第６５ 回（平成３０年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表
都道府県名：
No

行

事

名

1 第41回なら芝能

開催日
（開催期間）
10月27日(土）

橿原考古学研究所創立８０周年記念 秋季
2 特別展「古代の輝き－日本考古学と橿考研 10月6日～11月25
日
８０年の軌跡Ⅱ－」
橿原考古学研究所創立８０周年記念 秋季
3 特別展「古代の輝き－日本考古学と橿考研 11月17日, 18日
８０年の軌跡Ⅱ－」【関西文化の日】
橿原考古学研究所創立８０周年記念 秋季
4 特別展「古代の輝き－日本考古学と橿考研 ①10月7日②10月
21日③11月11日
８０年の軌跡Ⅱ－」研究講座
橿原考古学研究所創立８０周年記念 秋季
5 特別展「古代の輝き－日本考古学と橿考研 ①10月6日②10月
20日③11月10日
８０年の軌跡Ⅱ－」列品解説
9月22日(土)～1月
6 昔のくらし関連展「子どものくらし-あそびと
まなび-」
27日(日)
10月6日(土)～12
7 明治150年記念特別展「くらしから読み解く
明治150年」
月16日(日)
8 昔のくらし体験①「昔のあかり＆秋の夜のお
10月20日(土)
はなし会」
9 古民家活用イベント「奈良民話祭り 秋」

10月21日(日)

10月27日(土)～12
10 玄関ホール写真展「わたしがとらえた大和
の民俗-火-」
月16日(日)
11 古民家活用イベント「ようこそ！お話の世界
10月28日(日)
へ」
12 第5回 なら民博ふるさとフェスタ

11月10日(土)11日
(日)

13 明治150年記念講演会「明治維新と奈良の
11月11日(日)
祭り-おん祭・村落祭祀の近代-」
10月17日（水）,11
14 万葉集をよむ
月21日（水）
学び直し講座「図書館学校」平成３０年度第 ９月～１１月
15 ２期

開催場所
（所在地）
第１部演目解説：奈良県文化会館
13：00～16：00 (奈良市登大路町６－２)
第２部芝能：奈良県庁前芝生広場
(奈良市登大路町３０)
9:00～17:00(入
館は16:30ま 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
で）
9:00～17:00(入
館は16:30ま 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
で）
12:00開場
13:00開演
16:30頃終了予 奈良県立橿原考古学研究所 講堂
定
午前の部：
10:30～11:00 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
午後の部：
特別展示室
15:00～15:30
9:00～17:00 奈良県立民俗博物館
(入館は16:30 (大和郡山市矢田町545)
まで)
9:00～17:00 奈良県立民俗博物館
(入館は16:30 (大和郡山市矢田町545)
まで)
16:30～17:30 奈良県立民俗博物館
(大和郡山市矢田町545)
奈良県立民俗博物館の古民家(旧臼井
13:30～15:30 家住宅)
(大和郡山市矢田町545)
9:00～17:00 奈良県立民俗博物館
(入館は16:30 (大和郡山市矢田町545)
まで)
奈良県立民俗博物館の古民家(旧臼井
11:00～12:00 家住宅)
(大和郡山市矢田町545)
10:00～16:00 奈良県立民俗博物館・大和民俗公園
(大和郡山市矢田町545)
開催時間等

13:30～15:30

奈良県立民俗博物館
(大和郡山市矢田町545)

19

14:00～15:30 奈良県立万葉文化館
平日10:00～
11:30、13:30～ 奈良県立図書情報館
15:00
明治１５０年記念講演会【十津川村】
11月17日(土)
未定
十津川村果無集落内民家
奈良大学 講堂
第12回全国高校生歴史フォーラム
11月17日（土）
午後
（奈良市山陵町1500）
奉祝春日大社御創建1250年 春日信仰の 9月1日(土)～12月
日大社
10:00～17:00 春
美しき世界
13日(木)
（奈良市春日野町１６０）
－神々の物語と珠玉の名宝－
10月20日（土）～ 9:00～17:00 興福寺
北円堂特別開扉（無著像・世親像)
11月11日（日）
（奈良市登大路町４８）

