
2021年度 
協賛・パートナー募集

のご案内
2021 奈良・町家の芸術祭 
ＨＡＮＡＲＡＲＴ 実行委員会

※この冊子に掲載している情報は令和3年4月1日現在の予定であり、今後変更となる場合があります。



はならぁと　とは…？

空き町家利活用件数 41 件 ! !

『奈良・町家の芸術祭はならぁと』は、地域価値の発掘作業を通して、奈良
県の豊かな文化や暮らしを過去から未来に繋ぐ、今ここから発信するアート
プロジェクトです。
お掃除プロジェクトや空き家見学ツアー開催による町家利活用機運の向上、
地元まちづくり団体主体の運営体制による地域力向上、現代芸術を通じた新
しい価値の提案による住民の町に対する誇り・愛着醸成の機会創出、住民と
アーティストの交流促進による芸術普及、海外への新たな地域価値の発信を
目標とし2011年にスタート、今年で11年目の開催を迎えます。

奈良景観デザイン賞2018　《知事賞&リノベーション賞》
はならぁと こあ の会場だった小南塾跡のリノベーションを手がけられた吉永 規夫さん
(Office for Environment Architecture) が受賞。

第20回 シアターアーツ賞 (2015)　《佳作》
2015宇陀松山エリア「マルカツ」会場にて上演された、森麻奈美さんキュレーション作品
「わたしたちになれなかった、わたしへ」を対象とした劇評・論考が受賞。

Muse Creative Award (2015)　《Gold Winner》
2015・宇陀松山エリア「旧四郷屋」会場での中野温子キュレーター企画’MOMENTUM’
がGold Winnerの一つに選ばれました。

受 賞 歴

はならぁと 2020

主催： 奈良・町家の芸術祭 HANARART 実行委員会 　共催： 奈良県

開催エリア
橿原(今井）/ 天理市 / 吉野町上市

来場者数
13,600人 / 参加作家数 26組 /会場数 19件

会場となった空き町家
7軒 / サポーター人数 のべ約７０人

協賛・協力
ご協賛 32社 / ご後援 23団体 /ご協力 4団体
団体パートナー 7団体

御所名柄 1件
今井町 5件

桜井本町 1件

三輪 1件
生駒宝山寺参道 1件 

五條新町 3件

八木札の辻 8件 

宇陀松山 9件

奈良きたまち 3件

2020年12月現在

郡山城下町 6件 曽爾村 1件

住居 店舗 カフェ事務所など その他ゲストハウス

吉野町国栖 2件
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はじめは朽ちかけた空き家だった元塾跡

アーティストやボランティ
アの手によって、掃除と改
修が行われます。
使用する木材は、もちろん
地元吉野の杉です。

改修後、アーティストの作品が展示されて完成です。
開放的で心地の良い空間になりました。会期中は地元カフェ
の出張出店もあり、来場者の憩いの場となりました。
会期後は、向かいの母屋も合わせて賃貸契約が決定。
さらなる地域の盛り上がりが期待されています。

完成

【 知事賞・リノベーション賞受賞までの道のり 】

『はならぁと』開催によって、様々な効果が生まれています。1
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地域活性
生き生きした町

人が楽しく暮らす
長く生活する町

環境に
優しい活動

持続可能な
社会

『はならぁと』が大切にし続けてきた「地域活性」と「環

境問題」は、実は、とても密接した関係にあります。

地域活性が進み、人が楽しく暮らす町が実現したときに、

環境への配慮が失われていると、せっかくの地域生活が

持続できず、また人が離れていく結果になってしまいま

す。逆に、環境に優しい生活を今から皆が積極的に考え

ることは、持続可能な地域・社会を実現し、住みやすい

地域として移住を促進し、地域活性に繋がります。

・ 『はならぁと』実施によって仲間が見つかり
 新しい若手まちづくり団体が誕生する
 くらす*、宇陀キラ倶楽部

・ まちづくり団体に若手メンバーが増える
 橿原エリア・八木  
 NPO法人八木まちづくりネットワーク

『はならぁと』開催によって、様々な効果が生まれています。2
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＜奈良・町家の芸術祭ＨＡＮＡＲＡＲＴ 実行委員会　名簿＞

