
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

【問い合わせ】 第３６回国民文化祭、第２１回全国障害者芸術・文化祭和歌山県実行委員会事務局 

（企画部 紀の国わかやま文化祭推進局） 

               担当：事業推進課 大畑、稲内  TEL：073-441-2571 

           総務企画課 小池     TEL：073-441-2417 

《開会式の模様》 

 １０月３０日（土）に和歌山ビッグホエール（和歌山市）で開会式が開催され、本県が

誇る出演者と多くの県民が参加し、創り上げた壮大なステージが展開されました。 

 ご来場の多くの皆様から、 

 「感動の連続でした」 

 「素晴らしい舞台だった」 

などのお声をいただきました。 

 

                     （エンディングのシーン） 

令和３年１１月２日 
話 題 事 項 

「 紀 の 国 わ か や ま 文 化 祭 ２ ０ ２ １ 」

～ 今週のイベント ～ 

開 催 中 

現在開催中の「紀の国わかやま文化祭２０２１」では、

１１月２１日（日）まで県内各地で多彩な文化イベントが

行われます！ 

今週（１１月２日（火）～９日（火））開催のイベント

をお知らせしますので、一つでも多くのイベントにご参加

ください。 ※別紙一覧を参照願います。 



◎紀の国わかやま文化祭2021　１１月２日（火）～９日（火）の行事一覧
№1

和歌山市 本願寺鷺森別院 岡崎支坊 11/3
和歌山市 和歌山県民文化会館 小ホール 11/3
田辺市 熊野本宮大社旧社地 大斎原 11/6

和歌山市 和歌山城ホール 大ホール 11/6～11/7

古座川せせらぎコンサートウィーク ジャズコンサート
来場者参加型コンサート 古座川町 古座川町中央公民館 11/7～11/8

和歌山市 和歌山県民文化会館 大ホール 11/7

聴いて♪弾いて♪みんなのピアノ音楽祭 だれでもピアノ®体験
ピアノコンサート及び講演 紀の川市 貴志川生涯学習センター 11/7

和歌山市 和歌山県立図書館文化情報センター メ
ディア・アート・ホール 11/7

和歌山市 和歌山県立和歌山ろう学校 11/6
和歌山市 和歌山県民文化会館 小ホール 11/7
御坊市 御坊市民文化会館 大ホール 11/7

田辺市 田辺市文化交流センター「たなべる」大会
議室 11/7

和歌山市 和歌山県民文化会館 大ホール 11/3
和歌山市 和歌山県民文化会館 大ホール 11/5

和歌山市 和歌山城ホール 大ホール 11/3

フォトウォーク 和歌山市 和歌浦周辺（集合場所　玉津島神社） 11/3
ワークショップ 和歌山市 玉津島神社 11/3
トークイベント・冷泉家和
歌披講 和歌山市 玉津島神社 11/7

展示 和歌山市 和歌の浦アート・キューブ 11/3～11/8
田辺市立美術館開館25周年記念 特別
展「きのくに三画人」 祇園南海 田辺市 田辺市立美術館 10/2～11/7

和歌山市 和歌山城ホール 展示室 10/30～11/3

和歌山市 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 展示ホー
ル 10/31～11/7

紀の川市 打田生涯学習センター 11/3～11/7
紀の川市 山崎邸 11/5～11/6

障害者福祉施設の紹介 紀の川市 紀の川市歴史民俗資料館 11/3～11/7

白浜町 白良浜 11/3～11/7
『つくるワクワク』アート・ワークショップと作品
展 作品展 和歌山市 和歌山県民文化会館　特設展示室 11/3～11/7

御坊市 御坊市中央公民館 11/4～11/7
広川町 広川町民体育館 11/6～11/7

日高川町 日高川交流センター 11/7
古座川町 古座川町中央公民館 11/7～11/8
和歌山市 和歌山城ホール　小ホール 11/2

かつらぎ町 かつらぎ総合文化会館「あじさいホール」 11/3

御坊市 御坊市民文化会館 大ホール 11/3
田辺市 紀南文化会館　小ホール 11/6

国際尺八コンクール 11/6
合奏コンサート 11/7

紀の川市 粉河ふるさとセンター 11/7
かつらぎ町 かつらぎ総合文化会館「あじさいホール」 11/7
海南市 海南市民交流センター 11/7
橋本市 橋本市産業文化会館 11/3