20

中金堂一般公開

16
17
18

23

宝冠の十一面観音菩薩立像特別開帳
元興寺創建千三百年記念秋季特別展
「大元興寺展」
不空羂索観音菩薩坐像特別開帳

24

白鳳秘仏寺宝特別公開

21
22

25 本尊・十一面観音菩薩立像特別開帳

28

秘仏・秘宝特別公開
秘仏・薬師如来倚像特別開帳
十一面観音菩薩立像、寺宝特別公開

29

十一面観音菩薩立像、絹本着色阿弥陀三
尊・童子像特別開帳

26
27

30 在原業平朝臣画像・寺宝特別公開
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

食堂（じきどう）特別公開
西塔初層内陣 釈迦四相像 特別公開
玄奘三蔵院伽藍、大唐西域壁画殿特別公

問合せ先
（TEL)
奈良県文化振興課
(０７４２－２７－８４８８)

ホームページ

奈良県立橿原考古学研究所附属 http://www.kashikoken.jp/m
博物館
useum/
奈良県立橿原考古学研究所附属 http://www.kashikoken.jp/m
博物館
useum/
奈良県立橿原考古学研究所附属 http://www.kashikoken.jp/m
博物館
useum/
奈良県立橿原考古学研究所附属 http://www.kashikoken.jp/m
useum/
博物館
奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150 大人200円 学生150円
8.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150 大人200円 学生150円
8.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150 大人200円 学生150円
8.htm
申込先着20名

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150
8.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150 大人200円 学生150円
8.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150
8.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150
8.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)
奈良県立万葉文化館
０７４４－５４－１８５０
奈良県立図書情報館0742-342111
奈良県立図書情報館0742-342111
奈良県文化資源活用課（074227-8975）

http://www.pref.nara.jp/150 大人200円 学生150円
8.htm
申込先着50名
当日先着順定員150名
http://www.manyo.jp
料
http://www.library.pref.nara.j 1人2000円
申込定員各100名
p/event/2765

0742-22-7788
0742-22-7755

興福寺
（奈良市登大路町４８）

http://www.kohfukuji.com/

0742-22-7755

福智院

http://www.kohfukuji.com/

0742-22-1358

9月13日(木)～11 9:00～17:00
月11日(日)

（奈良市福智院町４６）

元興寺

（奈良市中院町１１）

0742-23-1377

10月27日(土)～11 9:00～17:00
月12日(月)

不空院

http://www.gangoji.or.jp/

（奈良市高畑町１３６５）

0742-26-2910

般若寺

http://fuku-in.com/

（奈良市般若寺町２２１）

0742-22-6287

http://www.hannyaji.com/

0742-61-6312

http://www.daianji.or.jp/

0742-61-3861

http://www.obitokedera.or.jp
/

11月1日(木)～11
月7日(水)

9:00～16:30

9月20日(木)～11 9:00～16:00
月11日(日)
10月1日(月)～11
月30日(金)

9:00～17:00

11月3日（土・
祝）～11月11日
（日）

9:00～16:30

11月3日(土・祝)～ 9:00～17:00
12月2日(日)
10月25日(木)～11 9:00～17:00
月12日(月)
10月25日(木)～
9:00～17:00
11月12日(月)
10月1日(月)～11
月30日(金)

9月16日(日)～11
月30日(金)
9月16日(日)～11
月30日(金)
9月16日(日)～11
開
月30日(金)
10月25日(木)～11
愛染明王坐像、聚宝館特別公開
月15日(木)
9月1日(土)～11月
秋の寺宝展 （舎人親王像特別公開）
11日(日)
秘仏本尊・厄除観音特別開扉
11月3日(土・祝)
秋季特別展「妙見堂特別公開と秘仏妙見菩 11月1日(木)～11
薩像御開帳」
月7日(水)
夢殿秘仏・救世観音菩薩立像特別開帳 10月22日(月)～11
月22日(木)
9月22日(土)～11
法隆寺秘宝展
月30日(金)
11月1日(木)～11
上御堂（釈迦三尊像）特別開扉
月3日(土・祝)
信貴山縁起絵巻特別公開「延喜加持の巻」 10月27日(土)～11
月11日(日)
11月1日(木)～11
多宝塔初層・大日如来坐像特別公開
月3日(土・祝)
10月19日(金)～11
秘宝・生き人形
月30日(金)
10月6日(土)～11
聖倉殿（収蔵庫）の特別公開
月4日(日)

