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音楽 和歌山市
和歌山ジャズマラソンプレイベント

～世界津波の日クラシックコンサート～
11月2日(水)
18:30～20:30

和歌山城ホール
大ホール

必要
大人 2,000円
学生 1,000円

インターナショナルグッドウイルわかやま TEL:073-451-8172 http://oiyanjazz.com
6人組の女性コーラスと6人組の男性コーラスによる童謡
コンサートと、プロオーケストラによる組曲「世界津波
の日・濱口梧陵」を演奏するコンサートを開催。

音楽 和歌山市 第５０回和歌山県新人演奏会（５０回記念公演）
11月3日(木・祝)
13:30～16:15

和歌山県民文化会館
大ホール

必要 1,000円 和歌山県民文化会館
TEL:073-436-1331
FAX:073-436-1335

http://www.wacaf.or.jp/

オーディション選抜の新進演奏家と本県出身のヴァイオ
リニスト寺下真理子氏、声楽家須藤慎吾氏、大阪フィル
ハーモニー交響楽団メンバーによるピアノ五重奏による
記念公演。

音楽 和歌山市 街角のシャンソン
11月6日(日)
14:00～15:30

和歌山城ホール
屋上テラス

不要 無料 和歌山シャンソン友の会
TEL:090-3494-9416
FAX:073-451-3288

―
シャンソンに気軽に触れられるように、身近な場所で親
しみやすいミニコンサートを開催。

音楽 和歌山市 昭和拾年代の和歌山音楽事情シンポジウム～蓄音器＆コンサート
11月12日(土)
14:00～15:30

フォルテワジマ
４階ホール

必要 2,000円 和歌山ブルース歌碑プロジェクト TEL:073-423-4655 ―
昭和15年、ぶらくり丁周辺に蓄音器店が20店舗以上が
あったという記録から、当時の和歌山の音楽文化の状況
を紐解く。金沢蓄音器館協力。

音楽 和歌山市 和歌山ジャズマラソンステージ増設応援プロジェクト
11月13日(日)
8:25～16:30

和歌山城ホール前 
野外多目的スペース

不要 無料 和歌山ジャズプレーヤーズ協会 TEL:073-451-8172 http://oiyanjazz.com

和歌山を代表するおやじシンガーTONPEI氏をゲストに招
き、和歌山ジャズマラソンを民間で応援するため、マラ
ソン当日ライブコンサートを開催。野外ステージのため
入場無料。

音楽 和歌山市 わかやま地方創生コンサート２０２３
生演奏で歌う紀州ソングスコンサート！出場者公開オーディション

11月19日(土)
11:00～16:00

和歌山城ホール 
リハーサル室

不要 無料 わかやま歌の力の会 TEL:080-1444-0757
http://wutap.ikora.tv/e1508975.h

tml

2023年2月開催予定の、バンドや弾き語りなど生演奏で
歌う紀州ソングスコンサートの公開オーディションを開
催。ビデオ審査を勝ち抜いた１５組が出場。

音楽 和歌山市 南葵音楽文庫ミニコンサート「徳川頼貞 初々しい体験を胸に」
11月20日(日)
15:30～16:30

和歌山県立図書館
メディア・アート・ホール

必要 無料 南葵音楽文庫サポーター有志 nankimusic@gmail.com
https://www.facebook.com/nanki

music/
南葵音楽文庫サポーター有志が、音楽文庫及びその収集
者の徳川頼貞にちなんだ曲を演奏。

音楽 和歌山市
第２３回マーチングバンド・バトントワリング フェスティバル

ｉｎ　ＷＡＫＡＹＡＭＡ
11月23日(水・祝)

