【お詫びと訂正】
関西ウォーカー18 号（2018 年 8/28 発売）内の BOOK IN BOOK「奈良県大芸祭・障芸祭 Walker」
の特集・イベントカレンダーにて、掲載写真に誤りがございました。
【誤】
・
「平成 30 年度秋期特別展 地下の正倉院展」の写真が「近現代かな書の流れ③ 現代かな書
の成立」に掲載されている。
・
「近現代かな書の流れ③ 現代かな書の成立」の写真が掲載されていない。
以上
読者の皆様ならびに関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げま
す。
今後より一層の注意を払い、編集作業をしていく所存でございますので、引き続
き関西ウォーカーをよろしくお願い申し上げます。

g上牧町文化センターペガサスホール エントランスホール
奈良県を中心に箏の演奏活動を行っている白銀智紫都の箏
のソロコンサートの6回目。
今年はスイス出身の尺八演奏家・
ジェシー逅盟氏を迎え、
「春の海」
「千鳥の曲」
などを演奏する。
10745・76・6446
（白銀智紫都）
613：30～15：007無料

g橿原神宮 崇敬会館

g奈良学園大学 三郷キャンパス
よしもとお笑いライブ、
ふれあい移動動物園、
超豪華ビンゴ
大会、
その他教育学部ならではの模擬店や展示、
教室イベン
トが盛りだくさん。
子供から大人まで楽しめる。
10745・31・1846
（奈良学園大学 三室祭実行委員会）
610：00～18：007無料

g秋篠音楽堂ロビー
フルート、
ピアノの演奏。
お昼のひと時に気軽に音楽を楽し
もう。
出演：中木愛香（フルート）
、
林 結花（ピアノ）
、
牲川旬
哉
（ピアノ）
。
10742・35・7070614：00～15：00
7無料
（要整理券）
※当日13：00より秋篠音楽堂前にて配付

gアートスペース上三条、
スタジオ&ギャラリーHANE
奈良教育大学・大学院美術科OB有志の展覧会。
絵画・彫刻・デ
ザイン・工芸など2 会場同時に展示。
多彩な作風を楽しめる。
10742・27・0786
（久保慶議）
610：00～18：00※21㊐は～16：00
7無料

g中谷酒造株式会社
嘉永6年に創業した中谷酒造が所有する、
約160年前に建て
られた米蔵内で、
落語家・桂 花團治氏をゲストに、
落語の世
界をたっぷり味わえる。
10743・52・9885
（芸能文化を伝承する会）
618：30～20：007a￥3,000b￥3,500

g日本聖公会奈良基督教会礼拝堂
風で鳴るリコーダーとオルガンの自然な響きでバロック時
代の巨匠・バッハの作品を演奏。
10742・46・5404
（音楽の散歩道）
618：30～20：00
7一般a￥2,000b￥2,500、
高校生以下￥1,000
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10/14㊐

17世紀イタリア

秋篠 バロック音楽の風

g秋篠音楽堂
イタリアの古の調べ、
愛を歌う。
出演：古楽アンサンブルアン
トネッロ 、
山口佳恵子
（ソプラノ）
、
黄木 透
（テノール）
。
10742・35・7070
615：00～16：30
7a￥3,500b￥4,000

10/13㊏ ※雨天時は14㊐または27㊏
第6回 高の原コーラス
〜ふれあいコンサート〜
g高の原駅前 ふれあい広場

奈良市北部会館市民文化ホール
「高の原コーラス」
受講生に
よるコーラスコンサート。
総勢150人を超えるコーラス隊
による歌声に酔いしれる。
10742・71・5747
（奈良市北部会館市民文化ホール）
614：00～7無料
美 大和高田市

バロック音楽の輝き
リコーダーとオルガンによる
J.S.バッハの調べ

松本真理子ファミリーコンサート 18
〜マリンバまつりパートⅡ・
梅頌会と共に〜
gDMG MORI やまと郡山城ホール 大ホール

g帯解寺
妊婦とその家族のために毎年秋に開催される歌とピアノ、
フルートによる胎教コンサート。
10742・61・3861611：00～12：00、
14：00～15：00の2回公演
7無料
（要整理券）
※約2週間前から帯解寺および近鉄百貨
店奈良店総合案内所にて配付予定
音 奈良市

音 奈良市

10/19㊎

帯解寺 胎教コンサート

10/13㊏

松本真理子、
松本梅頌によるジョイントコンサート。
マリン
バと三味線による夢の共演を楽しもう。
10743・54・8000614：00～16：00
7一般a￥2,500 b￥3,000、
高校生以下￥1,500
※未就学児は入場不可
音 奈良市