委　員　長 川端 規央  （三輪座 代表）

副 委 員 長 小山 豊  （くらす*　理事長）

副委員長・会計 藤野 正文  （公益社団法人奈良まちづくりセンター　副理事長）

監　　　　事 吉村 耕治  （殿川を活性化しよう会）

委　　　　員 山本 陽一  （ＮＰＯ法人大和社中　相談役）

委　　　　員 齋藤 聡  （御所アートフェスタ実行委員会）

委　　　　員 下田 吉美  （NPO法人八木まちづくりネットワーク　代表）

委　　　　員 若林 稔  （今井町町並み保存会　会長）

委　　　　員 田川 新一朗  （宇陀キラ倶楽部） 

委　　　　員 倉橋 みどり （NPO法人文化創造アルカ／踏花舎）

委　　　　員 尾上 嘉則  （桜井市本町通・周辺まちづくり協議会）

委　　　　員 二十軒 起夫  （田原本・まちをすきになる会）

委　　　　員 浦野 聡  （大和高田市本町・市町地区まちづくり協議会）

委　　　　員 黒田 篤史  （柳生茶屋都市農村観光交流拠点実行委員会）

委　　　　員 たかはし なつき  （アーティスト）

委　　　　員 寺垣内 真由香  （天理市くらし文化部 文化スポーツ振興課）

委　　　　員 岡本 奈香子  （かいじゅう未来計画～アート・ひと・まち in 大和桜井～）

顧　　問 奈良県まちづくり連携推進課 課長　 河合 良記

顧　　問 橿原市魅力創造部観光政策課 課長　 竹村 八栄

顧　　問 天理市くらし文化部 文化スポーツ振興課 文化センター所長　松出 正伸

顧　　問 桜井市教育委員会事務局 社会教育課 課長　 中村 哲也

顧　　問 宇陀市市長公室地域振興課 課長　 山口 久夫　

オブザーバー 大倉 梨沙、　金井 亮

2021年4月25日現在
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◉

空き町家、店舗を利用した
現代美術の展覧会

◉

サステナブル講座
◉

環境保護活動のサポート
◉

団体パートナー連携イベント
◉

こどもや家族が参加できるワークショップ
◉

食について考えるマルシェ

2022
◉

空き町家、店舗を利用した
国際的な美術家５組の展覧会

◉

サステナブル講座
◉

団体パートナー連携イベント
◉

こどもや家族が参加できるワークショップ
◉

はならぁとSUNDAYマルシェ
◉

環境保護活動のサポート
◉

海外作家の招致
◉

アートコレクションを学ぶアートツアー
◉

前年度との来場者の意識調査
◉

アートが買える展覧会

● 海外作家の招致
● アーティストインレジデンス
● 環境問題を取り扱うアーティストの
　 トークイベント
● 前年度との来場者の意識調査
● 過去2年を通し地域の人 の々
　 変化を発表するイベント

2021
◉

空き町家、店舗を利用した
若手美術家９人の展覧会

◉

サステナブル講座
◉

環境保護活動のサポート
◉

環境保護活動を行う
団体パートナー展示

◉

YouTube発信オンラインワークショップ
◉

はならぁとSUNDAYマルシェ

＊2020年度は、新型コロナウイルス感染
拡大防止対策を徹底して開催しました。

＊2021年度も、新型コロナウイルス感染
拡大防止対策を徹底して開催します。

2020

奈良・町家の芸術祭 はならぁと 2021 ・3 ヶ年プロジェクト
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奈良県内で環境問題に取り組む企業や団
体のパネル展示を開催しました。

はならぁと 2020 の取り組み

6

「地球に優しいエコロジカルな芸術祭」として、様々な新しい取り組みを行いました。

はならぁと2020 こあ プレ企画 
職人と一緒にかまどを作ろう!