13:30～16:00
和歌山ビッグホエール 不要 無料 和歌山県バトン協会事務局（坂本） TEL:090-6667-7074 ―

園児から高校生の巧みな美しいバトンの演技とマーチン
グバンドの美しい動きと軽快なマーチングを披露。

音楽 和歌山市
きのくに国際コンサート・シリーズ

「堀米ゆず子×ヴァレリー・アファナシエフ コンサート」
11月25日(金)
19:00～21:00

和歌山城ホール 
小ホール

必要 一般前売 5,000円 きのくに音楽祭事務局
TEL:090-8172-7074
FAX:073-452-1934

https://kinokuni-fes.com/
「和歌山に、圧倒的音楽体験」を合言葉に、世界的ヴァ
イオリニストの堀米ゆず子氏とピアノ界の鬼才アファナ
シエフ氏を招いた本格派デュオのリサイタルを開催。

音楽 和歌山市
～ポピュラー音楽のルーツを探る～

ピーター・バラカン×濱口祐自 ＤＪコンサート
11月26日(土)
14:00～16:00

和歌山県立図書館
メディア・アート・ホール

必要 3,000円 和歌山ライブの歩き方編集局 TEL:073-457-1011
http://wutap.ikora.tv/e1508975.h

tml

「和歌山ライブの歩き方」開設13周年を記念し、良質な
音楽を紹介し続けるピーター・バラカン氏と、那智勝浦
町出身で異能のギターリスト濱口祐自氏によるDJコン
サートを開催。

音楽 紀の川市 きのくに文化月間連携事業 琴伝流大正琴コンサート
11月20日(日)
12:00～15:30

粉河ふるさとセンター 不要 無料
生涯学習大正琴研究会
琴伝流和歌山琴美会

TEL:0736-73-8808
FAX:0736-73-8808

―
音域が異なる4種類の大正琴で懐かしい楽曲等を演奏す
るアットホームなコンサート。

演劇 和歌山市 きのくに舞台芸術祭２０２２
11月6日(日)

14:00～
和歌山城ホール 

小ホール
必要 2,000円～2,500円 （一社）文化芸術プロジェクト

TEL:080-1439-3113
FAX:073-444-8709

https://bunkageijutsu.jimdofree.c
om/

和歌山で活躍する3団体の競演で、新感覚の朗読劇や
シャンソンライブコンサート、映像と演奏、朗読を組み
合わせた新しい作品を上演。

演劇 和歌山市 劇団ノスタルジア第２０回公演「百年の眠り」
11月13日(日)
13:30～15:30
17:30～19:30

和歌山県民文化会館 
小ホール

必要 1,000円～2,500円 劇団ノスタルジア TEL:073-456-0414 http://www.nostalgianet.com
ピュリッツァー賞を受賞したソーントンワイルダーの名
作「わが町」をモチーフに、楽しくて切ないオリジナル
の群像劇を上演。

演劇 和歌山市 劇団ＺＥＲＯ公演
11月23日(水・祝)

17:00～
和歌山城ホール 

大ホール
必要 2,000円～2,500円 劇団ＺＥＲＯ

TEL:090-1481-0941
FAX:073-422-8792

https://gekidan-
zero.jimdofree.com/

モーツァルトの三大オペラ「コジ・ファン・トゥッテ」
を演劇化した痛快喜劇作品「恋人たちの学校」を上演。

文芸 和歌山市 有吉佐和子記念館 名作朗読劇場
11月30日(水)

11:00～
14:00～

有吉佐和子記念館 ２階 必要 無料 まちづくり紀ノ川
TEL:073-488-9880
FAX:073-488-9880

https://ariyoshi-sawako.jp/
名作朗読劇の分野で活躍する実力派劇団結社わだちを招
き、有吉佐和子の代表作「華岡青洲の妻」を朗読劇とし
て上演。

美術 和歌山市 特別展「稗田一穗展」
9月10日(土)～11月6日(日)

※休館日:月曜日（祝日の場合は翌日)
9:30～17:00（入館は16:30まで）

和歌山県立近代美術館 不要 800円 和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690
FAX:073-436-1337

https://www.momaw.jp/

田辺市に生まれた日本画家稗田一穗の80年を超える画業
の過程を、アトリエに残された最初期の作品から最新の
展覧会出品作まで、主要な作品によって振り返る展覧会
を開催。

美術 和歌山市 ミティラー美術館コレクション展
10月8日(土)～12月25日(日)

