
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

【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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【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 

担当：企画部 紀の国わかやま文化祭推進局 事業推進課 大畑、稲内 TEL：073-441-2571 

《わかやま食と芸能の祭典》 ～和歌山の食文化と芸能が一堂に会するイベント～ 

日時：１１月１３日（土）、１４日（日） 

会場：和歌山ビッグホエール（和歌山市） 

 紀州三大祭りと呼ばれる「和歌祭」、「粉河祭」、「田辺祭」や、 

県内文化団体、障害者関係団体によるパフォーマンスが間近で堪能 

できるステージイベントは要注目 

 料理人が手掛けた本イベント限定特別弁当、様々な種類の和歌山梅酒 

や地酒、和歌山の名産品の販売など、和歌山の「食」も集結 

 東京パラリンピックに出場した県ゆかりの選手写真も展示 

 

《全国障害者作品展》 ～障害のある人の芸術作品の発表～ 

日時：１１月１３日（土）～２０日（土） 

会場：和歌山ビッグ愛（和歌山市） 

 全国から障害のある人や障害のある人を含むグループからの 

絵画、書道、写真、陶芸作品など多数展示 

 

令和 3 年 11 月 10 日 
話 題 事 項 

「 紀 の 国 わ か や ま 文 化 祭 ２ ０ ２ １ 」

～ 今週の注目イベント ～ 

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

開催されています！ 

今週（１１月 10 日（水）～１６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。 



わかやま・いけばな芸術展～きのくに花回廊～ ガイドブックP.60

主催・問い合わせ先：和歌山市実行委員会事務局　　073-435-1194

①和歌山県いけばな協会の会員２５０名によるいけばな

 展示

②(公財)日本いけばな芸術協会の役員であり日本を代表

 する家元によるいけばな展示

紀伊の国の自然と歴史と人物クラシックオーケストラコンサート ガイドブックP.33

場所：和歌山県民文化会館 大ホール　日時：11月12日（金）18時30分～

主催・問い合わせ先：インターナショナルグッドウィルわかやま事務局　　　073-451-1357

和歌山の自然や歴史、偉人を題材にした楽曲を映像を

交えながら演奏するクラシックオーケストラコンサート。

地元のソプラノ歌手やバレリーナも出演します。

大正琴の祭典 ガイドブックP.33

場所：粉河ふるさとセンター　日時：11月13日（土）13時00分～、11月14日（日）11時30分～

主催・問い合わせ先：紀の川市実行委員会事務局　　0736-79-3907

全国津々浦々の大正琴愛好者が和歌山の地に集い

大正琴音楽文化の歴史に新たな１ページを刻みます。

「紀の国わかやま文化祭2021」注目イベント

場所：①近鉄百貨店和歌山店　②和歌山城ホール
日時：①11月11日(木)～11月15日(月)　②11月13日(土)～11月14日(日)



