
 

               

 

 

いよいよ開幕！紀の国わかやま文化祭２０２１ 
 

 

 

 令和３年１０月３０日（土）から１１月２１日（日）までの２３日間にわたり、『第

３６回国民文化祭・わかやま２０２１』及び『第２１回全国障害者芸術・文化祭わかや

ま大会』（愛称：紀の国わかやま文化祭２０２１）が開催されます。和歌山市主催事業

として２０事業を市内各地の会場で開催します。 

 

 

１ 各事業の日程・内容  

別紙１「和歌山市内で開催される事業」のとおり 

 

２ 各事業の取材について 

  別紙２「国民文化祭事業の取材における留意事項」のとおり 

  ※各事業の取材にあたっては、事前にご連絡をお願いいたします。 

担 当 課 文化振興課 

担 当 者     福田 

電    話 （073）435－1194 

内  線 3090 

資 料 提 供 

令和３年１０月２６日 

【 紀の国わかやま文化祭２０２１ 】 

市内外の人々が様々な文化芸術に触れ親しみ、文化芸術や開催地の魅力を感じるこ

とができる国内最大級の『文化の祭典』です。 

全国規模で発表や共演するイベント、開催地の魅力を発信するイベント、障害のあ

る方の日頃の活動成果を発表できるイベントなど、和歌山市内各地でも多彩な文化イ

ベントを開催します。 



紀の国に集い 明日への鼓動

太鼓の祭典

和歌山県に育った太鼓の鼓動と、全国各地の勇壮な
太鼓の響演を行い、交流を深めながら、太鼓の魅力を
全国に発信します。
また、体験コーナーとして、誰でも参加いただける

直径約1ｍの大太鼓の試し打ちを予定。

【出演団体】
・黒潮躍虎太鼓
・公募 １５団体
・ゲスト ５団体

※小ホールでは、大ホールの映像をライブ放映

日時
10/31(日) 10：30～17：30

場所
和歌山城ホール 大ホール

料金
無料

お問合わせ
（公財）日本太鼓財団
TEL：03-6205-4377



いにしえよりの聖地、きのくに和歌山に舞い集う

わかやま洋舞フェスティバル
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を発表します。

【１部】バレエ・モダンダンスの祭典
和歌山県内のバレエ・モダンダンスの団体７団体による

作品発表

【２部】洋舞踊の饗宴～ようこそ和歌山へ～
全国及び県内の参加団体６団体による作品発表
※県外５団体、県内１団体

【３部】和歌山の子どもたち×プロフェッショナル
ダンサー

和歌山県内のバレエ・モダンダンスの団体によるコンテ
ンポラリーダンスの作品発表
※義足のダンサー大前光市さんらゲスト出演あり
※和歌山洋舞協会６４人＋プロダンサー７人