※休館日:月曜日（祝日の場合は翌日)
9:30～17:00（入館は16:30まで）

和歌山県立近代美術館 不要 無料 和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690
FAX:073-436-1337

https://www.momaw.jp/
日本とインドの国交樹立７０周年を記念して、コスモロ
ジーあふれるインド美術を収集してきたミティラー美術
館（新潟県）のコレクションを紹介。

美術 和歌山市 コレクション展２０２２-秋冬 特集 田中恒子コレクション
10月8日(土)～12月25日(日)

※休館日:月曜日（祝日の場合は翌日)
9:30～17:00（入館は16:30まで）

和歌山県立近代美術館 不要 無料 和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690
FAX:073-436-1337

https://www.momaw.jp/
本館所蔵作品を通して美術文化の理解を深められるよ
う、テーマを設けながら和歌山ゆかりの作家を中心に近
現代美術の秀作を展示。

美術 和歌山市 万葉水彩画展
10月27日(木)～1月22日(日)

9:00～17:00（入館は16:30まで）
片男波公園（万葉館） 必要 無料 万葉館

TEL:073-446-5553
FAX:073-446-5554

http://www.wacaf.or.jp/kataonami
/

万葉の花や風景を描いた水彩画展を開催。

美術 和歌山市 第５９回和歌山水彩画協会水彩展
11月2日(水)～11月7日(日)

10:00～17:00（最終日16:00まで）
和歌山県民文化会館
大・中・小展示室

不要 無料 和歌山水彩画協会 TEL:073-494-0286 ―
具象画から抽象画まで風景・静物・人物を対象に水彩画
約120点を展示。

紀北エリア
問合せ先
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美術 和歌山市 企画展「ニッポンの油絵」
11月12日(土)～12月25日(日)

※休館日:月曜日（祝日の場合は翌日)
9:30～17:00（入館は16:30まで）

和歌山県立近代美術館 不要 520円 和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690
FAX:073-436-1337

https://www.momaw.jp/
日本洋画と呼ばれながら日本の絵画とは何かを映し出し
てきた「油絵」が、この国の美術表現として根付く過程
を追う展覧会を開催。

美術 和歌山市 第６９回和歌山文化協会総合美術展 11月24日(木)～11月27日(日)
和歌山城ホール

展示室
必要 無料 和歌山文化協会 TEL:073-436-3580 ―

会員の日本画、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コラボ展を実施し、併せて
「静」と「動」を融合させた芸の舞台を披露。

伝統芸能 和歌山市 万葉お琴コンサート ～古への誘い～
11月3日(木・祝)
14:00～15:00

片男波公園
（万葉館）

必要 無料 万葉館
TEL:073-446-5553
FAX:073-446-5554

http://www.wacaf.or.jp/kataonami
/

生田流の田口眞澄氏とその弟子を招き、秋や月に関する
名曲を琴で演奏。(先着30名・要予約)

伝統芸能 和歌山市 令和４年度伝統文化体験「けんぶんDE体験教室」
11月23日(水・祝)

10:00～16:00
和歌山県民文化会館 必要

有料
（各教室による）

和歌山県民文化会館
TEL:073-436-1331
FAX:073-436-1335

http://www.wacaf.or.jp
日本舞踊、三味線・尺八・落語など様々な日本の伝統文
化に親しむ機会を提供。

伝統芸能 海南市 榊葉雅楽会 第二回雅楽公演「つなぐ舞 つなぐ楽」
11月3日(木・祝)
13:30～16:00

海南市民交流センター 
ふれあいホール

必要

一般前売 2,000円
一般当日 2,500円

学生(全般) 1,000円
未就学児無料

榊葉雅楽会（前田） TEL:080-3808-2628 ―
古来から伝承されてきた浪速神楽や管絃、舞楽を、神と
人とを「つなぐ舞 つなぐ楽」と題して上演。

生活文化 和歌山市 未生流和歌山支部いけばな展
11月12日(土)
11月13日(日)