「紀の国わかやま文化祭2021」注目イベント

第19回和歌山かがやき展 ガイドブックP.27

場所：和歌山ビッグ愛大ホール　日時：11月13日（土）～20日（土）10時00分～17時00分

主催・問い合わせ先：県立紀伊コスモス支援学校（かがやき展事務局）　　073-461-6500

県内の特別支援学校、特別支援学級・通級指導教室に在籍する

児童生徒が制作した作品展

吹奏楽の祭典 ガイドブックP.34

場所：和歌山県民文化会館大ホール　日時：11月14日（日）11時00分～

主催・問い合わせ先：和歌山県吹奏楽連盟事務局　　　073-424-2446

～届けよう吹奏楽の力、紀の国から奏でるハーモニー～

全国で活躍する吹奏楽団が集まり、魅力あふれる多彩な

演奏を繰り広げます。

新作オペラ「稲むらの火の物語ー梧陵と海舟」 ガイドブックP.34

場所：和歌山城ホール 大ホール　日時：11月14日（日）14時00分～

主催・問い合わせ先：和歌山市民オペラ協会　　073-446-0101

「稲むらの火」題材にした新作オペラ。

濱口梧陵と勝海舟との交流を中心とした物語を上演します。



「紀の国わかやま文化祭2021」注目イベント

高野山国際こどもコーラスフェスティバル2021 ガイドブックP.35

場所：高野山大学松下講堂黎明館、壇上伽藍（根本大塔前）日時：11月14日（日）13時00分～

主催・問い合わせ先：高野町実行委員会事務局　　0736-56-3050

弘法大師・空海が開山した祈りの聖地である高野山にて、

真言密教や声明、環境をテーマに、世界のこどもコーラスの

歌声により、未来へ向けて平和の祈りを送ります。

市民ミュージカル「天（あめ）の剣（つるぎ）を託された男
～熊野三党の祖高倉下命（たかくらじのみこと）～」

ガイドブックP.39

場所：丹鶴ホール　　日時：11月14日（日）13時00分～、15時30分～

主催・問い合わせ先：(一社)熊野新宮ミュージアム事務局　　080-3110-2124

新宮地方に伝わる「神武東征」と神倉神社の「御燈祭」。

それらをつなげる高倉下命を主人公に作られた市民

ミュージカルです。



◎紀の国わかやま文化祭2021　１１月10 日（水）～16日（火）の行事一覧
№1

イベント名

11/10～11/11 文化一般 海南市 海南nobinos 71

11/11 音楽 和歌山市 和歌山県民文化会館 33

11/11～11/12 ワークショップ 和歌山ビッグウェーブ

11/13～11/14 展示 和歌山ビッグホエール

11/12 音楽 和歌山市 和歌山県民文化会館 33

11/10～11/14 短歌入賞作品展示

11/13 きのくに短歌の祭典
短歌創作ワークショップ

11/14 吟行バスツアー 和歌山市内を巡るツアー

11/11～11/14 美術 第６７回御坊市美術展覧会 第２期 御坊市 御坊市中央公民館 49

11/11～11/15 わかやま･いけばな芸術展 近鉄百貨店和歌山店

11/13～11/14 いけばな花回廊 和歌山城ホール

11/12～11/14 作品展

11/13 実践発表会

11/12～11/14 文化一般 串本町 串本町文化センター、串本町立体育館 78

11/13 文芸 岩出市 旧和歌山県議会議事堂「一乗閣」 43

11/13 音楽 新宮市 熊野速玉大社 23

11/13～11/14 生活文化 みなべ町 ホテル＆リゾーツ和歌山みなべ 61

11/13～11/14 美術 みなべ町障害者交流作品展 みなべ町 ホテル＆リゾーツ和歌山みなべ 51

11/13 こども茶道体験 和歌山城紅葉渓庭園内　紅松庵

11/13～11/14 お茶席・展示 和歌山城ホール

11/13～11/14 舞踊 世界のダンスフェスティバル 田辺市 紀南文化会館 41

11/13 高野山と近代建築につい
て 高野町 高野町中央公民館

11/14 大辺路沿いに残る近代
建築と西村伊作について 新宮市 旧チャップマン邸

11/13～11/14 音楽 紀の川市 粉河ふるさとセンター 33

11/13～11/14 文化一般 和歌山市 和歌山ビッグホエール 24

11/13～11/14 文化一般 田辺市福祉文化祭 田辺市 紀南文化会館 80

11/13～11/14 えほんdeわっしょい

11/13～11/16 絵本作家によるライブペイ
ンティング 第1回～第4回

11/13～11/14 文化一般 印南町文化祭 印南町 印南町公民館、印南町体育センター 79

11/13～11/14 文化一般 おもしろミライまつり２０２１ - オンライン開催 78

開催日

いけばな 昔と今と…そして未来

わかやま　食と芸能の祭典

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 有田川町 有田川町地域交流センターＡＬＥＣ（ア

レック）

60

65

73

和歌山の文化の今昔～熊野古道と近代
建築～

開催地
（市町村） 会場名カテゴリー ガイドブック

（ページ）

　※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。

紀の国わかやま文化祭２０２１いわで「現代詩の祭典」

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！～」

和歌山市生活文化 わかやま･いけばな芸術展～きのくに花回
廊～

紀の国わかやま文化祭２０２１和歌山
城茶会生活文化 和歌山市

和歌山市公民館フェスティバル 和歌山市

文化一般 和歌山市

金子三勇士ピアノリサイタル

ふれあいアート体験

紀伊の国の自然と歴史と人物 クラシックオーケストラコンサート

文化一般

歴史文化

26

43

60

77文化一般

文芸
和歌山県民文化会館

和歌山城ホール

きのくに短歌の祭典 和歌山市

大正琴の祭典

よみがえりの地　熊野音楽祭

串本町民総合展

　※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/



№2
イベント名

11/13～11/14 文化一般 Kisssh-Kissssssh映画祭2021 和歌山市 本町公園 78

11/13～11/14 文化一般 那智勝浦町文化展示会 那智勝浦町 那智勝浦町体育文化会館 79

11/13～11/20 美術 全国障害者作品展 和歌山市 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛　展示ホー
ル 26