かまど作りワークショップ in 橿原市今井町
昔のエコな生活を学び、自然の材料だけで丁寧な暮らしを体験してもらえる、 

かまど作りのワークショップを開催。

はならぁと2020 こあ プレ企画 
マスク作りのための野染めワークショップ
オーガニックコットン20mを参加者のみなさんと自然染料で刷毛染めしました。

染めた布はマスクに縫製して入場パスとなりました。
マスクを入れる袋は、土に還るヴィーガンペーパーを使用しました。

◉ 公式フライヤー・ポスターをFSC認証(Forest Stewardship Council: 森林管理
 協議会)のある紙で印刷しました。 
◉ こあエリア当日フライヤー、入場紙チケットをR70(古紙パルプ配 合率70%以上の
 再生紙)の紙で印刷しました。
◉ キュレーター企画展覧会の作品説明(配布用を廃止)は、吉野町 植和紙工房の手
 隙和紙を使用しました。使用した紙は、来年度にまた再生することができます。
◉ ラミネーターの使用をやめ、プラスチックフリーに努めました。 
◉ 会場案内看板は、古民家のおそうじ等から出た廃材を使用し手作りしました。
◉ はならぁとに関わるスタッフ、ボランティアサポーターさんは、 マイボトルを推奨し、
 お弁当は各お店に紙ボックスで依頼し ました。
◉ はならぁとSUNDAYマルシェの参加ショップには、なるべくプラスチックの使用を控
 えて頂きました。

団体パートナー
展示ブース

はならぁと
SUNDAY マルシェ

はならぁと 
サステナブル講座

 

はならぁとこあ期間中、毎週日曜日に環境
に配慮したこだわりのお店が集まりました。

はならぁとこあ期間中「環境」「食」「自然」
などをテーマに持続可能な社会に向けてさ
まざまな講座を開催しました。
期間中延べ120名の参加者が集まりました。



改修後、アーティストの作品が展示されて完成です。
開放的で心地の良い空間になりました。会期中は地元カフェ
の出張出店もあり、来場者の憩いの場となりました。
会期後は、向かいの母屋も合わせて賃貸契約が決定。
さらなる地域の盛り上がりが期待されています。
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はならぁとに関わる
全ての人、みんなで
環境問題の取り組み
を実行する

無駄な印刷物
を排除する

印刷物は環境に
配慮したインク、
紙を使用する

環境問題に取り
組む団体・会社

と共に

はならぁとで使用す
る看板等はリサイク
ルできる素材を使用

する

スタッフのマイ
箸、マイ水筒の
持参を推奨プラスチック

フリー

No Waste

SDGsの
信念と共にはならぁとに関わる

全ての人、みんなで
環境問題の取り組み
を実行する

無駄な印刷物
を排除する

印刷物は環境に
配慮したインク、
紙を使用する

環境問題に取り
組む団体・会社

と共に

はならぁとで使用す
る看板等はリサイク
ルできる素材を使用

する

スタッフのマイ
箸、マイ水筒の
持参を推奨プラスチック

フリー

No Waste

地球に優しいエコロジカルな芸術祭
奈良から世界へ発信していく

SDGsの
信念と共に

はならぁと実行委員会での取り組み



Bristol 2015 
( イギリス、ブリストル市）

2015年に「パリ協定」が採択され、ブリストル2015
では、より多くの人々に環境問題を普及啓発する手
法に「アート（芸術）」という切り口を用いた芸術祭
が開催されました。

Venice Biennale 2019
(ヴェネツィア・ビエンナーレ 2019 ）

国別参加部門の金獅子賞を受賞したリトアニア館
は、パビリオン内に仮設されたビーチで海水浴をす
る人々が環境破壊や絶滅種などについて語り、歌う
パフォーマンスを、観客が上から見下ろしながら鑑
賞する仕組みのオペラ作品「Sun & Sea (Marina)」
を発表しました。

Taipei Biennial 2018 
( 台北ビエンナーレ 2018）

「ポスト・ネイチャー－生態系としての美術館」をテーマ
とする第11回展では、人間と自然との間に形成された複
数の生態系の相互接続性に着目しつつ、持続可能性、コ
ミュニティ主導、ボトムアップ型による相乗効果の新しい
可能性を生み出す社会実験のためのプラットフォームを
目指した芸術祭。また、本展では同テーマを起点に、絶え
ず変化し続ける生態系の性質がアーティストやさまざま
な実践に与える影響を考察しています。

*ART IT website
https://www.art-it.asia/top/admin_ed_news/199907

*ART IT website
https://www.art-it.asia/top/admin_ed_news/194394

世界でも環境とアートを融合した芸術祭や展覧会が開催されています。
アートを取り込むことで、環境問題をより人間味に溢れたものにすることができる上、多くの人々の感性を刺激し、地域を持続可能性
という軸でひとつに結びつけることができるのです。すでに環境問題に取り組んでおられる企業のみなさま、これから真剣に環境問題
について考えていきたいというみなさま、はならぁとと共に奈良から多くの人々が環境問題への関心を高めていけるよう、持続可能な
社会のために一緒に活動していただけませんか？

