小倉百人一首競技かるた

合唱の祭典

全国大会

～オーケストラで歌おう！～

無料

●日程／ 11 月６日土・７日日
●場所／和歌山県立体育館
分 野別 交 流 事 業

●日程／ 11 月６日土・７日日
●場所／和歌山城ホール

都道府県対抗の団体戦で日本一を決定

分野別交流事業

バリアフリー映画祭

和歌山城まちなかキャンドル
イルミネーション・竹燈夜

●日程／ 11 月６日土・７日日
●場所／ジストシネマ和歌山
地域文化発信事業

(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners

オーケストラの祭典

地 域 文化 発 信 事 業

～きのくに花回廊～

全国のアマチュアオーケストラ団員による合
同演奏や、地元の交響楽団等による演奏など

分野別交流事業

●日程／① 11 月 11 日木～ 15 日月
② 11 月 13 日土・14 日日
●場所／①近鉄百貨店和歌山店
②和歌山城ホール

きのくに短歌の祭典

●日程／ 11 月 12 日金～ 14 日日
●場所／和歌山城ホール

●日程／ 11 月 13 日土・14 日日
●場所／和歌山県民文化会館

公民館活動の作品展と実践発表会
※詳細は 14 ページ

短歌づくりワークショップ、短歌作品の表彰
式、市内の名所を巡る吟行バスツアー

和歌山城茶会

分野別交流事業

無料

和歌山市公民館フェスティバル

分野別交流事業

一部無料

和歌山県内で「紀の国わかやま文化祭 2021」が開催されます。和歌山市内でも、

秋に完成予定の「和歌山城ホール」をはじめ、市内の各会場で 60 以上の事業が開
催されます。全国から集まる文化の輝きに触れる絶好の機会を楽しみましょう！
問第 36 回国民文化祭、第 21 回全国障害者芸術・文化祭

一部無料

分野別交流事業

全国で活躍する吹奏楽団による多彩な演奏や
ゲストバンドによるスペシャルステージ

分野別交流事業

全国から出演者や作品を募集し、分
野別に公演や展示を実施する事業

障害者交流事業

障害のある方の活動成果の発表や交
流を目的とする事業

地域文化発信事業

和歌山の特色を十分に発揮し、和歌
山の魅力を発信する事業

特別連携事業

美術館、博物館などの文化施設で実
施する文化事業等

●日程／ 10 月９日土～ 12 月 12 日日
●場所／市立博物館
特別連携事業

知られざる淡嶋神社の魅力を紹介

特別連携事業

カダハク 2021

●日程／ 11 月 17 日水～ 20 日土
●場所／和歌山城ホール

●日程／ 11 月 18 日木～ 21 日日
●場所／和歌山城ホール
無料

●日程／ 10 月 30 日土～ 11 月 21 日日
●場所／加太周辺、友ヶ島など

地域文化発信事業

和歌山市民や和歌山市にゆかりのある方々か
ら公募した作品を展示

地域文化発信事業

みどころいっぱい！
「和歌山市公式ガイドブック」
でもっと楽しむ

通常は市役所で実施されている授産

品販売を、国民文化祭期間中は和歌山

市役所 1 階、支所・連絡所、コミュニティ

城ホールにおいて実施します。
●日程／ 10 月 31 日日

センター、和歌山市民図書館等に設置。

問障害者支援課☎ 435-1060、FAX431-2840

なる事業を見つけて楽しみましょう！

地域文化発信事業

この記事で紹介した事業以外にも、気に

・11 月 3 日水・7 日日

分野別交流事業

市 HP

大会公式
WEB サイト

※９月 13 日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の状況により、内容の変更や開催中止・延期等の場合があります。
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障害者交流事業

地域文化発信事業

障害のある人の作品をまちなかの店舗等に展示

和歌山城 光と音の饗宴

●日程／ 10 月 30 日土～ 11 月３日水
●場所／和歌山城ホール
無料

●日程／ 10 月 30 日土・31 日日
●場所／和 歌山城公園内・西の丸
広場など

日本画、洋画、書、工芸、写真、文芸などの
作品と生け花を組み合わせた展示等

地域文化発信事業

和歌山県に育った太鼓の鼓動と、全国各地の
勇壮な太鼓の響演

フォトウォーク、短歌奉納ワークショップ、
トークイベント、冷泉家和歌披講など

無料

幻想的な光の演出とステージイベント

わかやま洋舞フェスティバル

無料

●日程／ 10 月 31 日日
●場所／和歌山県民文化会館
分野別交流事業

全国の参加団体によるバレエ・モダンダンス・
コンテンポラリーダンスの作品発表

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

●日程／ 11 月３日水～８日月
●場所／和歌浦周辺
一部無料

市公式 Twitter

無料

●日程／ 10 月 30 日土～ 11 月 21 日日
●場所／和歌山駅・和歌山城周辺、
各店舗など

和歌の聖地 和歌の浦魅力探訪
（ID：1025819）

※詳細は 14 ページ

和歌山文化協会総合美術展

太鼓の祭典

文化祭の日程・会場や料金等の詳細、最新
認ください。

友ヶ島アート展示、みんなでつくる加太博物
館、加太の歴史・文化を体感できるイベント

●日程／ 10 月 14 日木～ 11 月 22 日月
●場所／和 歌山城天守閣、わかや
ま歴史館

紀らり！まちなか美術館

無料

●日程／ 10 月 31 日日
●場所／和歌山城ホール

最新情報は公式 HP や SNS で！
の開催状況等は右記の HP や SNS をご確

「和歌山城天守閣を建てた人たち」

女性・漁民の祈り～」

わかやま市民みんなの作品展

全国公募団体と劇団 ZERO が４日間にわた
りそれぞれの代表作を公演

和歌山城天守閣・わかやま歴史館 秋の共同企画展

特別展「加太淡嶋神社展～

きのくに舞台芸術演劇祭

和歌山城ホールでの授産品販売

3

和歌山城ホール

和歌山市主催の事業

●日程／ 11 月 14 日日
●場所／和歌山県民文化会館

●日程／ 11 月 13 日土・14 日日
・20 日土・21 日日
●場所／和歌山城ホールほか
※詳細は 13 ページ

和歌山市実行委員会事

務局（文化振興課内）☎ 435-1194

吹奏楽の祭典

紀の国わかやま文化祭 2021

分野別交流事業

※詳細は４ページ

わかやま・いけばな芸術展

無料

●日程／ 11 月７日日
●場所／和歌山県民文化会館
分 野別 交 流 事 業

無料

●日程／ 11 月６日土・７日日
●場所／和歌山城とその周辺

障害のある方が安心して鑑賞できる映画祭

障 害者 交 流 事 業

県内および全国の合唱団による演奏

無料

●日程／ 11 月３日水
※観覧募集終了
●場所／和歌山城ホール
地域文化発信事業

映像 + 語り、シンポジウム、朗読劇

市報わかやま 令和３年10月号

2