和歌山県民文化会館
大・中・小展示室

不要 無料 未生流和歌山支部
TEL:090-2116-1228
FAX:073-455-3683

―
未生流和歌山支部員が「一輪・夢・未来」をテーマに未
生流の伝統や現代文化を表現した生け花を披露。

生活文化 和歌山市 第２２回マジックフェスティバル
11月13日(日)
13:00～16:00

和歌山城ホール
大ホール

不要 無料 和歌山マジシャンズクラブ
TEL:073-452-8627
FAX:073-452-8627

―
日本古来の古典奇術や現代のマジック、中国門外不出と
されていた「変面」も演じる。観客と一体となって、楽
しく不思議なマジックを披露。

歴史文化 和歌山市
和歌山県立紀伊風土記の丘令和４年度秋期特別展
「紀氏、大地を開く－宮井用水と耕地開発－」

10月1日(土)～12月4日(日)
※休館日:月曜日（祝日の場合は翌日)

9:00～16:30（入館は16:00まで）

和歌山県立紀伊風土記の丘
常設展示室・企画展示室

不要
一般 360円

大学生 220円
和歌山県立紀伊風土記の丘

TEL:073-471-6123
FAX:073-471-6120

https://www.kiifudoki.wakayama-
c.ed.jp/

古墳時代から中世にかけて耕地開発を行った紀氏と宮井
用水の歴史を辿る企画展。

歴史文化 和歌山市
特別展　濱口梧陵と廣八幡宮

－法蔵寺・養源寺・安楽寺の文化財とともに－

10月15日(土)～11月23日(水・祝)
※休館日:月曜日（祝日の場合は翌日)

9:30～17:00（入館は16:30まで）
和歌山県立博物館 不要

一般 830円
大学生 520円

和歌山県立博物館
TEL:073-436-8670
FAX:073-436-6643

https://hakubutu.wakayama.jp/
「稲むらの火」で有名な濱口梧陵の事情とともに、廣八
幡宮やその周辺にある寺院の文化財等を紹介。

歴史文化 和歌山市 和歌山県立文書館歴史講座
10月29日(土) 13:30～15:30
11月5日(土) 13:30～15:30
11月26日(土) 13:30～15:30

きのくに志学館
２階 講義・研修室

必要 無料 和歌山県立文書館
TEL:073-436-9540
FAX:073-436-9541

https://www.lib.wakayama-
c.ed.jp/monjyo/

古文書等の資料を利用しながら和歌山の歴史についてわ
かりやすく解説する講座を開催。

歴史文化 和歌山市 講演会＆見学会　建立３１０周年「岡山の時鐘堂」の今昔
11月3日(木・祝)
10:00～12:00

和歌山県立博物館
２階 学習室

必要 無料 和歌山ユネスコ協会
TEL:073-435-1138
FAX:073-435-1176

―
県指定文化財の岡山の時鐘堂について、建立当時の状況
と戦後の平和の鐘運動に関する講演会・現地見学会を開
催。

歴史文化 和歌山市 特別展「表千家とわかやま－紀州藩における交流－」
11月5日(土)～12月4日(日)

※休館日:月曜日（祝日の場合は翌日)
9:00～17:00（入館は16:30まで）

和歌山市立博物館 不要 500円 和歌山市立博物館
TEL:073-423-0003
FAX:073-432-9040

http://www.wakayama-city-
museum.jp/

江戸時代紀州徳川家に仕えた表千家と茶道を庇護した歴
代藩主との交流の歴史を紹介する展覧会を開催。

歴史文化 和歌山市 講演会「和歌山城の木造遺産」
11月7日(月)
19:30～21:00

白樫木材 木と土のギャラリー
（和歌山市築港5-17）

必要 無料 「国宝」和歌山城木造復建の会 TEL:073-422-6011 ―
和歌山城整備計画に基づく和歌山城の木造復元を目指
し、和歌山城と和歌山城から移築された木造建築に関す
る講演を開催。

