
令和３年度事業計画（案）  

 

第３６回国民文化祭、第２１回全国障害者芸術・文化祭和歌山市実行委員会の令和３年度

事業計画は次のとおりとする。 

 

1 会議の開催    

① 第 3 回総会  

当初、令和３年５月１９日（水）の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の

影響により今回の書面議決での実施となった。 

② 第 4 回総会（令和 4 年 3 月頃） 

 

2 和歌山市実行委員会が実施する事業 

分野別交流事業（１０事業） 

Ｎｏ 事業名 開催日 会場 事業内容・主催者 

1 太鼓の祭典 10/31 和歌山城ホール 

和歌山県で育った太鼓と全国各地の太鼓との響演と交流を深め

ることを目的とした太鼓の祭典を実施。（和歌山市、和歌山県太

鼓連盟、公益財団法人日本太鼓財団） 

2 
わかやま洋舞 

フェスティバル 
10/31 和歌山県民文化会館  

県内外の洋舞踊団体によるバレエ、モダンダンス、コンテンポラリーダ

ンスなどの作品を上演。（和歌山市、わかやま洋舞フェスティバル

実行委員会） 

3 

合唱の祭典 

～オーケストラで 

歌おう！～ 

11/6～7 和歌山城ホール 
全国から集まる合唱団の公演及びオーケストラと合唱との共演によ

るコンサートを実施。（和歌山市、和歌山県合唱連盟） 

4 

小倉百人一首 

競技かるた 

全国大会 

11/6～7 和歌山県立体育館 

全国から愛好者が集い、小倉百人一首競技かるたの全国大会を

実施。（和歌山市、和歌山県かるた協会、一般社団法人全日本

かるた協会） 

5 オーケストラの祭典 11/7 和歌山県民文化会館  

全国のアマチュアオーケストラ団員が和歌山に集い、合同演奏を実

施。併せて、地元の交響楽団と中学校の合同合唱団による歓迎

演奏を実施。（和歌山市、和歌山市交響楽団、公益社団法人 

日本アマチュアオーケストラ連盟） 

6 

 

わかやま・いけばな

芸術展～きのくに

花回廊～ 

 

①11/11～15 

 

②11/13～14 

①近鉄百貨店和歌山店 

 

②和歌山城ホール 

県内外の華道家や日本いけばな芸術協会代表者によるいけばな

作品を展示。（和歌山市、和歌山県いけばな協会、公益財団

法人日本いけばな芸術協会） 
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7 

紀の国わかやま 

文化祭 2021 

和歌山城茶会 

①11/13~14 

 

②11/20～21 

和歌山城ホール、 

紅松庵 

①表千家同門会和歌山県支部 

②茶道裏千家淡交会 和歌山支 部 

日本の伝統文化である茶道を通して、紀州和歌山が育んだ歴史

文化に触れる茶会を開催。併せて、紀州徳川家ゆかりのお茶道

具などの展示やこども茶道体験を実施。（和歌山市、一般社団

法人表千家同門会和歌山県支部、一般社団法人茶道裏千家

淡交会和歌山支部、一般社団法人和歌山市観光協会） 

8 

 

きのくに短歌の 

祭典 

 

11/13～14 
和歌山県民文化会館  

ほか 

全国から短歌作品を募集し、入賞者の表彰及び選評、短歌トー

クからなる短歌の祭典を実施。併せて、短歌創作ワークショップや

万葉和歌ゆかりの地を巡り、歌を詠むツアーを実施。（和歌山

市、和歌山県歌人クラブ、日本歌人クラブ、現代歌人協会） 

9 吹奏楽の祭典 11/14 和歌山県民文化会館  

クラシック、ジャズ、ポップスなどあらゆるジャンルの音楽を表現し、多

彩な魅力を発信する吹奏楽の祭典を実施。（和歌山市、和歌

山県吹奏楽連盟） 

10 
きのくに 

舞台芸術演劇祭 
11/17～20 和歌山城ホール 

全国で活躍している劇団等による舞台作品を公募して上演。併せ

て、来場された多くの方々が舞台芸術に親しめるような体験企画を

実施。（和歌山市、劇団 ZERO） 

地域文化発信事業 （８事業） 

Ｎｏ 事業名 開催日 会場 事業内容・主催者 

1 
和歌山文化協会 

総合美術展 

10/30～ 

11/3 
和歌山城ホール 

日本画や洋画、写真、俳句、書道などの作品に合わせていけばな

を展示するとともに、日本芸能の披露、お茶のふるまいなどを実施。

（和歌山市、和歌山文化協会） 

２ 
和歌山城 

光と音の饗宴 

 

10/30～31 

 

和歌山城公園内、 

西の丸広場ほか 

ライトアップなど光の演出による幻想的な芸術空間のなかで伝統芸

能などのステージイベントなどを実施。（和歌山市） 

３ カダハク２０２１ 

 

10/30～

11/21 

 