日時
10/31(日) 15：30～19：30

場所
和歌山県民文化会館
大ホール

料金
1,400円

お問合わせ
わかやま洋舞フェスティバル実行委員会
TEL：0738-24-0622



新設された和歌山城ホールで歌いませんか

合唱の祭典 ～オーケストラで歌おう～

全国から参加する合唱団や県内の合唱団による演奏を披
露します。また、プロのオーケストラと合唱団による松下
耕氏の新作の演奏もあります。

①１１月６日「合唱の祭典」
全国から集まった合唱団による演奏
（県外１２団体、県内１１団体）

②１１月７日「オーケストラで歌おう」
公募した合唱団（混声＆女声）による演奏

（混声１００人、女声１００人）
指揮：松下 耕
オーケストラ：日本センチュリー交響楽団

日時

①11/６(土) 11：00～17：00
②11/７(日) 13：30～15：00

場所
和歌山城ホール 大ホール

料金
①1,000円
②2,000円

お問合わせ
和歌山県合唱連盟事務局
TEL：090-3715-1048



究極のかるた技！瞬時の判断力とスピード感

小倉百人一首競技かるた全国大会

小倉百人一首競技かるたの全国都道府県対抗 ３人１組
の団体戦を開催し日本一を競います。

出演団体：４４都道府県
（高知、鳥取、秋田を除く。）

①１１月６日
開会式、予選リーグ１回戦～３回戦、
予選リーグ閉会式

②１１月７日
決勝トーナメント１～２回戦、準決勝戦、
３位決定戦、決勝戦、閉会式

日時

①11/6(土) 9：30～17：30
②11/7(日) 8：40～16：30

場所
和歌山県立体育館

料金
無料（無観客にて開催）

お問合わせ
和歌山県かるた協会
TEL：090-4286-2289



困難を乗り越えて音楽を

オーケストラの祭典

（１）和歌山市交響楽団と和歌山市中学校合同合唱団に
よる歓迎演奏
・ネイラー 作曲：序曲「徳川頼貞」
・菅野よう子作曲：「花は咲く」
・小田 美樹作曲：「群青」
※特別ゲスト：
音楽トレーナー 木ノ原成子
コンサートマスター 寺西 一巳
コンサートミストレス 北島 佳奈

（２）全国から募集したアマチュアオーケストラ団員
（約８０人）による合同演奏

チャイコフスキー作曲：
交響曲第６番ロ短調「悲愴」日時

11/7(日) 14：00～15：30
場所
和歌山県民文化会館
大ホール

料金
無料

お問合わせ
和歌山市交響楽団
TEL：090-3281-6457



いけばなでつなぐ文化の「和」

わかやま・いけばな芸術展～きのくに花回廊～

①近鉄百貨店和歌山店会場（１１月１１日～１５日）
和歌山県いけばな協会の会員２５０名が作品を展示

する県内最大規模のいけばな展です。
※テープカットセレモニー

１１月１１日 １０:００～（予定）

②和歌山城ホール会場（１１月１３日～１４日）
（公財）日本いけばな芸術協会役員であり日本を代表
する家元がいけばなを和歌山城ホールの1階から3階のロ
ビーに展示します。

※１１作品を展示予定

日時

①11/11(木)～11/15(月)
10：00～19：00

②11/13(土)～11/14(日)
10：00～18：00

場所

①近鉄百貨店和歌山店 ５階催事場
②和歌山城ホール 各階ロビー
料金
無料

お問合わせ
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事務局
TEL：073-435-1194



城下で味わう お茶の魅力

紀の国わかやま文化祭2021和歌山城茶会
①お茶席・展示
和歌山城ホールにて、紀州和歌山が育んだ歴史文化に

触れる茶会を開催します。茶会では紀州徳川家にゆかり
のあるお茶道具の無料見学もできます。
・１１月１３日～１４日
一般社団法人表千家同門会和歌山県支部による茶会

・１１月２０日～２１日
一般社団法人茶道裏千家淡交会和歌山支部による茶会

②子ども茶道体験
紅松庵にてこども茶道体験を同時開催
１１月１３日、２０日
9：30～、11：00～、13：00～、14：30～

（各１時間程度）
日時

①11/13(土)、11/14(日)、
11/20(土) 10：00～15：00
11/21(日) 10：00～13：00

②11/13(土)、11/21(日)
9：30～15：30

場所
①和歌山城ホール 茶室
②紅松庵

料金
①前売券 1,000 円（2 席）

当日券 600 円（1 席）
②無料（事前申込必要）

お問合わせ
和歌山市民茶会実行委員会事務局
TEL：073-435-1234



～うたをよむ うたをあじわう～

きのくに短歌の祭典

日時
①短歌創作ワークショップ
11/13(土) 10：00～12：00 
②表彰式・トークショー
11/13(土) 13：00～16：00 
③吟行バスツアー
11/14(日) 10：00～15：00

場所
和歌山県民文化会館
小ホール、会議室

料金
①②無料
③3,000円

①短歌創作ワークショップ
一般の部（大学生を含む。）と学校の部（中学生・高校生）に分けて、

歌人を講師とした短歌創作ワークショップを行います。
【応募数】 一般の部・・・332人 (981首)

学校の部・・・4,423人（8,318首）
合計 4,755人（9,299首／１人3首まで応募可）

②表彰式及びトークショー
●入賞者の発表
「ときめき・いろどり・これから」の３つのテーマで応募
した短歌作品の入賞者の発表、作品披露、入選作品の講評
を行います。

●トークショー
「ときめき・いろどり・これから」の３つのテーマごとに
選んだそれぞれの短歌について３名の講師によるトーク
ショーを行います。

③吟行バスツアーで巡る万葉ゆかりの地
万葉集ゆかりの地である紀三井寺、和歌浦、加太を巡りながら、吟行

を行うバスツアーを行います。健康館にて講評会を実施。（３０名予
定）

お問合わせ
和歌山県歌人クラブ
TEL：073-487-1831



届けよう吹奏楽の力、紀の国から奏でるハーモニー

吹奏楽の祭典

全国で活躍する吹奏楽団が集まり、吹奏楽の魅力
あふれる多彩な演奏を繰り広げます。全国の愛好者
との交流の輪を広げ、ゲストバンドによるスペシャ
ルステージも行われます。

