
県のイベントや文化施設の催しなど
おでかけに役立つ情報をご紹介!!

FAX番号の記載がない場合は、
県広報広聴課　　0742-22-6904で取り次ぎます。FAX

イベント案内
information奈良県ホームページ 　　　　　  ではより多くの情報を発信中！

おでかけなら

奈良市 県文化会館

キラリと輝く！特別支援学校アート展2016

県立特別支援学校からの推薦作
品を展示します。ワークショップも
開催。
・オープニングセレモニー
8/5 12時30分～
4県学校教育課　　☎0742-27-9856

8/5（金）▶16（火）9時～19時
5日は12時30分から、16日は17時まで※月曜日は休館日

奈良市 県営競輪場

奈良競輪8月開催日程
○奈良競輪場でレースを開催
　まほろば賞（ＦⅠ）8/8～10
　奈良はきもの杯(ＦⅠ)8/29～31
○他の競輪場の車券を発売
弥彦記念（ＧⅢ）7/30～8/2、 名古屋Ｓ級（FⅠ）8/3～5
小松島Ｓ級（ＦⅠ）8/5～7、 静岡Ｓ級ジャパンカップ8/6～7
オールスター松戸(ＧⅠ)8/11～15
岸和田Ｓ級(ＦⅠ)8/17～19、 小田原記念(ＧⅢ) 8/20～23
豊橋記念(ＧⅢ)8/25～28
☆ナイター場外発売
川崎Ｓ級(ＦⅠ)7/31～8/2、 小倉Ｓ級ガールズ(ＦⅠ)8/9～11
　函館Ｓ級(ＦⅠ)8/12～14、 松山Ｓ級(ＦⅠ)8/18～20
　四日市Ｓ級(ＦⅠ)8/21～23、 川崎Ｓ級(ＦⅠ)8/27～29
◆非開催日は、払戻しを行いません。
4県営競輪場　☎0742-45-4481
0近鉄平城駅から西へ約700m。競輪開催中は近鉄大和西
大寺駅北口から無料バス運行｡

8narakeirin.jp

夜の平城宮跡で実施される
“たなばた”がテーマの一大
イベント。ろうそくの灯りの
幻想的な天の川が出現する
「燈花会＠大極殿」や、“おり
ひめ”と“ひこぼし”による「天
平七夕行列」、朝堂院を彩る
ミラーボールなど、催しが盛りだくさん。
アジア料理も楽しめる「夏の夜市」も要チェック！
4平城京天平祭実行委員会　☎0742-25-0707
8www.tenpyosai.jp

奈良市 平城宮跡

天平たなばた祭り ～平城京天平祭・夏～
8/26（金）▶28（日）
17時30分～21時(夏の夜市は16時～)

橿原市 佐藤薬品スタジアム

オリックスバファローズ選手による
少年少女野球教室

プロ野球ウエスタン・リーグ
公式戦（オリックスバファロー
ズ対阪神タイガース）終了後、
オリックスバファローズ選手
の直接指導を受けることがで
きます。県内在住・在校の小学
１年生～３年生と、その保護者
（６０組１２０名）、県内在住の障害のある満６歳～１７歳の人
と、その保護者（１５組３０名）を募集します。野球経験のない
人もぜひご参加ください。
3詳しくは下記HPまで
4県スポーツ振興課　　☎0742-27-9863
8www.pref.nara.jp/2610.htm

8/21（日）１6時30分～

来年一体開催される「第32回国民文
化祭・なら2017」「第17回全国障害
者芸術・文化祭」に向け、「千の風に
なって」の作曲で有名な新井満さんが
制作したイメージソングを初公開しま
す。新井さんによる制作秘話の講演と
歌唱、荒井知事とのトークセッション
などを予定。定員1300人（先着）。

3郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、希望人数を明記し、
ハガキまたは、ＦＡＸで「国文祭・障文祭１年前プレイベント
係」へ。またはHPから。

4国文祭・障文祭実行委員会事務局
〒630-8213奈良市登大路町6-2
☎0742-27-8488　60742-27-8466

8nara-arts.com/

奈良市 県文化会館

「第32回国民文化祭・なら2017」
「第17回全国障害者芸術・文化祭」
1年前プレイベント
9/3（土）13時30分～

新井 満

あらい　 まん

Photo by Kurigami Kazumi 

園内を約4000個の灯りで彩る
「ほんのりあんどん」。宇陀市内の
小学校・幼稚園・保育園の子ども
たちが絵を描いたあんどんや、
光の動物園などが登場します。ま
た、当日の運営ボランティアも募
集しています。ボランティアの申込については下記まで。
4県営うだ・アニマルパーク　☎0745-87-2520

宇陀市 県営うだ・アニマルパーク

ほんのりあんどん
8/26（金）▶27（土）18時～21時
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奈良市 県庁屋上ギャラリー 県立図書情報館

「歴史から学ぶ 奈良の災害史」パネル展

奈良県においても過去にはい
くつもの大きな災害に見舞わ
れています。過去の災害を風化
させることなく今後の教訓とし
て活かしていくため、奈良県が
被災した主な災害を紹介します。
4県防災統括室　　☎0742-27-7006

