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第２４回奈良市文化祭について 

 

１． 目 的  

奈良市では、昭和５７年から「奈良市文化祭」と銘打って、市民の皆様に、質の高

い文化芸術鑑賞と日頃の文化芸術活動の成果を発表する機会を提供するために、毎年

文化の秋にコンサートや展覧会など、様々なイベントを行ってまいりました。 

特に今年は記念すべき合併の年でもあり、この文化祭も今年から大きく装いを変え、

市民も交えて組織した実行委員会で行うことになりました。皆でアイデアを出し合い

ながら、奈良市の秋を薫り高い文化で彩る魅力的なお祭を目指します。 

 

２．期 間  

平成１７年１０月１日（土）～１１月３０日（水） 

 

３．催し内容と開催場所  

   別紙一覧表のとおり 

 

４．内 容 

今年の文化祭は３つの特徴があります。下記のとおり、今までにない新たな取り組

みを行います。 

① タウンコンサート 

文化祭に参加する音楽団体が、市内のあちこちで出張演奏を行い、文化祭の催しを

音楽で盛り上げます。文化祭期間中は、ホールだけでなく美術館からも音楽が聞こえ

てきます（詳細は別紙のとおり）。 

② 市民文化フェスティバル・（仮称）奈良市合併記念物産展 

毎年、市民の皆様が楽しみにしている芸能活動の練習成果を発表する晴れ舞台です。

今年は会場を「なら 100 年会館大ホール」に移し、落語家の桂文福一座を迎え、奈良

市出身の桂文鹿さんに司会をお願いする予定です。現在出演者を募集中（８月１日～

３１日／募集要項は別添）ですので、皆さんどしどし応募してください。 

また、タウンコンサートに出演した音楽団体がゲスト演奏を行い、イベントに華を

添えてもらいます。 

出演団体：アンサンブル・マーレ／あすか邦楽アンサンブル／奈良市国際音楽交流

協議会／Y.S.K.ｼﾝﾌｫﾆｯｸｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ／奈良新堀ギター音楽院合奏団／奈良ジ

ャズ協会 

同時に時の広場では奈良、月ヶ瀬、都祁の特産品などの物産展も開催します。各地

域の豊かな食文化を体験できます。 

③ （仮称）奈良市伝統芸能の集い 

新たに奈良市の一員となった月ヶ瀬、都祁の皆さんにも参加してもらい、奈良市の伝

統芸能を紹介します。こうした機会を経て、伝統芸能の伝承意欲を高めてもらい、市

民の皆さんにも郷土の文化に誇りを持っていただけることを願っています。 

 

担当課 企画部文化振興課 電話 ０７４２－３４－１１１１（代表） 

内線 ２２７１ 



第 24回奈良市文化祭 

催し名 開催日 開催場所 内容 

奈良市美術家展 
10月 1日（土） 

～23日（日） 
奈良市美術館 

第２４回奈良市美術家展として、奈良市美術家協会会員の日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、建築などの作

品約９０点を展示します。 

入江泰吉・土門拳二人展 
10月 1日（土） 
～12月 25日（日） 

写真美術館 
昭和の写真界に大きな足跡を残した土門拳と入江泰吉は、ともに大和路を被写体として数多くの秀作を発表して

います。この二人の写真家が撮った代表作約１００点を一堂に展示し、日本の美と心に迫ります。 
「関西のかな①近現代の京都のか

な」展 
10月 8日（土） 
～1月１5日（日） 

杉岡華邨書道美術館 現代かな書の中心的な潮流を築いた関西のかな書、特に京都にゆかりの深い作品３３点を紹介します。 

ならまちわらべうたフェスタ 2005 

10月 9日（日）：プ
レイベント／篝火

コンサート 
16日（日）：本番 

奈良町界隈 

わらべうたをならまちで後世に歌い継ぎ、大和のわらべうた、日本のわらべうたを世界に発信するために、また、

ならまちの振興を図るために平成４年から開催しています。今年で１３回目。 
近鉄奈良駅から音声館までの道路をメインに「わらべうたロード」としてわらべうたにまつわる様々なイベント