歴史文化 和歌山市 第八回加太語り部の会「加太の昔噺あれこれ」
11月13日(日)
14:00～15:00
15:30～16:30

加太総合交流センター ２階 必要 無料
加太語り部くらぶ

加太地域活性化協議会
TEL:090-4277-7578
FAX:073-459-1693

https://www.facebook.com/kadak
ataribe

加太に古くから伝わる民話を、加太の語り部が趣向を凝
らして、音と光で演出しながら４話を紹介。

歴史文化 和歌山市 南葵音楽文庫事業
11月19日(土)・11月20日(日)

両日ともに
11:00～11:30 13:30～15:30

和歌山県立図書館 必要 無料 和歌山県立図書館
TEL:073-436-9520
FAX:073-436-9511

http://www.lib.wakayama-
c.ed.jp/nanki/index.html

南葵音楽文庫や紀州徳川家に関わる文化・歴史等につい
て、専門家が様々な角度や視点から紹介する講座等を実
施。

文化一般 和歌山市 黒潮国体の思い出
11月1日(火)～11月4日(金)

10:00～17:00
和歌山県立文書館 不要 無料

和歌山県青年団体連絡協議会
「黒潮国体タイムカプセル」

収蔵品展示実行委員会
TEL:090-1154-5330 ―

昭和46年の黒潮国体の際に埋設され、平成27年の紀の国
わかやま国体の際に開封されたタイムカプセル納入品と
ともに黒潮国体を振り返る展示を開催。

文化一般 和歌山市 講演会「和歌山県庁本館」
11月3日(木・祝)
13:30～15:30

和歌山県建築士会館 ３階 必要 無料
（一社）和歌山県建築士会和歌山市支

部
TEL:073-423-2562
FAX:073-433-2772

―
登録有形文化財の和歌山県庁本館と文化財登録に取組む
ヘリテージマネージャーの活動について解説する講演会
を開催。

文化一般 和歌山市 日曜体験教室 絵本講座「絵本で子育て」
11月5日(土)
13:30～15:00

片男波公園
（万葉館）

必要 500円 万葉館
TEL:073-446-5553
FAX:073-446-5554

http://www.wacaf.or.jp/kataonami
/

絵本講師を招き、子育てに役立つ絵本や紙芝居を紹介。
(先着10名・要予約)

文化一般 和歌山市 日曜体験教室「①ポーセラーツ・②押し花額」
11月6日(日)
10:00～12:00
13:00～15:00

片男波公園
（万葉館）

必要 1,000円～ 万葉館
TEL:073-446-5553
FAX:073-446-5554

http://www.wacaf.or.jp/kataonami
/

押し花額の作成、カップやお皿などに転写紙を使って図
様をプリントするなど自分だけのプレゼントを作成でき
る体験の場を提供。(先着各10名・要予約)

文化一般 和歌山市 日曜体験教室「ウッドフレーム ～なんとなくクリスマス～」
11月13日(日)
14:00～15:00

片男波公園
（万葉館）

必要 1,500円 万葉館
TEL:073-446-5553
FAX:073-446-5554

http://www.wacaf.or.jp/kataonami
/

ウッドフレームに木の実やドライフラワー、リボンなど
を飾り付け、クリスマスの雰囲気をほのかに感じる体験
教室を開催。(先着10名・要予約)



カテゴリー 開催地 事業名 開催日時 会場 申込の有無 入場料等 事業内容問合せ先

文化一般 和歌山市 日曜体験教室「花ボタンのかごバック」
11月20日(日)
10:00～12:00
13:00～15:00

片男波公園
（万葉館）

必要 1,000円 万葉館
TEL:073-446-5553
FAX:073-446-5554

http://www.wacaf.or.jp/kataonami
/

クラフトバンドを使って花ボタンかごバックを作成する
体験の場を提供。(先着10名・要予約)

文化一般 和歌山市
芸術と文化を育んだ和歌の浦

新たな観光資源の活用を考える
11月22日(火)
14:00～16:00

木村屋旅館
（和歌山市新和歌浦2-2）

不要 無料 平和と歌と山を楽しむ会
TEL:073-444-0155
FAX:073-445-0301

―
伝統芸能や芸術など時代を超えて人々を魅了し続ける和
歌の浦を次世代へ伝えるトークイベント「能楽と邦楽と
和歌の浦」を開催。

文化一般 和歌山市 講演会「日本と日系の情報資源の活用によるSDGs推進について」
11月23日(水・祝)