8

環境問題をテーマとした世界のアートイベントでの取り組み



奈良・町家の芸術祭
はならぁと 2021

これからの「はならぁと」は
未来の子供たちのため、持続可能な
社会のため、地球環境問題を
テーマとした芸術祭を
3年間開催します。

地球に優しいエコロジカルな芸術祭

＊2021年度も、新型コロナウイルス感染
拡大防止対策を徹底して開催します。

9
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はならぁと 2021

桜井エリア
202１年
10月22日(金)-11月3日(水・祝)

宇陀松山エリア
202１年
10月22日(金)-10月24日(日)

橿原・八木エリア
202１年
10月29日(金)-10月31日(日)

地球に優しいエコロジカルな芸術祭

こあエリア
( メインエリア & キュレーター企画）

天理エリア

さてらいとエリア

金土日月祝開催 !

金土日月祝開催 !

初参加！

2022年2月11日（金・祝）-2月28日（月）
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Ecological Art Fest ival 
地球に優しいエコロジカルな芸術祭

１０周年となった昨年より、３ヶ年プロジェクトとし、地球環境問題を現代美術を通して、未来の地球のために

私たちがどのように感じ - 考え - 選び - 行動していくべきかを見つめ直す地球に優しいエコロジカルな芸術祭

を開催します。

1970年代から公害や温暖化問題について世界的に議論を始めてからすでに50年以上が経ちますが、私

たちの住む地球は傷つき深刻な問題を抱えています。日本でもそれに伴う異常気象などにより災害が発生し

我々の暮らしにも重大な問題を引き起こしています。世界各国で取り組みが進められていますが、みなさんはど

こまで気をつけて行動していますか? 便利で安い使い捨ての生活を行い、無意識のうちに地球を傷つけていま

せんか? これは、地球に住む我々全員の問題です。

奈良県は、日本建国の地として知られ、歴史的情緒溢れる古い街並みが数多く残っており、現在も多くのま

ちづくり団体等が、建造物や文化財を守るため活動されています。[はならぁと]は、設立当初より「古いものを大

切に保存し継承する」ということを大切に、芸術祭を行なってまいりました。現代美術を通し、作品とのコミュニ

ケーション、作家との交流、国際交流・発信を目的に地域とアートをつないできました。

2021年の[はならぁと]は、「エコロジカル」をテーマに、地球環境問題について、みんなで話し合う場を作り

ます。展覧会、ワークショップ、セミナー等多彩なイベントを開催します。はならぁと実行委員会として今までの行

動を見直し、ゴミ削減、プラスチックの使用を止める、広報の方法、作品制作から展示、発表、まで責任を持った

地球に優しい芸術祭を開催します。[はならぁと]に関わるアーティスト、地域の人々、そして[はならぁと]にきてく

ださる皆さま、子供から大人までが未来の地球のために、ここ奈良から発信していく芸術祭を作りましょう。

2020/ 2021 / 2022 キュレーター

内田千恵　 
Chie UCHIDA
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こあエリア参加アーティスト