9:00～17:00
8:30～17:00
8:30～17:00
8:30～17:00
9:00～16:30
9:00～16:00
9:00～16:00
9:00～16:00
8:00～16:30
9:00～16:30
8:00～16:30
9:00～16:00
9:00～16:30
9:00～16:00
9:00～17:00

大安寺
（奈良市大安寺２－１８－１）

帯解寺
（奈良市今市町７３４）
正暦寺
（奈良市菩提山町１５７）
海龍王寺
（奈良市法華寺町８９７）

法華寺
（奈良市法華寺町８８２）

特記事項・注意事項

http://www.pref.nara.jp/164 料金2,000円(第2部のみの鑑賞
2.htm
は無料、ただし立ち見席)

http://www.narau.ac.jp/forum/
http://www.kasugataisha.or.j
p/

10月20日（土）～ 9:00～17:00

奈良県

0742-62-9569
0742-33-5765
0742-33-2261

不退寺
0742-22-5278
（奈良市法蓮町５１７）
薬師寺
0742-33-6001
（奈良市西ノ京町４５７）
薬師寺
0742-33-6001
（奈良市西ノ京町４５７）
薬師寺
0742-33-6001
（奈良市西ノ京町４５７）
西大寺
0742-45-4700
（奈良市西大寺芝町１－１－５）
松尾寺
0743-53-5023
（大和郡山市山田町６８３）
松尾寺
0743-53-5023
（大和郡山市山田町６８３）
法輪寺
0745-75-2686
（生駒郡斑鳩町三井１５７０）
法隆寺
0745-75-2555
（生駒郡斑鳩町法隆寺山内１－１）
法隆寺
0745-75-2555
（生駒郡斑鳩町法隆寺山内１－１）
法隆寺（生駒郡斑鳩町法隆寺山内１－１） 0745-75-2555
朝護孫子寺
0745-72-2277
（生駒郡平群町信貴山２２８０－１）
吉田寺（生駒郡斑鳩町小吉田１－１－２３）0745-74-2651
おふさ観音（橿原市小房町６－２２）
0744-22-2212
橘寺（高市郡明日香村橘５３２）
0744-54-2026

http://www.fukuchiinnanto.com/

http://shoryakuji.jp/

http://www.kairyuouji.jp/
http://www.hokkeji-nara.jp/
http://www3.kcn.ne.jp/~futai
ji/
http://www.narayakushiji.com/
http://www.narayakushiji.com/
http://www.narayakushiji.com/
http://saidaiji.or.jp/
http://www.matsuodera.com
/
http://www.matsuodera.com
/
http://www1.kcn.ne.jp/~hori
nji/
http://www.horyuji.or.jp/
http://www.horyuji.or.jp/
http://www.horyuji.or.jp/
http://www.sigisan.or.jp/

http://www.kichidenji.com/
http://www.ofusa.jp/
https://tachibanaderaasuka.jimdo.com/

聴講無

10月14日(日)～12
45 秋の社宝特別展「響き合う日本刀-月山と多武峰
-」
月9日(日)
10月1日(月)～12
46 大眼鏡奉納
月18日(火)
10月20日（土）～
47 二大塔（三重塔・多宝塔）同時開扉（秘仏・大日
如来坐像）
12月2日（日）
10月20日（土）～
48 本堂内々陣お扉特別開扉
12月2日（日）
11月1日(木)～11
49 秘宝・マンダラ展
月30日(金)
9月1日(土)～11月
50 金閣浮御堂霊宝館 秋の寺宝展
30日(金)
10月23日(火)～11
51 大地獄絵開帳
月30日(金)
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86

87
88
89

薬師三尊像、秋薔薇と秘仏宝物展

8:30～17:00
8:30～17:00
8:30～17:00
8:00～17:00
9:00～16:30
9:00～17:00

9:00～17:00
10月23日(火)～11 10:00～16:00
（バラ庭園8:00
月11日(日)
～17:00）
11月3日(土・祝) 10:00～16:00