10:00～12:00
和歌山県立博物館

２階 学習室
必要 無料 和歌山市ＢＢＳ会

TEL:073-436-2501
FAX:073-435-2461

―
日本人が世界中に残してきた功績や人的資源を活用し、
国際的なネットワークによるSDGs目標の達成を考える講
演を開催。

文化一般 和歌山市 日曜体験教室「樹脂粘土で作るクリスマスツリー」
11月23日(水・祝)

10:00～12:00
13:00～15:00

片男波公園
（万葉館）

必要 1,800円 万葉館
TEL:073-446-5553
FAX:073-446-5554

http://www.wacaf.or.jp/kataonami
/

樹脂粘土でクリスマスツリーからサンタクロース、トナ
カイ、雪だるまなどを作成して飾り付け、自分だけのク
リスマスツリーを製作する体験教室を開催。(先着各10
名・要予約)

文化一般 海南市 講演会 クモの奇妙な世界 ～その姿・行動・能力のすべて～
11月6日(日)
10:00～12:00

和歌山県立自然博物館
レクチャールーム

必要 大人480円 和歌山県立自然博物館
TEL:073-483-1777
FAX:073-483-2721

https://www.shizenhaku.wakayam
a-c.ed.jp/

クモ研究の最先端を走る研究者を招き、嫌われがちなク
モの不思議な生態について興味深く講演。

文化一般 海南市
奈良県東吉野村・人文系私設図書館Lucha Libro

青木真兵・海青子さんトークイベント
11月19日(土)
18:00～20:00

旧田島うるし工場
（海南市船尾166）

不要 500円 旧田島うるし工場 TEL:090-5891-9092
http://www.instagram.com/tajima

urushi/

登録有形文化財の旧田島うるし工場にて、奈良県の人文
系私設図書館経営者を招いて文化芸術を語るトークイベ
ントを開催。

文化一般 海南市 自然博物館体験教室　チリメンモンスターイン和歌山
11月23日(水・祝)

13:30～15:30
和歌山県立自然博物館

レクチャールーム
必要 大人480円 和歌山県立自然博物館

TEL:073-483-1777
FAX:073-483-2721

https://www.shizenhaku.wakayam
a-c.ed.jp/

ちりめんじゃこに混じる様々な海の生き物の赤ちゃんを
探して、食物連鎖や生物多様性について楽しみながら学
ぶ教室を開催。

文化一般 橋本市 第６５回橋本市民総合文化祭
11月3日(木・祝)～11月6日(日)

9:00～17:00（最終日15:00まで）
橋本市教育文化会館

サカイキャニング産業文化会館
不要 無料

橋本市民総合文化祭実行委員会
（橋本市教育委員会生涯学習課）

TEL:0736-33-3704
FAX:0736-33-2657

https://www.city.hashimoto.lg.jp/
絵画や書、工芸彫塑、生け花等の作品展や合唱祭、盆踊
り講習会等、市民の文化芸術活動の成果を総合的に披
露。

文化一般 橋本市 すこやか橋本まなびの日
11月13日(日)
9:30～13:30

和歌山県立橋本体育館 不要 無料
すこやか橋本まなびの日実行委員会
（橋本市教育委員会生涯学習課）

TEL:0736-33-6112
FAX:0736-33-2657

https://www.city.hashimoto.lg.jp/
地域の中で世代を超えた学びの機会を創出するため、パ
ネル展示やバザー、工作等の体験、ステージ発表などを
行う場を提供。

文化一般 岩出市 第１７回岩出市文化祭
11月4日(金) 18:00～20:00
11月5日(土) 9:00～17:00
11月6日(日) 9:00～15:30

岩出市立市民総合体育館 不要 無料 岩出市教育委員会
TEL:0736—62—2141
FAX:0736-62-4590

https://www.city.iwade.lg.jp/
絵画・書等の作品展示やコンサート、芸能発表会等、市
民の日頃の文化芸術活動を総合的に披露。
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音楽 田辺市 新イタリア合奏団
11月1日(火)