出演団体：全国及び県内から集まった吹奏楽団
１３団体（県外２団体、県内１１団体）

日時

11/14(日) 11：00～17：00

場所
和歌山県民文化会館
大ホール

料金
一般 1,400 円
高校生以下 700 円

お問合わせ
和歌山県吹奏楽連盟
TEL：073-424-2446



心が魂が震える感動の舞台～奇跡の 4 日間～

きのくに舞台芸術演劇祭
全国公募団体と劇団ZERO がそれぞれの代表作を公演します。

①愛と奇跡の舞台
VOL１ 新感覚☆朗読劇で語る伝わる物語集
VOL２ シャンソン歌手MIYAが歌と語りで綴る感動の半生
VOL３ 中西健志による英語スピーチ
VOL４ ストーリーテラーサヤ佳が心を込めて贈る朗読劇
VOL５ 児童文学作家たかだゆき子のゆっこりん一座

＆劇団ＺＥＲＯによる演劇

②花咲く乙女の子守唄
実施団体：結社わだち／KN企画

③ミュージカル リトル・プリンス
～ひこうき乗りと星の王子さま～

実施団体：さくらさくらカンパニー

④古代わかやまの女王伝説「名草姫」～二千年の月夜を超えて～
実施団体：劇団ZERO

日時
① 11/17(水) 14：30 ～
② 11/18(木) 18：00 ～
③ 11/19(金) 18：30 ～
④ 11/20(土) 17：00 ～

場所
①②③和歌山城ホール小ホール

④和歌山城ホール大ホール

料金
前売券 ①②③1,000 円④2,000円
当日券 ①②③1,500 円④2,500 円

お問合わせ
劇団ＺＥＲＯ
TEL：090-1481-0941



～和歌山城を光と音の芸術空間へ～

和歌山城 光と音の饗宴

（１）光の演出
①樹木ライトアップ（西の丸広場、西之丸庭園）
時間による色が変わるプログラム調光

②星空ワープスクリーン（西の丸広場）
上を見上げると流れるようなグラデーションの夜空と星が降ります。

③西之丸庭園タップステージ（西之丸庭園）
踏むと色が変わるインタラクティブなタップステージを約１６０台
設置し、その中心には巨大な光のツリーを設置します。

（２）演舞ステージ（西の丸広場）
津軽三味線や琴などの伝統芸能からサックス、ゴスペル、ダンス
など様々なジャンルのステージパフォーマンスを披露します。

（３）ワークショップ（旧議場跡広場）
自分たちで作れる光として和紙とキャンドルを使った和紙ワーク
ショップを行い、作った作品を会場に展示します。

日時
10/30(土) 17：00～21：00
10/31(日) 13：00～21：00
※光の演出は17：00～

場所
和歌山城公園西の丸広場、
西之丸庭園等

料金
無料

お問合わせ
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事務局
TEL：073-435-1194



映像＋語り、シンポジウム、朗読劇による･･･文学ライブ！
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

有吉佐和子の生誕９０年の節目の年に、有吉佐和子の足跡をたどる ＜文学
のステージライブ＞を一般社団法人日本ペンクラブ企画監修のもと開催。

【第１部】映像と語りと音楽で彫る
〜有吉佐和子の肖像、紀ノ川の流れゆく先へ

脚本：吉岡忍 映像：四位雅文 語り：山根基世
ヴァイオリン：佐藤久成

【第２部】シンポジウム「和歌山に生まれ、和歌山を愛し、和歌山
も日本も超えて活躍した作家－有吉佐和子」
パネリスト：有吉玉青、下重曉子、中島京子、吉岡忍

【第３部】朗読劇「石の庭」 演出：杉田静生
出演：浜畑賢吉、荒川久美江、宮川智之、久保田彩佳、奥洞和哉

日時
11/3(祝) 13：30～17：00

場所
和歌山城ホール 大ホール
料金
無料（事前申込要・募集は終了しました）

お問合わせ
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事務局
TEL：073-435-1194



過去「カダハク」未来

カダハク２０２１
①友ヶ島アート展示
友ヶ島に合ったアート作品を、３名のアーティストが制作し、友ヶ島

内に展示。 監修：川添善行（東京大学 准教授）
・石田真也 タイトル「虚構のアーカイブ」
・堤有希 タイトル「ある小屋について」
・岡﨑由璃子 タイトル「タイトツキ」