談山神社（桜井市多武峰３１９）
0744-49-0001
壷阪寺（南法華寺）（高市郡高取町壷阪３）0744-52-2016
壷阪寺（南法華寺）（高市郡高取町壷阪３）0744-52-2016
岡寺（高市郡明日香村岡８０６）
0744-54-2007
聖林寺（桜井市下６９２）
0744-43-0005
安倍文殊院（桜井市阿部６４５）
0744-43-0002
長岳寺（天理市柳本町５０８）
0743-66-1051
霊山寺（奈良市中町３８７９）
0742-45-0081

http://www.tanzan.or.jp/
http://www.tsubosaka1300.o
r.jp/
http://www.tsubosaka1300.o
r.jp/
http://www.okadera3307.co
m/
http://www.shorinjitemple.jp/
http://www.abemonjuin.or.jp
/
http://www.chogakuji.or.jp/
http://www.ryosenji.jp/

三重塔初層特別開扉
霊山寺（奈良市中町３８７９）
0742-45-0081
http://www.ryosenji.jp/
11月1日(木)～11 9:00～17:00 當麻寺 奥院（葛城市當麻１２６３）
綴織 當麻曼陀羅 平成本特別公開
0745-48-2008
http://www.taimadera.or.jp/
月10日(土）
11月1日(木)～11 9:00～17:00 當麻寺 中之坊（葛城市當麻１２６３）
秋の寺宝展
0745-48-2001
http://www.taimadera.org/
月30日(金)
9:30～16:30 長谷寺（桜井市初瀬７３１－１）
本尊大観音尊像特別拝観、秋季特別寺宝展 10月13日(土)～12
0744-47-7001
http://www.hasedera.or.jp/
月2日(日)
10月6日(土)～12 8:30～17:00 室生寺（宇陀市室生７８）
金堂外陣からの特別拝観
0745-93-2003
http://www.murouji.or.jp/
月2日(日)
11月2日(金)～11 9:00～16:00 如意輪寺（吉野郡吉野町吉野山１０２４） 0746-32-3008
後醍醐天皇御霊殿特別公開
http://www.nyoirinji.com/
月18日(日)
9:00～17:00(
受
10月25日（木）～ 付は16:30ま 榮山寺（五條市小島町５０３）
本尊・薬師如来坐像
11月25日(日）
で）
9:00～17:00(
受
奈良県教育委員会文化財保存課 http://www.pref.nara.jp/670 協力金300円
10月27日（土）～ 付は16:30ま 史跡「頭塔」
史跡「頭塔」秋の特別公開
（奈良市
高畑
町921
番
地）
(0742-27-9866)
9.htm
11月12日(月）
で）
奈良県
教育委員
会
教育委員
室
奈良県
教育委員
会文化
財保存
課
http://www.pref.nara.jp/170
奈良県文化財保護功労者感謝状贈呈式 11月8日(木）
11:00～11:30 (奈良市登大路町30奈良県庁東棟2階) (0742-27-9864)
0.htm
①10:00～
特別史跡・特別名勝平城京左京三条二 奈良市教育委員会事務局
特別史跡・特別名勝宮跡庭園 園池の修理 10月27日（土）
無料 事前申込（各回20名）
11:30
見学
坊宮跡庭園 （奈良市三条大路一丁目） 文化財課（0742-34-5369）
②14:00～
宮跡庭園→東院庭園→法華寺
特別史跡・特別名勝平城京左京三条二 奈良市教育委員会事務局
特別史跡・特別名勝宮跡庭園 近隣の庭園 11月18日（日）
（要拝観料700円)→阿弥陀浄土
13:00～16:40
坊宮
跡
庭
園
（奈良市
三条
大路
一丁
目）
文化財課（0742-34-5369）
院跡
を巡り歩く
他
事前申込 30名
http://www.
c
it
y
.nara.
lg
.jp/w
（東鳴川観音講）
奈良市教育委員会事務局
重要文化財木造不空羂索観音坐像公開 11月4日（日） 9:00～16:00 応現寺
ww/contents/130930889220
（奈良市東鳴川町31）
文化財課（0742-34-5369）
8/index.html
10月10日(
水
）～
奈良市
史
料
保存
館
奈良市
教育委員
会事
務局
文化
財
企画展示 「奈良の墨-伝統産業の近代- 」 1月6日（日）
9:30～17:00 （奈良市脇戸町1-1）
無料
課
奈良市
教育委員
会事
務局
文化
財
http://www.
c
it
y
.nara.
lg
.jp/w
特別陳列 奈良町歳時記「正倉院開封の 10月16日（火）～ 9:30～17:00 奈良市史料保存館
課
ww/contents/148549913166 無料
儀」
11月11日（日）
（奈良市脇戸町1-1）
史料保存館（0742-27-0169） 7/index.html
奈良の文化財をもっと知る講座2018
無料
山元窯
奈良市教育委員会事務局
赤膚焼登り窯の保存と活用～修理の軌跡と 11月11日（日） 13:00～16:00 赤膚
事前申込（奈良市内在住・在
（奈良市赤膚町1049）
文化財課（0742-34-5369）
窯元体験その１～
勤・在学の小学生以上20名）
