
奈良県橿原文化会館 大ホール

5/17
14：00～

日 ０歳からのコンサート
県立ジュニアオーケストラ

金峯山寺 蔵王堂

5/18
14：00～

月 薫風にのせて ～心に響く歌声～
高野久美子、田中あつ子、浜野千津

長谷寺 本堂

5/20
14：00～

水 トリオに思いを馳せて～長谷寺～
トリオｄiバッカス

オーベルジュ・ド・ぷれざんす桜井

5/21
12：00～
18：00～

木 フルート・ハープ 姉妹デュオ
南城姉妹

奈良県橿原文化会館 大ホール

5/29
18：30～

金
ウィーン少年合唱団
（シューベルト組）

奈良県橿原文化会館 小ホール

6/7
14：00～

日 葵トリオ
©www.lukasbeck.com ©Daniel Delang

［土］ ［日］5 716 6奈 良 の 街 中 が
音 楽 で あ ふ れ る 23 日 間

中南部東部公演情報中南部東部公演情報

事前申し込みが必要なコンサートがあります。事前申し込みが必要なコンサートがあります。

詳細は公式ガイドブックか公式ホームページでチェック！
公式ガイドブックは、県庁、各市町村役場・図書館、県内文化施設、南都銀行各店等で無料配布中！
公式HP www.naraken.com/musik ●公式ホームページからもガイドブック電子版の閲覧が可能です。

ムジークフェストなら2020の期間中、県中南部東部地域において多彩なコンサートを開催します。豊かな自然に響く上質な音楽をお楽しみください。

5/17 日 奈良県橿原文化会館 大ホール
0歳からのコンサート
5/18 月 トナリエ大和高田
情熱的な音姫達の響演
5/18 月 金峯山寺 蔵王堂
薫風にのせて ～心に響く歌声～
5/20 水 長谷寺 本堂
トリオに思いを馳せて～長谷寺～
5/21 木 オーベルジュ・ド・ぷれざんす 桜井
フルート・ハープ 姉妹デュオ 2回公演

3回公演

有料

5/22 金 大神神社 大礼記念館
心に染み入る、魂のピアノ
5/23 土 県営うだ・アニマルパーク、道の駅 宇陀路大宇陀、

国営飛鳥歴史公園 石舞台地区 あすか風舞台ステージカーコンサート（３会場）

5/24 日 道の駅 ふたかみパーク當麻、
大淀町役場前、かもきみの湯ステージカーコンサート（３会場）

5/27 水 まほろばキッチン
東洋と西洋の、壮大な音の交流

6/1月 當麻寺 奥院

6/3 水 岡寺 書院
Violin×Guitar デュオコンサート

6/4 木 壷阪寺 本堂
音の花、咲く～箏と二胡で紡ぐ幽絃世界～

6/4 木 犬養万葉記念館
クラシック音楽を飛鳥へ
6/7 日 トナリエ大和高田
心に響くトランペットとピアノの調べ
6/7 日 奈良県橿原文化会館 小ホール
葵トリオ

6/4 木 談山神社 権殿
奈華舞華 打楽器と舞踏による即興パフォーマンス

6/3 水 室生寺 慶雲殿
室生寺で聴く！ ～クラリネット四重奏で世界巡り～

6/1月 丹生川上神社下社 特設ステージ
ジャズスタンダードナンバーで綴る 午後のひと時

5/29 金 奈良県橿原文化会館 大ホール
ウィーン少年合唱団（シューベルト組）

5/24 日 奈良県営馬見丘陵公園
ムジーク・プラッツ2020 ファミリーコンサート in 馬見

5/23 土 イオンモール橿原 サンシャインコート
♪クラシック・ポップス♫ in イオンモール橿原

古都に響く女性サックスアンサンブル～優しく 美しく 力強く～

3回公演

3回公演

主催： 後援： ドイツ連邦共和国総領事館  文化庁 ムジークフェストなら実行委員会奈良県

有料要チケット購入

要チケット購入 有料

14：00～ 18：30～

14：00～

15：00～

14：00～

14：00～

14：00～

14：00～

14：00～

14：00～

11：00～、14：30～、16：30～

14：00～

14：00～

14：00～

11：00～

14：00～

10：00～、12：00頃～、15：00頃～

11：00～、13：30頃～、16：00頃～

12：00～、18：00～

11：00～、14：30～、16：30～

11：00～、14：30～、16：30～



10：00～ 県営うだ・アニマルパーク 宇陀市宇陀市
宇陀市宇陀市
明日香村明日香村

葛城市葛城市
大淀町大淀町
御所市御所市

12：00頃～ 道の駅 宇陀路大宇陀

15：00頃～ 国営飛鳥歴史公園 石舞台地区 あすか風舞台

ステージカーによる
出張コンサートを開催します！

※交通状況等により、開始時間が遅れる場合があります。

※イメージ図

5/23 土

11：00～ 道の駅 ふたかみパーク當麻

13：30頃～ 大淀町役場前

16：00頃～ かもきみの湯

5/24 日

ジャズアレンジされたアニメソングを
スウィンギーかつフレンドリーにお届けします♪♪
観光がてらに、用事ついでに音楽を楽しみませんか？

ラッピ
ングを施したステージカーが
県内６カ所にコンサートをお届け♪

出 演 ザ☆アニメイツ 編
成
23日：佐藤 大地（サックス）、名倉 学（ピアノ）、尾崎 薫（ベース）、マーシャル大木（ドラム）
24日：飯田 かな子（ヴォーカル）、名倉 学（ピアノ）、尾崎 薫（ベース）、マーシャル大木（ドラム）

受付時間：10：00～17：00（月曜日休／祝日の場合は翌平日）
2/27（木）～ 開催期間中のみ。（5/16（土）～6/7（日）は無休）

ムジークフェストなら2020問合せ窓口

TEL 0742-23-2990 
※記載内容は令和2年3月1日現在のものです。 
　予告なく変更になる場合がございますので､あらかじめご了承ください。

http://www.naraken.com/musik

最新情報はコチラ

駅前ウェルカムコンサート
5/17 日 大和八木駅 改札口前南北自由通路
フルート、ヴァイオリン、ピアノで
エキサイティング・ストリート・ライブ！

5/21 木 大和八木駅 改札口前南北自由通路
悠久の歴史と浪漫の街を艶やかに彩る、
橿原市観光大使が届けるジャズライブ

5/17 日 桜井駅 南口交番前
様々なジャンルのアカペラサウンドを
心ゆくまで Love for you

無料
申込不要