中谷酒造
「米蔵寄席」

10/14㊐

なってぃと仲間たちの音楽会
もうすぐハロウィン！
仮装して音楽を楽しもう！

大宇陀温泉
「あきののゆ」
の全面協力のもと、
宇陀を中心に音楽
活動をしている
「なってぃ」
と仲間たちによるゆる～い音楽会。
アニソン、
ポップス、
演歌までいろいろなジャンルが楽しめる。
1090・6824・1136
（♪うたの
「笛物語」
♪）
614：00～16：007無料

gDMG MORI やまと郡山城ホール 大ホール
あの昭和の名曲を、
ゴキゲンなKCSSアレンジで。35周年スペ
シャル企画として、
大合唱団 ＂レインボー郡山＂との共演も。
1080・6135・5518
（KCSS代表・竹本）
615：00～17：00※開場14：20
7無料
音 奈良市

芸 大和郡山市

10/19㊎

10/14㊐

10/13㊏

g大宇陀温泉 あきののゆ

g奈良市杉岡華邨書道美術館

＂2018＂KCSS 35周年
郡山シティー・シャープサウンズ
レギュラーコンサート

ヴォーチェ・ベラ声楽コンサート
g生駒市コミュニティセンター

音 大和郡山市

NARA NABI展12

近現代かな書の流れ③
現代かな書の成立

明治以降のかな書の歴史をたどるシリーズの第 3回。
さま
ざまな表現を模索し現代かな書を確立した作家を紹介。
10742・24・411169：00～17：00d㊊（㊗の場合翌日、
12/26
㊌～19年1/5 ㊏7一般￥300、
16歳未満・高校生・市在住の70
歳以上・障害者・介護者は無料
音 大和郡山市

美 奈良市

10/16㊋〜21㊐

10/13㊏〜19年1/14㊗

10/13㊏

関西声楽界の実力派ソプラノ歌手・野島恵美子氏の門下生3
人がベルカント発声法を学び歌う。
1090・9703・0445
（津熊久仁子）
614：00～16：00
7無料
音 宇陀市

秋篠マンデーロビーコンサート150.

美 奈良市

音 奈良市

10/15㊊

奈良国立博物館正倉院展と共に、
秋の古都を彩る年に一度
の恒例展示。
10742・30・6753
69：00～16：30
（最終入館16：00）
d㊊
（㊗の場合翌日）
7無料

詩.書.画 一体の世界を
墨の世界展

奈良に移り住んで30年が過ぎた。
奈良で生まれた墨を使っ
て現代の書と水墨とはなにか、
を探しています。
10743・85・4548
611：00～18：00
7無料

g奈良文化財研究所 平城宮跡資料館

g匠の聚
厳しい審査を経て入賞した川上村のネーチャーフォトやド
キュメントフォトを展示。
10746・53・2381
610：00～17：00
d㊌7無料

平成30年度秋期特別展
地下の正倉院展

10/12㊎〜17㊌

gギャラリー・アンジュ

gギャラリー風と心

10/13㊏〜11/25㊐

題目立
g八柱神社

音 生駒市

匠の聚フォトコンテスト2018
入賞作品展

仏像を中心に大和古寺を訪ねて
宮田渚 木版画展

大和の古寺・仏像を中心に、
彫りと摺りの確かな技術、
白黒
の絶妙な表現力で感じさせる宮田 渚氏の作品展。
10742・34・8898
610：00～18：00※20 ㊏は～16：00
7無料
他 奈良市

美 川上村

10/14㊐〜11/27㊋

10/13㊏〜20㊏

10/12㊎

能の源流をなす民俗芸能として、
国の重要無形民俗文化財
に指定されていて、
ユネスコの無形文化遺産にも登録され
ている伝統芸能。
10743・82・0201
（奈良市都祁行政センター地域振興課）
619：00～21：00 7無料
美 生駒市

奈良学園大学 三室祭

第11回大和路
花と緑のフェスティバル

ガーデニングやフラワーデザインコンテストおよび作品展
示、
フラワーアレンジ教室などを行う。
10744・32・6961（大和路花と緑のフェスティバル実行委員
会事務局 奈良県花き植木農業協同組合）
69：30～16：30※14 ㊐は～16：00 7無料
美 奈良市

他 三郷町

10/14㊐

10/13㊏・14㊐

芸 奈良市

白銀智紫都箏コンサートVol.6

美 橿原市

音 上牧町

10/14㊐

10/13㊏・14㊐
大和高田市文化協会創作展・生花展
g大和高田さざんかホール 展示ホール

文化協会創作部によるトールペインティング、
布花、
刺しゅ
う、
パンの花クラフト、
押し花、
編み物、
墨彩画などの作品展
示と、
茶華道部による各流派合同生花展、
茶席を同時開催。
10745・53・8200
（大和高田市文化振興課）
610：00～16：007無料