18:30～
紀南文化会館

大ホール
必要 3,000円 田辺市教育委員会

TEL:0739-26-9943
FAX:0739-25-6029

https://www.city.tanabe.lg.jp/bun
shin/event/index.html

イタリアの著名オーケストラと県出身チェリスト山下泰
資氏によるビヴァルディ『四季』他多彩な曲目のコン
サートを開催

音楽 田辺市
辻本好美尺八コンサート たった一人のオーケストラ「神田 将」を迎えて 

～尺八とエレクトーンが織りなす無限の音世界～
11月26日(土)
14:00～16:00

紀南文化会館
小ホール

必要 3,000円 和歌山県民文化会館
TEL:073-436-1331
FAX:073-436-1335

http://www.wacaf.or.jp
和歌山県が誇る史上初の女性ソロ尺八奏者・辻本好美氏
と世界的なエレクトーン奏者・神田将氏が織りなす待望
のコラボ公演

音楽 上富田町
公共ホール邦楽活性化事業

「響け、和楽器アンサンブルのものがたり」
11月12日(土)
14:00～15:30

上富田文化会館
文化ホール

必要 1,000円 上富田町教育委員会
TEL:0739-47-5930
FAX:0739-47-4339

http://www.town.kamitonda.lg.jp/
箏・琵琶・横笛等の邦楽奏者を招き、町内史跡でのアウ
トリーチコンサートを開催。

音楽 那智勝浦町
第３回勝吹ファミリーコンサート

～いやし 満たし よみがえる 多様性あふれる地域をめざして～

11月20日(日)
14:00～15:30

那智勝浦町体育文化会館 必要 無料 那智勝浦吹奏楽団
TEL:0735-52-3795
FAX:0735-52-3795

―
幅広いジャンルから選曲し、歌やダンス等も取り入れ、
舞台と客席が一体となったコンサートを開催

美術 御坊市 第８回 Art in 和歌山　魂のであうところ
10月1日(土)～11月29日(火)

※休館日：水曜日
11:00～16:00

ぎゃらりーなかがわ
（御坊市御坊105）

不要 無料 （福）和歌山県福祉事業団 TEL:0739-47-6640 https://www.wfj.or.jp/gallery/
障害の有無を超えた自由で独自な表現との出会いの場と
なるよう企画された展覧会。絵画、陶芸、造形等の作品
を展示。

美術
田辺市

和歌山市
令和４年度紀ららアート展

　① 11月2日(水)～11月6日(日)
　9:30～19:30（最終日は12:00まで）　
　② 10月26日(水)～10月30日(日)
　　　　　9:00～17:00

　① 田辺市文化交流センターたなべる

交流ホール　
　② 和歌山県民文化会館

展示室

不要 無料 和歌山県障害福祉課
TEL:073-441-2533
FAX:073-432-5567

https://www.pref.wakayama.lg.jp/
prefg/040400/syogaigeijutu

県内の障害のある人が制作し絵画等の作品を展示。

美術
田辺市

和歌山市
令和４年度ふれあいアート体験

　① 11月4日(金)  13:00～15:00
　　 1月15日(火)  13:00～15:00
　② 10月27日(木) 13:00～15:00
     10月28日(金) 10:00～12:00

① 西牟婁振興局
４階 大会議室

　② 和歌山県民文化会館
４階 中会議室

必要 無料 和歌山県障害福祉課
TEL:073-441-2533
FAX:073-432-5567

https://www.pref.wakayama.lg.jp/
prefg/040400/syogaigeijutu

県内の障害のある人を対象に、動物を描く段ボールアー
トや生け花の制作体験の場を提供。

美術 田辺市 　特別展　稗田一穗展
11月19日(土)～1月15日(日)

※休館日:月曜日（祝日の場合は翌日)
10:00～17:00（入館は16:00まで）

　田辺市立美術館 不要 600円 　田辺市立美術館
TEL:0739-24-3770
FAX:0739-24-3771

https://www.city.tanabe.lg.jp/biju
tsukan/

戦後一貫して新たな日本画を追求し、令和３年に死去し
た田辺市出身の日本画家・稗田一穗の画業を振り返る回
顧展を開催。

美術 田辺市 　特別展　稗田一穗展
11月19日(土)～1月15日(日)

