい

食 記録用（非公開)

9/26（月）
東アジアの食文化を体験
　小学校給食提供　ダッカルビ

食

9/28(水）
　・29（木）

東アジア芸術祭 交流 中国　寧波市

9/30（金） 17:00～19:00 万葉オペラ　G.P　プレス公開 舞台芸術 なら100年会館

10/1（土）
　・2（日）

14:00開演 万葉オペラ・ラボ公演「遣唐使物語」 舞台芸術 なら100年会館

10/2(日)
　～4(火)

18:00～20:00
"Food Residency" vol.1
Installation - "Following The Lines"
by Luz Moreno

食 warehouse工場跡倉庫

２～３日　Luz在廊　申込み不
要
２日　１８:００～２０:００
その他　１０:００～１６:００

10/4（火）
東アジアの食文化を体験
　小学校給食提供　ビビンバ

食

9/2（金）

9/3（土）



月日 時間 行事名 部門 場所 備考

10/8(土) 17:00～20:00 食事会「饗」 食 春日大社　飛火野 記録用（非公開)

10/8（土）・9（日）
　・10（月・祝）

タムナ文化祭・オルムコンサート 交流 韓国　済州特別自治道

10/10（月・祝） 15:00～18:00 Edible Landscape 「捧 -Sacred Food-」 食 春日大社　飛火野 申込み要。先着50名（無料）

10/11（火） 19:00～21:00
"Food Residency" vol.2
Pop up Restaurant "Say cheese!"
by Pauline Lemberger

食 鹿の舟「竃」 申込み要。先着20名（5,000円）

10/13（木） 17:15 維新派　G.P　プレス公開 舞台芸術 平城宮跡　東区朝堂院

10/14（金）
　～24（月）

17:15開演 維新派公演「アマハラ」 舞台芸術 平城宮跡　東区朝堂院

10/15（土）
　・16（日）

高校生演劇　オーディション 舞台芸術 なら100年会館小ホール

10/16（日）
　～23（日）

東アジアビッグ幡プロジェクトin東大寺 交流 東大寺参道

10/22（土）
古都祝奈良FINAL　美味とアートの探求ツ
アー

美術 市内八社寺

10/23（日） 13:00～16:30
シンポジウム
「東大寺にみる東アジアの技術と文化」

シンポジウム
東大寺総合文化センター
金鐘ホール

10/23（日） 食事会「饗」 食 warehouse工場跡倉庫
申込み要。先着30名（8,000円）
※食事+1ドリンク

10/23（日） 10:00 大安寺国際縁日 市民連携 大安寺
大安寺国際縁日実行委員会
事務局・NaraStagClub主催

10/27（木）
　～30（日）

済州アートフェア 交流 韓国　済州特別自治道

10/28（金）
東アジアの食文化を体験
　小学校給食提供　麻婆豆腐

食

11/5（土）
　～13日（日）

学園前アートフェスタ2016 市民連携 帝塚山大学等
学園前街育プロジェクト実行委
員会主催

11/10（木）
　～27（日）

2016箸フェステイバル 交流 韓国　清州市

11/15（火）
　～17（木）

済州映画祭 交流 韓国　済州特別自治道

11/17（木）
　～20（日）

寧波図書館交流 交流 中国　寧波市

11/22（火）
　～24（木）

寧波美術展「START  FROM CHINA　―東
アジア文化都市交流芸術展―」

交流 大和文華館文華ホール
LINSPACE主催
22日13：30～セレモニー

11/27（日）
9:30～12:30
13:30～16:30

平田オリザさんによる演劇入門ワークショッ
プ

舞台芸術 北部会館

12/3（土） 南宋石刻文化国際フォーラム 交流 中国　寧波市

12/7（水） 東アジア文化都市2016寧波　閉幕式 交流 中国　寧波市

12/3日（土） 10:30～14:30 おいしく異文化交流 食・交流 都祁公民館

12/11（日） 西安市代表団 奈良マラソン2016出場 交流 奈良市

12/16（金） 東アジア文化都市2016済州　閉幕式 交流 韓国　済州特別自治道

12/17（土）
　・18（日）

17日　14:00
18日　15:00

韓国伝統文化公演
韓国舞踊ワークショップ

市民連携
ならまちセンター市民ホール
音声館

在日本大館民国民団奈良県
地方本部主催

12/23（金・祝) 江蘇省オペラ「鑑真東渡」
交流・

舞台芸術
なら100年会館大ホール

12/24（土）
　・25（日）

13:00、18:00
15:00

高校生と創る演劇「ならのはこぶね」 舞台芸術
ならまちセンター
市民ホール

12/26（月） 15:00～
18:00～

東アジア文化都市2016奈良　閉幕式
　記念シンポジウム
　式典・クロージングステージ

全体
シンポジウム

交流
なら100年会館