9月30日(日)、
小学生対象・事前申込（10名）
奈良子ども礼法教室-奈良市指定文化財旧 10月21日(日)、 9:30～11:00 旧田中家住宅
NPO法人小笠原流・小笠原教場
5000円（資料書籍代込）
田中家住宅で学ぶ小笠原流礼法11月4日(日)、11
（五条町）
小笠原清基（080-9978-1687）
５回連続講座
日(日)、18日
13:30～16:00
ＤＭＧ
ＭＯＲＩや
まと郡山
城
ホール・
小
https://www.
c
it
y
.
y
amatokori
第２１回郡山歴史フォーラム
11月１０日(土)
0743-53-1156
予定
ホール
yama.nara.jp/
10:00～11:30・
天理
市立
黒塚
古
墳
展示館
天理
市
教育委員
会文化
財
課
平成30年11月3日
鋳造体験 ミニ古墳出土鏡をつくろう！ （祝）・11月23日（祝） 13:00～15:30 （天理市柳本町1118-2）
www.city.tenri.nara.jp
体験料：１個につき400円
（0743-65-5720）
http://www.city.kashihara.na 11月17日（土）・18日（日）、12月
シリーズ「千塚」3 『格付け!!前方後円墳 新 10月27日（土）～ 9:00～17:00 歴史に憩う橿原市博物館
歴史に憩う橿原市博物館
ra.jp/hakubutsukan/index.ht 4日（火）～9日（日）は入館料無
沢千塚と四条古墳群』
12月16日（日）
（橿原市川西町858－1）
0744－27－9681
ml
料
http://www.city.kashihara.na 雨天または午前7時現在、橿原
橿原市教育委員会事務局
かしはら探検隊
11月10日（土）
10:30～15:00 香久山公園（橿原市南山町）
社会教育課 0744-29-6991 ra.jp/
市域に警報発令の場合中止
新沢千塚古墳群公園・歴史に憩う橿原市 歴史に憩う橿原市博物館
http://www.city.kashihara.na 午前8時現在、橿原市域に警報
千塚KoFunフェスタ2018
11月11日（日） 10：00～15：00
博物館（橿原市川西町858－1）
0744－27－9681
ra.jp/
発令の場合中止
桜井市纒向学研究センター 東京フォーラ
http://www.city.sakurai.lg.jp/ 定員1,100名（先着順、事前申込
桜井市観光まちづくり課
9:50～16:00 よみうりホール
ムⅦ 「卑弥呼、以に死し、大いに冢を作る」 10月14日(日)
kanko/topics/150284585062 要、1,000円）
（東京都千代田区有楽町1-11-1）
（0744-48-3110）
－卑弥呼の墓－
3.html
平成30年度特別展 『がっこうの下に何が 10月3日（水）～12 9:00～16:30 桜井市立埋蔵文化財センター
同左
http://www.sakurai入場料 大人400円、小人200円
あったの？ ～市内小学校区の最新調査成 月2日（日）
（入館は16:00 （桜井市芝58－2）
（0744-42-6005）
maibun.nara.jp/
果から～』
まで）
入館料 一般300円、高校生・大
10月20日(土)～12 9:00～17:00(入 市立五條文化博物館
同左
平成30年度秋季特別展「森田節斎」
http://www.city.gojo.lg.jp
学生200円
月9日(日)
館は16:30まで) (五條市北山町930-2)
(0747-24-2011)
平成30年度秋季特別展「森田節斎」記念講 11月25日(日) 13:30～15:00 市立五條文化博物館
同左
http://www.city.gojo.lg.jp
定員50名(要事前申込)
演会
(五條市北山町930-2)
(0747-24-2011)
平成30年度秋季特別展「森田節斎」学芸員 10月20日(土)・
市立五條文化博物館
同左
http://www.city.gojo.lg.jp
事前申込不要
11月11日(日)・ 14:00～14:30
による展示解説
(五條市北山町930-2)
(0747-24-2011)
12月2日(日)
企画展「まちをあげてのおもてなし 文政十 11月3日（祝・土） 9：00～16：30 御所市アザレアホール 2階
御所市教育委員会文化財課 http://www.city.gose.nara.jp 入場無料
/soshiki/7-10-0-0-0_2.html 11月5日（月）は休館
三年おかげ参り施行」
～11日（日）
（御所市13）
（0745－60－1608）
講演会「江戸後期の町人文化とおかげ参り 11月4（日）
所市アザレアホール 文化ホール
御所市教育委員会文化財課 http://www.city.gose.nara.jp 事前申込不要・入場無料
13：30～15：40 御
施行」
（御所市13）
（0745－60－1608）
/soshiki/7-10-0-0-0_2.html
史跡藤ノ木古墳開棺３０周年記念 斑鳩文
化財センター秋季特別展「史跡藤ノ木古墳
と大和の家形石棺」
史跡藤ノ木古墳開棺３０周年記念 斑鳩文
化財センター秋季特別展開催記念講演会
第３２回安堵町文化祭
秋季企画展「古墳時代黎明～唐古・鍵弥生
ムラのその後～」
弥生のムラまつり In 唐古・鍵