②みんなでつくる 加太博物館
祭具や漁具の展示、加太の歴史の写真展など加太の歴史やまちの魅力

を紹介する展示コーナーを実施

③加太の歴史・文化を体感できるイベント
・みんなでつくる加太壁画アート
文化祭期間中に防波堤アートを参加者と共に制作

・加太語り部と行くウォークイベント
語り部案内の下、修験道ゆかりの地を巡るウォークイベン
トを実施

・その他、加太ハロウィンウォークラリー、加太の海藻を
使った野外炊飯体験として加太海藻フェスティバルなどを
実施。日時

①②10/30(土)～11/21(日)
③各イベントの開催日

場所
①友ヶ島
②加太総合交流センター
加太中学校会場

③加太周辺

料金
無料（③事前申込要）

お問合わせ
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事務局
TEL：073-435-1194



万葉ロマン～和歌の神さまがいるまち～

和歌の聖地 和歌の浦魅力探訪
①聖地和歌の浦の魅力を見つけよう！フォトウォーク
和歌の浦周辺の絶景スポットを和歌浦在住の写真家、万葉集研究者とともに巡

り、和歌の浦の魅力に迫ります。
写真講師：松原時夫 歴史講師：村瀬憲夫

②みんなで短歌づくりに挑戦しよう ～和歌の神様に奉納～
玉津島神社で、講演、短歌ワークショップ、短歌の奉納を行います。
講師：石田晋司 演奏：和歌山雅楽会

③冷泉家による和歌披講・和歌の浦と和歌についてのトークイベント
歌聖と仰がれた藤原俊成、定家父子を祖先に持つ「和歌の家」であり、冷泉流

歌道を継承する冷泉家に特別出演していただき、和歌に節をつけて歌い上げる和
歌披講を披露していただきます。
あわせて、万葉集研究者の村瀬氏が「万葉の和歌の浦から和歌の家の伝統へ」

をテーマにトークイベントを実施します。
特別出演：冷泉家時雨亭文庫 講師：村瀬憲夫

④和歌の浦の写真と短歌の展示 ～万葉ロマンを感じて～
和歌の浦の魅力あふれる写真を募集し展示します。また、②で制作した短歌の

作品を展示します。

日時

①11/3(祝) 10：00～12：00
②11/3(祝) 13：00～16：00
③11/7(日) 13：30～16：00
④11/3(祝)～11/8(月)

9：00～17：30
（最終日は15：00まで）

場所
①和歌浦周辺
②③玉津島神社
④和歌の浦アートキューブ

料金
①③④無料
②2,000円（短歌奉納料）
①②③（事前申込要）

お問合わせ
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事務局
TEL：073-435-1194



和歌山市の自然と歴史、文化が織りなす魅力

わかやま市民みんなの作品展

和歌山市の自然と歴史、文化が織りなす魅力
を表現した絵画、写真、書道、彫塑工芸、手芸
などの作品について、和歌山市民や和歌山市に
ゆかりのある方々から広く公募し、展示します。

※７０作品程度を展示

日時

11/18(木)～11/21(日)
10：00～17：00

（最終日は15：00まで）

場所
和歌山城ホール 展示室

料金
無料

お問合わせ
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事務局
TEL：073-435-1194



和歌山市の秋の風物詩

和歌山城まちなかキャンドルイルミネーション・竹燈夜

和歌山城とその周辺に約８，０００本の竹で作製し
た灯篭を並べ、あたたかく幻想的な光のイルミネー
ションを実施します。また、和歌山県いけばな協会に
よる「いけばな野外アート展」を開催します。
和歌山城西の丸広場では、文化団体によるパフォー

マンスを披露します。

日時
11/6(土)～11/7(日)