を開催します。 
なら 100年会館 こども人形劇場 
（人形劇団クラルテ公演） 

10月 15日（土） なら１００年会館小ホール 
人形劇団クラルテによる公演。演目は「きつねのおふろ」と「かってなくま」。きつねや、うさぎや、鹿に猿、渡

り鳥など様々な動物が登場する楽しいお話です。 

奈良市ママさんコーラスフェスティ

バル 
10月 28日（金） なら１００年会館中ホール 

奈良市内で活躍されているママさんコーラスグループに発表の機会を提供し、ママさんコーラスの一層の充実発

展と、地域文化活動の振興並びに本市音楽文化の向上を図ることを目的に開催します。奈良市ママさんコーラス

協議会加入のコーラスグループ１７団体の出演を予定しています。 

ミュージカル銀河鉄道の夜 
（わらび座公演） 

10月 31日（月） なら１００年会館大ホール 
宮沢賢治の代表作を題材としたミュージカル。脚本は NHK大河ドラマの市川森一氏、美術・衣装は朝倉摂氏。透
明感溢れる音楽と力強いダンス、美しい装置や照明など、なら 100年会館に幻想的な空間が出現します。 
 

おしゃべりクラシック 
（ラ・ミューズトリオ公演） 

11月 12日（土） なら１００年会館中ホール 
ラ・ミューズトリオ（ヴァイオリン/エヴァルト・ダネル、チェロ/ルドヴィート・カンタ、ピアノ･伊藤ルミ）に
よる室内楽のコンサート。シューベルト作曲「鱒」、メンデルスゾーン作曲「ピアノトリオ第 2番」など、曲目解
説を交えて、親しみやすいコンサートを開催します。 

市民文化フェスティバル なら１００年会館大ホール 

市民の皆さんに、舞踊・民謡・演芸・コーラスなど、日ごろ練習された芸能の成果を発表する場を提供するとともに、その

発表を鑑賞していただく催しです。１年間この日を楽しみにしている市民の皆様の晴れ舞台。今年は司会に落語家の桂文福

一座を迎え、奈良市出身の桂文鹿とともにフェスティバルを盛り上げます。嗜好を凝らした楽しいフェスティバルになる予

定です。プログラムの最後にはお楽しみ抽選会も開催します。 

（仮）奈良市合併記念 物産展 

11 月 12 日（土）・
13日（日） 

なら１００年会館時の広場 
平成１７年４月１日に合併した奈良市、旧月ヶ瀬村、旧都祁村のそれぞれの物産販売により地域色豊かな食文化

を紹介します。市民文化フェスティバルと同日開催で、来場者の皆さんに楽しんでもらいます。 

巨匠たちのパレット展 
11月 15日（火） 
～12月 11日（日） 

奈良市美術館 
パレットは、画家それぞれの感性の根源を垣間見させてくれる。パレットと作品を同時に展示することにより、

作品だけとは異なった感動を与えることができる。梅原龍三郎や安井曽太郎、絹谷幸ニなどの日本近代画壇を代

表する画家と、ピカソなどの巨匠の画家とパレット、計４５点を展示します。 

奈良市合併記念 （仮）奈良市伝統

芸能の集い 
11月 20日（日） なら１００年会館中ホール 

奈良市、月ヶ瀬村、都祁村の合併を記念して、それぞれに伝わる地域色豊かな伝統芸能を地元の協力を得て披露

していただきます。鑑賞を通じて、その由来や郷土の歴史を学んでいただき、奈良市民としての連帯感醸成の機

会を提供します。出演予定／菅原神社のお田植祭（オンダ）、田原の祭文、桃香野の能楽（翁舞、狂言）吐山の太

鼓踊り 

クラシック音楽リサイタル 11月 27日（日） 学園前ホール 
クラシック音楽の練習活動に励む若手音楽家に演奏の機会を提供し、新人音楽家の発掘と支援育成のために開催