開館時間
10月27日（土）～ 9:00～17:00
（入館は16:30
12月2日（日）
まで）
※会期中無休
開催時間
11月11日（土）
13:30～15:30
（予定）
11月2日（金）～４ 9：00～17：00
日（日）
10月27日(土)～12 9:00～17:00(入
館は16:30まで)
月2日(日)
（月曜休館）
11月17日(土)
10:00～15:00
11月18日(日)

唐古・鍵遺跡史跡公園フォトコンテスト

11月1日(木)～2
月20日(水)
(応募期間)

郷土芸能発表会
１０月７日（日）
歴史リレー講座「大和の古都はじめ」第50回
特別記念講演・シンポジウム「王寺町360度 11月18日（日）
―明神山からぐるりと見わたす聖徳太子信
文化歴史講演会「謎の古代豪族 葛城氏－
葛城城襲津彦と葛城氏の盛衰－」（平林 章 11月2日（金）
仁さん）

応募受付は公

斑鳩文化財センター
(斑鳩町法隆寺西１丁目１１－１４)

斑鳩文化財センター
0745-70-1200

http://www.town.ikaruga.nar 大人300円（240円）、学生100円
（80円）、中学生以下無料
a.jp/
※（ ）内は20名以上の団体料金

斑鳩町中央公民館
(斑鳩町龍田南2丁目2－43)
トーク安堵カルチャーセンター（安堵町東
安堵８７９）
特別展示室
(磯城郡田原本町阪手233-1田原本町青
垣生涯学習センター2階)
唐古・鍵遺跡史跡公園
(磯城郡田原本町唐古50-2)

斑鳩文化財センター
0745-70-1200
安堵町歴史民俗資料館（074357-5090）
唐古・鍵考古学ミュージアム
(0744-34-7100)

http://www.town.ikaruga.nar
a.jp/
https://www.town.ando.nara.
jp/
http://www.town.tawaramot
o.nara.jp/karako_kagi/museu
m/index.html
http://www.town.tawaramot
o.nara.jp/karako_kagi/kouen
/index.html

園の開園時間 唐古・鍵遺跡史跡公園
9:00～17:00(入 (磯城郡田原本町唐古50-2)
園は16:30まで)
（月曜休園）
８：００～１２：０
０
13:30～16:00
13:30～15:00

唐古・鍵遺跡史跡公園事務所
(0744-34-5500)