18：00～21：00

場所
和歌山城とその周辺
（モンティグレ和歌山・スマイルホテル）

料金
無料

お問合わせ
竹燈夜実行委員会事務局
TEL：073-435-1234



「静」と「動」の共演

和歌山文化協会総合美術展

（１）美術展
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作品を展示します。

（２）ステージ発表
能舞と生け花との共演舞台や洋楽の演奏。「静」と

「動」を融合した芸を同展示室内のステージにて披露
します。

※１１月２日は、和室にて呈茶席のおもてなしを
実施します。

日時
10/30(土)～11/3(祝)

10：00～17：00
（最終日は16：00まで）

場所
和歌山城ホール展示室、和室（11/２のみ）

料金
無料

お問合わせ
和歌山文化協会
TEL：073-436-3580



地域が主役！公民館

和歌山市公民館フェスティバル

日時

①作品展 11/12～11/14
12日(金) 10：00～17：00
13日(土) 9：30～17：00
14日(日) 9：30～15：00
②実践発表会
11/13(土) 11：30～16：00

場所
和歌山城ホール
①展示室
②小ホール

料金
無料

①第６５回作品展
和歌山市内の公民館活動の中で制作した写真、絵

画、書道などの作品を展示します。
１１月１２日 １０：００～ テープカット

②第２５回実践発表会
公民館活動の中で習得したコーラス、民踊などの

演技をステージで発表します。
１１月１３日 １１：３０～ 開会式典

お問合わせ
和歌山市公民館連絡協議会事務局
TEL：073-435-1193



～みんな ハッピーな おもてなし～

紀らり！まちなか美術館

①作品展示
まちなかを美術館にみたて、障害のある人のアー

ト作品をまちなかの店舗等に展示します。
アート作品：８１作品
店舗：ＪＲ和歌山駅、南海和歌山市駅、和歌山

城周辺の２３店舗
（ホテル、図書館、和歌山ＭＩＯ、
キーノ和歌山、カフェ等）

②オープニングイベント
障害者グループによるステージパフォーマンスや

参加型ワークショップを実施します。

日時
①作品展示

10/30(土)～11/21(日)
各店舗の営業時間内

②オープニングイベント
10/30(土)10：00～15：00

場所
①和歌山駅・和歌山城周辺、
各店舗等

②わかちか広場

料金
無料

お問合わせ
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事務局
TEL：073-435-1194



障害のある方が安心して楽しめる映画祭

バリアフリー映画祭

障害のある方が安心して楽しめるよう映画館の会場を障
害者等に配慮し、ＵＤＣａｓｔ※を使用した作品の映画鑑
賞を行います。
（※スクリーンに字幕ガイドを表示し、音声ガイドが流

れます。）

11/6 13：30～
・全盲のドラマー酒井響希さんによる
ステージパフォーマンス

・上映作品 「STAND BY ME ドラえもん２」

11/7 10：00～ 上映作品 「えんとつ町のプぺル」
12：30～ 上映作品 「花束みたいな恋をした」

日時

11/6(土) 13：30～
11/7(日) 10：00～

12：30～

場所
ジストシネマ和歌山

料金
各回500円

お問合わせ
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事務局
TEL：073-435-1194



○国文祭の取材における留意事項（和歌山市）

特になし
撮影エリアの
設置

ストロボ撮影
の禁止

1 太鼓の祭典 〇

撮影業者が入
るため、撮影
位置にご配慮
願います。

出演団体につ
いては、個別
対応。太鼓財
団について
は、可。

イベント後半のゲスト団体が見ごたえあります。

2
わかやま洋舞フェス
ティバル

観客の妨げに
ならないよう
客席後方から

禁止 短時間なら可
・3部構成のうち、第1部のみ撮影可（開演15:30～
16:30頃まで。リハも同様）
・なるべく少人数でお静かにお願いします

3
合唱の祭典～オーケス
トラで歌おう！～

特になし 禁止 可 演奏中の写真はご遠慮ください。

4
小倉百人一首競技かる
た全国大会

設置
禁止
（シャッター
音も禁止）

可（入賞者へ
の許諾は取っ
てください）

・撮影時には密にならないよう、また声を出さな
いようにご注意ください。
・6日の予選リーグ第一試合前にデモンストレー
ション撮影タイムあり（10時55分ごろの予定です
が、遅れる場合があります）。その時間帯だけ１
階競技場は撮影可。（報道の名札を付けて下さ
い）上記以外１階競技場での撮影は不可。
・２階観覧席からの全体像は撮影可能ですが、動
いてはいけないし音を立ててはいけないのでお気
を付けください。
・開会式・閉会式は１階での撮影可。