11/13～11/20 美術 第19回和歌山かがやき展 和歌山市 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛　大ホール 27

11/13～11/21 美術 体験アート・ワークショップ「光とあそぶ」 紀南エリア 串本町 串本町田並劇場 48

11/14 文芸 岩出市 旧和歌山県議会議事堂「一乗閣」 44

11/14 文芸 川柳の祭典 有田市 有田市民会館 44

11/14 歴史文化 陸奥宗光伯と歴史、文化、教育、芸術、
生命（こころ） 和歌山市 和歌山城ホール 66

11/14 歴史文化 熊野古道わくわくハイク 海南市 海南nobinos 67

11/14 音楽 紀の川市 紀の川市貴志川生涯学習センター 35

11/14 音楽 高野町 高野山大学松下講堂黎明館、壇上伽藍 35

11/14 音楽 和歌山市 和歌山城ホール 34

11/14 音楽 和歌山市 和歌山県民文化会館 34

11/14 演劇 海南市 海南nobinos 38

11/14 演劇 新宮市 丹鶴ホール 39

11/14 文化一般 北山村 北山村観光センター及びその周辺 81

11/14 文化一般 橋本市 県立橋本体育館 79

11/14 文化一般 日高川町 日高川交流センター 80

11/15～11/21 美術 御坊市 御坊市役所　１階ロビー 51

11/16～11/30 歴史文化 太地町 太地町立石垣記念館 68

第４回ジュニア文化フェスティバルin日高川交流センター

紀の国わかやま文化祭２０２１いわで「俳句の祭典」

橋本市ふれあいフェスタ

市民ミュージカル『天(あめ)の剣(つるぎ)を託された男～熊野三党の
祖高倉下命(たかくらじのみこと)～』

吹奏楽の祭典

高野山国際こどもコーラスフェスティバル2021

新作オペラ「稲むらの火の物語－梧陵と海舟」

　※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。

企画展「海を越える紀州 Kishu on Distant Shores」

御坊市障害者作品展　第１８回アトリエ「チャレンジド」

開催日 カテゴリー 開催地
（市町村） 会場名 ガイドブック

（ページ）

じゃばらの里の収穫祭

ふるさと癒やし歌こどもミュージカル＆コンサート

紀の国わかやま文化祭2021「人形劇祭り」



○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

10/2～11/28 田辺市 熊野古道なかへち美術館 45

10/23～12/19 和歌山市 和歌山県立近代美術館 46

10/30～11/21 県内公共
交通機関等 白浜空港・紀州鉄道等 27

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 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 47

10/31～11/21 田辺市 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 48

11/5～11/14 太地町 太地町立石垣記念館 50

11/13～12/19 田辺市 田辺市立美術館 45

11/3～11/21 伝統芸能 田辺市 田辺市ホームページ上で動画配信 55

10/24～11/18 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 64

9/23～12/5 有田市 有田市郷土資料館 62

10/2～12/5 和歌山市 和歌山県立紀伊風土記の丘 62

10/2～11/21 田辺市 南方熊楠顕彰館 63

10/9～12/12 和歌山市 和歌山市立博物館 63

10/14～11/22 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 63

10/16～11/23 和歌山市 和歌山県立博物館 64

10/20～12/13 岩出市 岩出市民俗資料館 64

10/30～11/23 和歌山市 和歌山県立博物館 65

11/3～4
11/9～11

11/21
新宮市 丹鶴ホール 69

10/30～11/28 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 72

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

11/9～11/21 「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）
11/1～11/14 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 74
10/30～11/3
11/6～11/11

11/14
11/18～20

和歌山市 和歌山県公館 70

11/3～11/20

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 74

73

開催日 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

田辺市立美術館開館25周年記念特別展「きのくにの三画人」
【第２部】桑山玉洲

イベント名

カダハク2021
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

第7回 Art in 和歌山 魂のであうところ

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』

　※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。

和歌山県公館2021文化祭

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

開催地
（市町村） 会場名 ガイドブック

（ページ）

46

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－」