マシュー・ファソーン 
Matthew Fasone
（b.1975） アメリカ生まれ、大阪府在住
立体、インスタレーション

築山有城　
Yuki TSUKIYAMA
（b.1976） 兵庫県在住
彫刻家、インスタレーション

山村祥子　
Shoko YAMAMURA
（b.1984） 兵庫県在住
インスタレーション

ローレン・カペリ　
Loren Capeilli
（b.1981 フランス在住）
ドローイング、インスタレーション

パトリック・ライドン&スヒ・カン
Patrick Lydon & Suhee Kang
（韓国在住 )
リサーチ、インスタレーション、パフォーマンス

12



奈良・町家の芸術祭はならぁと 2021 へ
協力、協賛いただける企業や団体パートナーを募集しています。

町家を利活用し、環境問題の取り組みを現代美術を通して奈良県から国際的に発信する当芸術祭に、皆様の

幅広いご支援とご協力が必要です。

2020年~2022年の３ヶ年は、エコロジカルな芸術祭として地球環境問題への取り組みを芸術を通して行いま

す。参加作家においては、自然素材や地球に還元できる素材を使用し、環境問題をテーマとした作品を制作しま

す。また、素材だけでなく作品制作過程においても環境に配慮した制作を選択しながら取り組んでいきます。

芸術祭の展覧会だけでなく、環境問題に取り組む企業の紹介、エコな生活を送るための知識、奈良の町家で昔

から使われている環境に優しい家づくりを学べるセミナー、ワークショップ、化学肥料を使わないオーガニック食材、

環境に優しい商品、町家掃除から出てきた食器などの蚤の市等、昔の生活を見直しながらエシカルでエコロジカ

ルな生活を学ぶ機会を提供します。芸術祭の広報におきましても、環境に配慮した印刷、インク、再生紙を利用し、

芸術祭の看板等にも町家掃除で出てきた木材等をリサイクルして使用する等、日々挑戦しております。

今までのはならぁとという芸術祭の枠を超え、はならぁとに関わる皆が未来の地球のために考え行動していく芸

術祭を目指しています。2年目の取り組みとして、今後継続して活動し、奈良県から発信していくため、企業や団体

及び個人の皆さまからの幅広いご支援とご協力が必要です。

はならぁと2021の趣旨にご賛同いただき、参加、協力、協賛を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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奈良・町家の芸術祭はならぁと 2021 協賛について
３つの中から選んでいただけます。

①協賛金

ご協賛金の特典内容

3万円-10万円未満 10万円-30万円未満 30万円-50万円未満 50万円以上

・ 名称クレジット掲載
 （テキスト：中）
 公式WEBサイト
 公式チラシ
 公式図録

・ 各インフォメーションに
 企業名掲示
・ 特別内覧会へご招待　

・ ロゴ（小）掲載  
 公式WEBサイト
 公式チラシ
 公式図録

・ 各インフォメーションに
 企業名掲示
・ 特別内覧会へご招待　

・  ロゴ（中）掲載  
 公式WEBサイト
 公式チラシ
 公式図録

・ 各インフォメーションに
 企業名掲示
・ 特別内覧会へご招待
　

・ ロゴ（大）掲載
 公式WEBサイト
 公式チラシ
 公式図録

・ 各インフォメーションに
 企業名掲示
・ 特別内覧会へご招待
・ 芸術祭図録中、広報ページ
 （見開き）ご提供

＊公式ポスター、チラシ、図録等印刷物の掲載につきましては、申込に期限があります。

3万円未満

・ 名称クレジット掲載
 （テキスト：小）
 公式WEBサイト
 公式チラシ
 公式図録
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②クーポン協賛
イベント開催中に配布するマップに、お店の情報を
掲載いたします。マップを持参された来場者へのお
得な特典をご用意ください。来場者に、より地域の魅
力を楽しんでいただきたいと考えています。

クーポン協賛の特典内容

・ クレジット掲載 公式 WEB
・ 各インフォメーションに企業名掲示
・ 特別内覧会へご招待
・ イベント当日配布マップに店舗情報掲載

●マップ持参で1枚1人あたりドリンク10% OFF !!
●マップ持参で1000円以上ご購入の方にプレゼント進呈!!
　等

1 口につき１万円～
景品協賛の特典内容
・ 無料掲載
・ クレジット掲載 公式 WEB
・ 各インフォメーションに企業名掲示
・ 特別内覧会へご招待

③景品協賛

15

ご協賛例

イベント開催中、メインエリア（天理）のインフォメー
ションにて実施する抽選会の景品として活用いたし
ます。多くのご来場者に、地元産の素晴らしい商品を
PRする機会にしたいと考えております。

●地酒10本
●地元の木材を使用したコースター
　等

ご協賛例

※天理エリアのみ受付



協賛のお申し込み方法

申込書にご記入の上、はならぁと事務局までお送りください。
ご入金確認後、領収書をお送りさせて頂きます。

奈良・町家の芸術祭 ＨＡＮＡＲＡＲＴ 実行委員会
〒636-0053　奈良県北葛城郡河合町池辺 1-4-11
MAIL：info@hanarart.jp
090-9215-6847

協賛・団体パートナーについてのお問い合わせ

団体パートナー随時募集中！
環境問題に取り組む団体のみなさま、はならぁとと一緒に環境問題について啓蒙活動をしませんか？アイデア、イベント募集しております。

例えば・・・・ 
●環境に取り組む活動のパネル紹介、SNSでの紹介　●広報の協力 (チラシの配布や貴ウェブサイト、SNSでのはならぁとの紹介）　
●ボランティアスタッフとしての参加 　●ワークショップや講座の開催..... 等
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