5 オーケストラの祭典 特になし 禁止 否
・本番演奏中の移動はご遠慮ください。
・舞台には上がらないで下さい。

6
わかやま・いけばな芸
術展～きのくに花回廊
～

　　　〇
近鉄百貨店5階会場にて11月11日午前9時50分頃よ
りテープカット予定。
開催中は常時取材可です。

7
紀の国わかやま文化祭
２０２１和歌山城茶会

○ 可 特になし

8 きのくに短歌の祭典 ○ 可 取材時に受付にて会社名の記入をお願いします。

9 吹奏楽の祭典

常駐されない
場合は撮影用
のお席を確保
しませんの
で、適宜入場
者を遮らない
場所での撮影
をお願いしま
す。

・演奏シーンの撮影はシャッター音が目立ちます
ので、音が大きなタイミングで撮影してくださ
い。
・連盟から撮影業者が入ります。2階席中央最奥の
席はその業者用に確保するので、そちらで撮影し
ていただくことも可能です。
・時間は本番開始後からの方がわかりやすい内容
の撮影が可能かと思います。タイムテーブルもお
渡ししますのでご連絡ください。

10
きのくに舞台芸術演劇
祭

設置
禁止（シャッ
ター音も禁
止）

可 ・演目中の移動はご遠慮ください。

11 和歌山城光と音の饗宴 なし 否

・会場・ステージ施工中は撮影不可です。
・事前に人数と氏名をご連絡ください。（撮影前
に受付スタッフへ名刺等お渡しください。）
・出演者により取材NGの場合があります。
・新型コロナウイルス感染症等の対策をしたうえ
で、会場の動線や演出に妨げにならないようご協
力ください。

12
ふるさとと文学2021～
有吉佐和子の和歌山

スチール写真
撮影許諾。ビ
デオ撮影は原
則不許諾。

記録映像の撮
影を左右中央
から行う。撮
影の画角に入
らない範囲で
の撮影でお願
いします。

フラッシュ撮
影・シャッ
ター音禁止。

可
当日、撮影場所については、指示させてもらいま
す。

13 カダハク２０２１ 〇 なし 可

会場内でのルール 公演後、結果
発表後等の取
材の可否

取材上の具体的な留意点事業No.



○国文祭の取材における留意事項（和歌山市）

特になし
撮影エリアの
設置

ストロボ撮影
の禁止

会場内でのルール 公演後、結果
発表後等の取
材の可否

取材上の具体的な留意点事業No.

14
和歌の聖地和歌の浦魅
力探訪

フォトウォー
クは同行可。
ワークショッ
プと和歌披講
は客席の後方
に設置。トー
クイベントは
設置なし。

可（スタッフ
が対応）

・和歌披講・和歌の浦と和歌についてのトークイ
ベントに関して、撮影したものを、使用（転載）
する際には、冷泉家時雨亭文庫が行事をしている
旨を明記して下さい。
また、使用（転載）の際には、冷泉家時雨亭文庫
に連絡を取り、使用（転載）の確認・許可を得て
ください。
・和歌披講の儀式の邪魔にならないようにしてく
ださい。また、儀式を行う拝殿には立ち入らない
で下さい。

15
わかやま市民みんなの
作品展

〇
入場の際は、受付にて、検温・手指の消毒をお願
いします。マスクは必ず着用してください。
また、スタッフ全員の名刺を提出願います。

16
和歌山文化協会総合美
術展

〇 なし

可
会場内スタッ
フが対応しま
す。

取材前にスタッフに名刺をお渡しください。

17
和歌山市公民館フェス
ティバル

なし 禁止
各地区代表者
の許可を受け
て可

・新型コロナウイルス感染症対策をした上で、受
付で検温等を済ませてから入場してください。
・出演者や観客の妨げにならないように取材をし
てください。

18
和歌山城まちなかキャ
ンドルイルミネーショ
ン・竹燈夜

なし なし 可

・新型コロナウイルス感染予防の対策をお願いい
たします。
・撮影時は他の来場者のご迷惑にならないようお
気を付けください。
・事前に人数と氏名をご連絡ください。

19
紀らり！まちなか美術
館

〇 なし 可

20 バリアフリー映画祭 なし
禁止（フラッ
シュ禁止）

可 ・映画上映中は撮影禁止