※休館日:月曜日（祝日の場合は翌日)
10:00～17:00（入館は16:00まで）

熊野古道なかへち美術館 不要 400円 熊野古道なかへち美術館
TEL:0739-65-0393
FAX:0739-65-0393

https://www.city.tanabe.lg.jp/nak
ahechibijutsukan/

戦後一貫して新たな日本画を追求し、令和３年に死去し
た田辺市出身の日本画家・稗田一穗の画業を振り返る回
顧展を開催。

歴史文化 田辺市
南方熊楠翁没後８０周年事業　第６２回月例展 
熊楠とゆかりの人びと第４３回「フランクス」

10月1日(土)～11月13日(日)
※休館日:月曜日及び第2・4火曜日
10:00～17:00（入館は16:30まで）

南方熊楠顕彰館 不要 無料 南方熊楠顕彰館
TEL:0739-26-9909
FAX:0739-26-9913

https://www.minakata.org/
在英時代の南方熊楠が大英博物館を学問活動の中心とす
る契機となったA.W.フランクスについての展示を開催。

歴史文化
田辺市
海南市

２０２２ 熊野古道・万葉ウォークと
　　　　　　公演 Musical OGURI ～小栗判官ものがたり～

11月26日(土)～1月22日(日)
12:00～17:00

海南nobinos ノビノスホール
紀南文化会館小ホール等

必要 1,500円 海南 万葉の会
TEL:073-478-2711
FAX:073-478-2711

https://wakigaaris.exblog.jp/

https://ariskiga.exblog.jp/

熊野古道の小栗判官ゆかりの土地を実際に歩くととも
に、小栗伝説や「説教をぐり」をもとに創作ミュージカ
ルを上演。

歴史文化 白浜町 特別展「熊楠と縄文遺跡 -土器・ドキッ？！考古資料-」
10月31日(月)～1月29日(日)

※休館日:木曜日
9:00～17:00（入館は16:30まで）

南方熊楠記念館 本館２階 不要 600円 南方熊楠記念館
TEL:0739-42-2872
FAX:0739-42-3055

http://www.minakatakumagusu-
kinenkan.jp/

若き日の南方熊楠が東京の大森貝塚や山林学校で採取し
た考古資料を専門家の分析を踏まえて公開する特別展を
開催。

文化一般 田辺市 第１６回田辺・弁慶映画祭 11月11日(金)～11月13日(日) 紀南文化会館 不要
コンペ作品　無料
招待作品　有料

田辺・弁慶映画祭実行委員会
（田辺市観光振興課）

TEL:0739-26-9929
FAX:0739-22-9903

https://tbff.jp/
「若手映画監督の登竜門」と呼ばれる映画祭。若手映画
監督作品の上映・審査と映画祭関連作品の上映。

文化一般
田辺市

上富田町
第７回ピースウォーク

11月20日(日)
9:30～15:30

熊野古道
（田辺市～上富田町）

必要 無料 「熊野古道」を世界遺産に登録するプロジェクト準備会 TEL:090-1585-0423 https://www.kumako1997.com/
闘鶏神社から稲葉根王子まで世界遺産の熊野古道と名勝
旧跡を解説付きで歩くウォーキング会を開催。

文化一般 上富田町 かみとんだ健康福祉と文化のまつり
11月6日(日)
9:00～16:00

上富田文化会館
文化ホール

不要 無料
かみとんだ健康福祉と文化のまつり実行委員会

（上富田町教育委員会）
TEL:0739-47-5930
FAX:0739-47-4339

http://www.town.kamitonda.lg.jp/
文化の部の催し物として、町内各種団体や保育所、幼稚
園、小中学生の絵画や書道等の作品を展示。※新型コロ
ナの影響により、健康の部及び福祉の部の催し物は中止

紀中・紀南エリア
問合せ先