和歌山市 和歌山県立体育館 11/6～11/7
海南市 琴ノ浦温山荘園 11/6～11/7

和歌の聖地 和歌の浦魅力探訪

開催地
（市町村） 会場名カテゴリー 開催日

音楽

演劇

舞踊

文芸

障害者アート展inきのかわ

全国邦楽合奏フェスティバルin田辺

紀の国わかやま文化祭2021「人形劇祭り」

市民と一緒に創る笑劇「病は気から」
劇団ノスタルジア創作演劇公演「ＢＬＵＥ」

古座川町障害者芸術作品展

　※各イベントの詳しい情報は、文化祭公式ホームページをご覧ください。　URL：https://kinokuni-bunkasai2021.jp/
　※観覧募集等を終了しているイベントが一部ありますので、ご観覧の際は、各主催者にご確認いただきますようお願いします。

和歌山文化協会総合美術展

伝統芸能

生活文化
きものの祭典in橋本～和を感じて・和を紡いで～

合唱の祭典～オーケストラで歌おう！～

第九回“おとのわ”コンサート

オーケストラの祭典

ピティナピアノフェスティバル
「紀の国わかやま文化祭２０２１」オータムコンサート

よみがえりの地　熊野音楽祭

イベント名

アールブリュット和歌山展

白良浜deひらひらＴシャツアート展

第67回御坊市美術展覧会
広川町障害者芸術・文化展
日高川町障害者芸術・文化祭記念講演会～心に光を～

見て！感じて！楽しい人形劇

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

舞踊劇『クレオパトラ』公演
フラメンコ公演「もののけの森のマリア」

田辺市 紀南文化会館

美術

尺八スペシャルライブ

第63回近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会和歌山大会

お香の祭典

きのくにわかやま伝統芸能「夢舞台」
榊葉雅楽会「紀の国わかやま文化祭2021」公演～舞楽会（ぶがく
え）～
茂山狂言と戯瓢踊（けほんおどり）

民謡・民舞の祭典
北紀太鼓フェスティバル

障害者アート展

小倉百人一首競技かるた全国大会



№2

歴史探訪「熊野水軍のさと 安宅荘
2021」 企画展示 白浜町 白浜町立日置川拠点公民館 10/30～11/7

和歌山の文化の今昔～熊野古道と近代
建築～ 近代建築展 和歌山市 和歌山城ホール１階　展示室 11/5～11/9

和歌山市 和歌山城ホール 大会議室 11/3
高野町 高野山大学松下講堂黎明館 11/3

道成寺釣鐘お里がえり
～逸見万寿丸生誕700年祭～ 奉納公演 日高川町 道成寺 11/3

那智勝浦町 那智勝浦町体育文化会館 アリーナ 11/3
広川町の文化・歴史を探る パネル展ほか 広川町 広川町民体育館 11/6～11/7

新宮市 丹鶴ホール 11/7

やすらぎふれあいフェスタ 美術展 有田川町 有田川町地域交流センターALEC 10/30～11/5
由良町 由良町中央公民館 10/30～11/7

講演会 和歌山市 和歌山県立近代美術館 ホール 11/3
講演会 白浜町 南方熊楠記念館 11/6
講演会 和歌山市 和歌山県立図書館2階 講義・研修室 11/7

きのくにの自然を知って、学ぼう 講演会 海南市 和歌山県立自然博物館 11/3
海南市 海南nobinos 11/6、11/7

和歌山市 本願寺鷺森別院 11/9
「ズーラシアンブラス　音楽
の絵本・ブリランテ」 有田川町 金屋文化保健センター 11/3

「しげちゃん一座　絵本＆
トーク＆音楽のコンサー
ト」

有田川町 清水文化センター 11/7

子ども絵本感想画展 有田川町 清水文化センター 11/7
「やなせたかしタペストリー
展」 第1部 有田川町 金屋図書館 10/30～11/7

岩出市 岩出市立市民総合体育館 11/5～11/7
橋本市 橋本市教育文化会館、橋本市民会館 11/5～11/7

和歌山市 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） 11/6～11/7

和歌山市 ジストシネマ和歌山 11/6～11/7
「美し浜のものがたり」煙樹ヶ浜海岸プロ
ジェクションマッピングin文化展 プロジェクションマッピング 美浜町 美浜町煙樹海岸キャンプ場 11/6

湯浅町 湯浅町総合センター 11/7
上富田町 上富田文化会館 11/7

和歌山の文化の今昔～熊野古道と近代
建築～

岩出市文化祭

和歌山城まちなかキャンドルイルミネーション・竹燈夜

バリアフリー映画祭

カテゴリー

絵本のまち有田川 えほんdeわっしょいスペ
シャルin有田川

　※各イベントの詳しい情報は、文化祭公式ホームページをご覧ください。　URL：https://kinokuni-bunkasai2021.jp/
　※観覧募集等を終了しているイベントが一部ありますので、ご観覧の際は、各主催者にご確認いただきますようお願いします。