加太・友ヶ島 

周辺地域 

加太・友ヶ島を舞台に、アート作品展示や壁画アート制作、日本

遺産語り部ウォークなど加太・友ヶ島の魅力を体感できるイベントを

実施。（和歌山市、加太地域活性化協議会） 

４ 

有吉佐和子 

生誕 90 年

ふるさとと文学 2021 

～有吉佐和子の 

和歌山 

11/3 和歌山城ホール 

生誕 90 年となる有吉佐和子氏について、映像による紹介、和歌

山ゆかりの作品をテーマとしたシンポジウム、作品の朗読劇からなる

文学イベントを開催。（和歌山市） 

5 

和歌の聖地 

和歌の浦魅力探

訪 

11/3,7 

玉津島神社、 

和歌の浦アート・キュ

ーブほか 

万葉集ゆかりの地にまつわる歴史や文化を広く市内外に伝えること

を目的に、和歌の浦魅力発見フォトウォーク及び講演会、和歌創

作ワークショップ、和歌披講などを開催。（和歌山市） 

６ 

和歌山城まちなか 

キ ャ ン ド ルイ ル ミ 

ネ ー シ ョ ン・竹燈

夜 

11/6～7 和歌山城 

和歌山城内や周辺の協力施設において竹灯篭を点灯し、幻想的

な空間を演出。併せて、グルメブースやステージイベントを開催。

（和歌山市、和歌山市竹燈夜実行委員会） 

７ 
和歌山市公民館 

フェスティバル 
11/12～14 和歌山城ホール 

各地区の公民館活動で生み出された作品を展示。併せて、習得

した演技等のステージ発表を実施。（和歌山市、和歌山市公民

館連絡協議会） 



８ 
わかやま市民 

みんなの作品展 
11/18～21 和歌山城ホール 

和歌山市の風景や文化財、歴史などをモチーフとした絵画、写

真、書、彫刻、工芸などの作品を展示。（和歌山市） 

 

 

障害者交流事業（２事業） 

Ｎｏ 事業名 開催日 会場 事業内容・主催者 

１ バリアフリー映画祭 11/６～７ ジストシネマ和歌山 

聴覚や視覚障害者、発達障害者などさまざまな障害のある方が、

映画館で安心して映画鑑賞できる映画祭を開催。（和歌山

市） 

２ 
紀らり！ 

まちなか美術館 

10/30～

11/21 

和歌山駅周辺、各店舗、 

和歌山城ホール周辺 

ほか 

障害者アートの魅力を身近に感じていただくため、まちなかの店舗

やカフェなどに障害のある人の作品を展示。（和歌山市、紀らり！

まちなか美術館実行委員会） 

 

 

3 プレイベントの開催 

「紀の国わかやま文化祭２０２１カウントダウンイベント」（仮称） 

市民が多くの分野に触れる機会を創出し、文化祭への気運醸成と、団体間の交流を促進し、今

後の本市での文化活動の活性化を図るためプレイベントを開催する。 

日時：令和３年８月２１日（土） １１：００～１６：００（予定） 

場所：和歌山市民会館 

内容：舞台芸術団体とともに舞台での発表や作品展示、ワークショップを実施 

・舞台発表：バレエ、演劇、太鼓など 

・ワークショップ：いけばな、かるたなど 

 

4 周知・広報活動 

「紀の国わかやま文化祭２０２１」の開催を周知し、開催気運の醸成と市民の参加意欲の喚起

を図るため、昨年度に引き続き、各種広報活動を展開する。 

（１） 印刷物等による広報 

ア 広報誌等への掲載 

市報わかやま：４月号～１０月号 計７回毎月掲載予定（１０月号は特集記事を予定）  

イ ガイドマップの作成・配付 

和歌山市内での開催事業のガイドマップを作成し、市関連施設等を通して配付する。 



（２） メディアによる広報 

ア ラジオ等による広報 

ゲンキ和歌山市（ラジオ）への出演等に加え、和歌山市広報広聴課及び市政記者等へ 

情報提供するとともに、新聞、テレビ、ラジオ等、報道機関との緊密な連携を図り、積極的な情 

報提供及び取材への協力を行う。 

イ インターネット、SNS（Twitter）による情報発信 

和歌山市のホームページ及び Twitter を活用し、文化祭情報を全国へ向けて発信する。 

ウ 電光掲示板等への掲示 

和歌山市及び民間が管理する電光掲示板等を活用し、広く情報発信を行う。 

（３） イベント等による広報 

各種イベントへの参加等、様々な機会を捉えて、効果的な広報 PR を展開する。 

（４） 工作物等による広報 

のぼり旗等を効果的な場所に設置することにより、広く市民に周知 PR を行う。 

 

5 おもてなしの取組 

市民の文化祭への興味、関心を高め、開催気運を盛り上げるとともに、来和される方々に和歌山

市の魅力を伝え、和歌山市に来てよかった、もう一度訪れたいと感じていただけるように心のこもった元

気なおもてなしでお迎えする。 

（１） 学校等との連携 

市内小学校等の協力による歓迎のぼり旗・花プランターを主要駅及び各会場に設置する。 

（２） ボランティアとの連携 

現在募集している運営補助ボランティアと協力し、来和される方々を一緒に温かくお迎えする。 

（３） 全庁的な取組 

全庁的な協力体制の下、各課と連携を図り本市を訪れる方々への歓迎の受入れ体制を整 

える。 

 

6 県実行委員会との連携調整 

本市主催・共催事業の準備を円滑に進めるため、県実行委員会及び関係団体等との連絡を密 

にし、必要な事項について協議を行う。 