唐古・鍵遺跡史跡公園事務所
(0744-34-5500)

http://www.town.tawaramot
o.nara.jp/karako_kagi/kouen
/index.html

門僕神社
曽爾村教育委員会事務局
なし
曽爾村大字今井７３３
TEL 0745-94-2104
王寺町文化福祉センター 大ホール 王寺町観光協会
http://home.oji（北葛城郡王寺町畠田9丁目1608）
（0745-33-6668）
kanko.kokosil.net/ja/
奈良県北葛城郡広陵町大字笠382番地1 広陵町教育委員会文化財保存課 www.town.koryo.nara.jp
広陵中央公民館かぐや姫ホール
（0745-55-1001）

参加費無料
定員：100名程度
※事前申し込み不要
文化祭の中で「安堵町指定文化
財パネル展」を開催します。
大人200円(常設展との共通券
300円)、高・大生100円(常設展
との共通券150円)、15歳以下無
体験メニュー一部有料
応募作品は唐古・鍵遺跡史跡
公園を撮影されたものに限りま
す。
入賞者の作品は史跡公園内の
遺構展示情報館および道の駅
「レスティ唐古・鍵」3階展望室に
なし
入場無料

Ｅメールまたは往復はがきによ
り事前申し込み（9月7日（金）必
着）

ジュニア古代体験（広陵町新山古墳から出
90 土した直孤文鏡の鋳造体験、和同開珎の鋳 11月3日(土)～4日
10:00～16:00
(日)
造体験）
11月2日(金・祝)
91 発掘調査速報展 巣山古墳発掘調査
10:00～16:00
～4日(日)
92
93
94

11月3日（土･祝）
河合町の文化財展19
～4日（日）
第10回“めざせ長屋王邸！「片岡進上」木簡 11月11日（日）
ウォーク”
歴史講演会「藤原京からみた吉野」
11月11日（日）

95 能楽ワークショップ「能〈谷行〉と修験」

10月21日（日）

淀町文化祭歴史展示・歴史講演 11月3日（土）～
96 第44回大
会
4日（日）
97 能楽アウトリーチ「狂言」

11月5日(月）

能楽ワークショップ「お能を気楽に気軽に
98 ね
！」

11月10日(土)

99

シンポジウム「ボイス・オブ・タケル2018」

11月18日（日）

9:00～17:00

奈良県北葛城郡広陵町大字笠382番地1
広陵中央公民館
奈良県北葛城郡広陵町大字笠382番地１
広陵中央体育館
河合町中央公民館旧館
奈良県北葛城郡河合町池部2丁目13番1

広陵町教育委員会文化財保存課
（0745-55-1001）
広陵町教育委員会文化財保存課
（0745-55-1001）
河合町教育委員会生涯学習課
0745-57-2271

号
集合場所：河合町中央公民館
合町教育委員会生涯学習課
9:10～16:40 奈良県北葛城郡河合町池部2丁目13番1 河
0745-57-2271
号
吉野
町中央公民館
14:00～
0746－32－0190
（奈良県吉野町上市133）
淀町文化会館
13：30～15：00 大
同左（0747－54－2110）
（吉野郡大淀町桧垣本2090）
淀町文化会館
10：00～16：00 大
同左（0747－54－2110）
（吉野郡大淀町桧垣本2090）
11:00～12:00 安養寺
同左（0747－54－2110）
（吉野郡大淀町中増724）
淀町文化会館
13：30～15：00 大
同左（0747－54－2110）
（吉野郡大淀町桧垣本2090）
大淀町文化会館
13：30～16：30
同左（0747－54－2110）
（吉野郡大淀町桧垣本2090）

www.town.koryo.nara.jp

鋳造体験は先着順および有料

www.town.koryo.nara.jp

入場無料

http://www.town.kawai.nara.j 観覧無料
p/index.html
500円
http://www.town.kawai.nara.j 参加費
午前の部：講演
p/index.html
午後の部：ウォーク（約7㎞）
http://www.town.yohino.nara
.jp/about/shisetsu/dentou/r
ekishishiryokan.html
http://www.town.oyodo.lg.jp 入場無料・予約不要
/
http://www.town.oyodo.lg.jp 入場無料・予約不要
/
http://www.town.oyodo.lg.jp 入場無料・予約不要
/
http://www.town.oyodo.lg.jp 入場無料・予約不要
/
http://www.town.oyodo.lg.jp 入場無料・予約不要
/