します。厳しいオーディションを経て出演資格を得た二人による、若い音楽家のデビューリサイタルです。 



奈良市文化祭タウンコンサート一覧 

催し名 開催日 開催場所 タウンコンサート日時 出演団体 内容 
奈良市美術家展 10月 1日（土）

～23日（日） 
奈良市美術館 10/1

（土）

9:30～10:00 奈良新堀ギター音楽院合

奏団 
ギター演奏 

11:30～12:00 
～朝のコンサート～ 

なら楽友協会 
 

ヴァイオリン・チェ

ロ・ピアノ 
入江泰吉・土門拳二人

展 

10月 1日（土）
～ 12 月 25 日
（日） 

写真美術館 
11/5
（土） 13:30～14:00 

～昼のコンサート～ 
奈良市国際音楽交流協議

会(秋篠ユングムジカ) 
マリンバ・ピアノ 

10/30
（日）

15:00～15:30 
 

奈良市国際音楽交流協議

会（グループ“いぶき”） 
ニ筝と尺八の三重奏 
 

「関西のかな①近現代

の京都のかな」展 
10月 8日（土）
～1月１5日（日）

杉岡華邨書道美術

館 
11/5 
（土）

15:00～15:30 
 

奈良市国際音楽交流協議

会（広末進と仲間） 
シンセサイザーとホル

ン 
音声館エントラン

スホール 
10/16
（日）

11:30～16:00 
（プログラムはわらべ

うたフェスタ実行委で

調整中） 

上野地小学校 
ならやまハーモニカ 
劇団「良弁杉」 
ラボ・パーティ 
山添村わらべうた教室 
あすか邦楽アンサンブル 
奈良市国際音楽交流協議

会(グループ∮) 
奈良新堀ギター音楽院 

わらべうた 
ハーモニカ演奏 
紙芝居 
英語のあそびうた 
わらべうた 
邦楽演奏 
ピアノ連弾 
 
ギター合奏 

ならまちわらべうたフ

ェスタ 
10月 16日（日）

ならまちセンター

市民ホール 
10/16
（日）

時間未定 あすか邦楽アンサンブル 
アンサンブル・マーレ 
奈良新堀ギター音楽院 

楽器の体験コーナー 
（マンドリン・邦楽

器・ギター） 



第２４回市民文化フェスティバル出演者募集要項 

市民の皆さんに、舞踊・民謡・演芸・コーラスなど日ごろ練習された芸能の成果を発表する場を提供し、 

またそれを鑑賞していただくことにより、奈良市の文化振興を図ることを目的に開催します。 

 

１．開催日時：平成１７年１１月１２日（土）・１３日（日） 両日とも、午前１０時～午後５時 

２．開催場所：なら１００年会館 大ホール 

３．主  催：奈良市文化祭実行委員会 

４．出場資格：奈良市在住・在勤及び練習を奈良市内でされている方（それ以外の方は出場できません）。 

５．出場募集：団体の部（５人以上） ３０組 延べ時間 ７時間３０分 

       個人の部（４人以下） ３０組 延べ時間 ２時間３０分 

                  合計延べ時間 １０時間 （１日５時間） 

６．出場時間：団体の部（５人以上）＝１５分・個人の部（４人以下）＝５分（いずれも出入り時間含む） 

７．参 加 料：団体の部（５人以上）３，０００円・個人の部（４人以下）１，０００円 

       ・参加料は「打ち合せ日」に納付してください。 

       ・納入後の参加料は、いかなる理由があっても返金しません。 

       ・納付の無い場合は、出場辞退とみなし出場を取り消します。 

８．抽  選：「団体の部」「個人の部」の部門別に出場者を抽選で選出します。 

        * 抽選日時：平成１７年９月２２日（木） 午前１０時～ 

        * 受  付：午前９時３０分～午前１０時まで 

        * 開催場所：なら１００年会館 小ホール 

        * 抽選の順番は、申込受付順に行います。 

        * 抽選会の案内はいたしません。必ず出席してください（代理出席可）。 

        * 抽選会に欠席された場合は、申し込みを取り消します。 

９．打ち合せ：平成１７年１０月３日（月）になら１００年会館において、演目の詳細内容について舞台 

担当者と打ち合せを行います。打ち合せは、当選玉の１番から順に行います。 

詳細は、抽選会場に掲示します。 

１０．出場日及び出場時間帯については、舞台構成の都合上、実行委員会で指定します。 

１１．舞台・照明・仕様等は、出場者の希望を参考に実行委員会で指定します。 

１２．会場・備品使用料以外の諸経費は、出場者の負担となります（打合わせ日に詳細をご確認ください）。 

１３．申込書には、必ず出場される方全員のお名前・ご住所を記入してください。 

   * 同一人の重複出場はできません。申し込み後に不正がわかった場合は、出場をお断りします。 

１４．所作台は使用しません。（舞台構成に変化を付け、舞台転換の円滑化を図るため。） 

１５．楽屋は相部屋になる場合があります。 

１６．プログラムの掲載名については、以下のとおりです。 

   * 演目種別、団体名又は個人名、出場代表者名、出場人数及び演目 

１７．募集期間：平成１７年８月１日～３１日 

１８．応募方法：所定申込書をなら１００年会館事務室へ直接持参してください。（郵送不可） 

        * 申込書は、なら１００年会館、学園前ホール、奈良市北部会館市民文化ホール、 

         奈良市美術館、奈良市文化振興課においてあります。 

１９．問い合わせ：なら１００年会館奈良市文化祭係 電話 ０７４２－３４－０１００

        * なら１００年会館は火曜日休館です。持参・問い合わせは午前９時～午後５時まで 

 

平成１７年４月１日より個人情報保護法制定により個人を特定できる応募時の書類また記載情報は、この 

イベントにのみ使用し、他で使用することはありません。 
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