歴史文化

文化一般

世界遺産 高野山シンポジウム

開催地
（市町村） 会場名 開催日

湯浅町障害者芸術文化祭
かみとんだ健康福祉と文化のまつり

橋本市民総合文化祭

熊野歴史文化シンポジウム
「熊野新宮の聖地文化－山・川・海の景観を愛でる－」

陸奥宗光伯と歴史、文化、教育、芸術、生命（こころ）

八咫烏シンポジウム

由良町文化展

和歌山の魅力を女性記者の目線で映画化
「紀州騎士～きしゅうでないとぉ！～」

イベント名



○紀の国わかやま文化祭2021　期間中通しで開催される行事一覧

田辺市 熊野古道なかへち美術館 10/2～11/28

和歌山市 和歌山県立近代美術館 10/23～12/19
県内公共

交通機関等 白浜空港・紀州鉄道等 10/30～11/21

アート展示 和歌山市 友ヶ島 10/30～11/21

加太博物館 和歌山市 加太総合交流センター 10/30～11/21

イベント 和歌山市 加太周辺 11/3、11/6～11/7

紀らり！まちなか美術館 作品展示 和歌山市 和歌山駅・和歌山城周辺、各店舗等 10/30～11/21
御坊市～新宮市JRきのくに線と紀州鉄道
の列車内と駅舎、沿線地域 10/31～11/21

太地町 太地町立石垣記念館 11/5～11/14

伝統芸能 田辺市 田辺市ホームページ上で動画配信 11/3～11/21
道成寺釣鐘お里がえり～逸見万寿丸生
誕700年祭～ 釣鐘一般公開 日高川町 道成寺 10/24～11/18

有田市 有田市郷土資料館 9/23～12/5

和歌山市 和歌山県立紀伊風土記の丘 10/2～12/5

田辺市 南方熊楠顕彰館 10/2～11/21

和歌山市 和歌山市立博物館 10/9～12/12

和歌山市 ①和歌山城天守閣 多門展示コーナー
②わかやま歴史館 2階 歴史展示室 10/14～11/22

和歌山市 和歌山県立博物館 10/16～11/23

岩出市 岩出市民俗資料館 10/20～12/13

和歌山市 和歌山県立博物館 10/30～11/23

新宮市 丹鶴ホール
11/3～4
11/9～11

11/21

御坊日高博覧会(御博・おんぱく)2021 分散型体験事業 御坊市
日高郡6町 御坊市・日高郡6町 10/30～11/28

「ポッポ絵本館イルミネー
ション」 有田川町 ポッポ絵本館 10/30～11/21

「やなせたかしタペストリー
展」 第2部 有田川町 有田川町地域交流センターALEC（アレッ

ク） 11/9～11/21

高野山僧侶文化体験 振舞膳体験 高野町 高野山内の指定の宿坊にて 11/1～11/14

和歌山市 和歌山県公館

10/30～11/3
11/6～11/11

11/14
11/18～20

白浜町
すさみ町
串本町
太地町

那智勝浦町
新宮市
北山村

南紀熊野ジオパークエリア内 11/3～11/20

　※各イベントの詳しい情報は、文化祭公式ホームページをご覧ください。　URL：https://kinokuni-bunkasai2021.jp/
　※観覧募集等を終了しているイベントが一部ありますので、ご観覧の際は、各主催者にご確認いただきますようお願いします。

カダハク2021

絵本のまち有田川 えほんdeわっしょいスペ
シャルin有田川

カテゴリー

はしる！うごく！作品展

紀の国トレイナート2021 紀伊半島美術館プロジェクト

第7回 Art in 和歌山 魂のであうところ

開催地
（市町村） 会場名 開催日イベント名

和歌山県公館2021文化祭

ジオパークガイドツアー2021秋

歴史文化

文化一般

きのくに吟剣詩舞の祭典

しんぐう文化博覧会

さわって学ぶわかやまの歴史－さわれる文化財レプリカとさわって読む図
録－

秋季企画展(中世根来寺と和泉国)

特別展「きのくにの名宝－和歌山県の国宝・重要文化財－」

和歌山城天守閣・わかやま歴史館 秋の共同企画展「和歌山城天
守閣を建てた人たち」

第60回月例展 熊楠とゆかりの人びと第42回「巽孝之丞と横浜正金
銀行の人々」
特別展「加太淡島神社展－女性・漁民の祈り－」

特別展(紀伊風土記の丘開館50周年記念展)「海に挑み、海をひら
く-きのくに七千年の文化交流史-」

佐原天山没後60年記念特別展『寿昌焼』

美術

特別展「土屋仁応 森の神話」

和歌山の近現代美術の精華