8/30（火）▶9/9（金）
県庁屋上ギャラリー・県立図書情報館（※9/5休館）

奈良市 県立図書情報館

「奈良のむかしばなし」パネル展

当誌で好評連載中のコーナー「奈良のむかしばなし」をパ
ネルにして展示します。
4県広報広聴課　　☎0742-27-8326

8/23（火）▶28（日）

県内各地 各浄化センター

下水道施設見学会～下水道ってなあに～

県内各地の浄化センターで施設の見学会や展示を行います。
○浄化センター/大和郡山市 ☎0743-56-2830
○第二浄化センター/広陵町 ☎0745-56-3400
○宇陀川浄化センター/宇陀市 ☎0745-82-5725
　※9/11（日）開催、9/10(土)は展示のみ。
○吉野川浄化センター/五條市 ☎0747-22-8631
　※9/10(土)のみの開催
子ども向けイベントも行います。（イベントの内容は各浄化
センターにお問い合せください。）
4各浄化センター

9/10（土）▶11（日）10時～１6時（受付15時まで）

今回で15回目となる「大和の昼
膳」では､奈良市内の7ホテルが
こだわり料理を提供します｡ま
た､素敵な商品が当たるスタン
プラリーや､奈良市内のミュー
ジアムとの提携特典も｡詳細は
HPにて｡
4奈良市内7ホテル共同企画委員会事務局
(奈良ロイヤルホテル内)
☎0742-34-1131

8www.netz.co.jp/hiruzen/

奈良市 市内７ホテル

奈良市内7ホテル共同企画
「大和の昼膳」開催！
開催中▶9/30（金）

本格的な台風シーズンを迎えるにあたり、平成２３年９月の
紀伊半島大水害の状況や土砂災害から身を守るための警
戒避難方法のパネルを展示します。
4県砂防・災害対策課　　☎0742-27-8521

橿原市 イオンモール橿原

土砂災害パネル展
～土砂災害から身を守るために～
9/2（金）▶5（月）

奈良春日野
国際フォーラム甍
I･RA･KA会場

東大寺鏡池会場
（13・14日のみ）

春日大社参道会場
（14日のみ）

県庁ほのあかり

浅茅ヶ原会場

今年で18回目となる「なら燈花会」。
ボランティア、来場者の皆さんにより
毎日約2万のろうそくが灯されます。
優しい灯りにつつまれた美しい風景
に出会えるのは、夏の10日間だけ。

浮雲園地と甍会場で
ろうそく点灯に参加
できます。

県庁正面玄関前広場にろうそくを並
べます。少し立ち止まって、ゆったり
とした時間をお過ごしください。

19時～21時45分
8/5 ▶14金 日

一客一燈
いっきゃくいっとう

鷺池と浮見堂

4なら燈花会の会事務局
　☎0742-21-7515 （平日10時～16時）

4県奈良公園室　 ☎0742-27-8677

詳しくは とうかえ 検索

※雨天・強風時は中止の場合あり ※混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。

同時
開催 県庁ほのあかり
2016なら燈花会

［受付時間］19時～21時30分
［協力金］500円（2か所券1,000円）

■県庁星空コンサート
　期間中毎日19時～20時
　1県庁正面玄関前
　4県文化振興課　 ☎0742-27-8917

■議会ミニ音楽会
　期間中毎日19時30分～20時
　1議会棟2階 ロビー
　4県議会事務局政務調査課
　　☎0742-27-8964

東
（1ほ
東
（ほの
東

のあかり

ライトアップなら燈花会会場会場案内
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民俗博物館・橿原考古学研究所附属博物館は、65歳以上の方・
外国人観光客は入館無料（特別展除く）。
万葉文化館は外国人観光客は入館無料。入館は閉館30分前ま
でに。料金の（　）は、20人以上の団体料金。

県の文化施設
イベント情報

「『住んで良し』『働いて良し』『訪れて良し』の奈良を目指し
て」をテーマに、知事､市町村長が地域の課題について意見
交換。定員３００人(抽選)。県内在住か在勤・在学の人。
3郵送かＦＡＸで､｢第３回地域フォーラム参加希望｣と記入
し､参加者全員の住所・氏名(ふりがな)・電話番号・ＦＡＸ番
号を下記へ。またはHPから。８/３１必着。

4県政策推進課
☎0742-27-8472 60742-22-8012

8www.pref.nara.jp/32939.htm

平群町 平群町中央公民館

第３回「地域フォーラム」

9/18（日）１０時～１２時（９時３０分開場）
要申込

燈花会子ども能舞台　　

奈良春日野国際フォーラム 甍
☎0742-27-2630 60742-27-2634 29時～21時30分
5月曜※8/8（月）は開館　8www.i-ra-ka.jp/

8/8（月）
▼

　10（水）

日本近代陶芸の巨匠 富本憲吉のふるさと
安堵町から生まれた富本芸術を通して、奈
良の歴史と伝統文化の魅力を紹介します。
一般400(300)円 大・高生250(200)円
中・小生150(100)円

〈企画展〉
富本憲吉 憧れのうぶすな

※65歳以上の人、身体障害者手帳･療育手帳･精神障害者保健福祉手帳をお持ち
の人と介助の人1人、外国人観光客（長期滞在者・留学生含む）と付き添いの観光
ボランティアガイドの人は無料。ほか詳しくは上記HPで。
■安堵町による連携展示も同時開催!!「憲吉の望郷～大和安堵の風土と人々～」

県立美術館
☎0742-23-3968[テレホンサービス☎0742-23-1700]
60742-22-7032　29時～17時（入館は16時30分まで）
5月曜 ※8/4まで展示替のため休館
8www.pref.nara.jp/11842.htm

1奈良市登大路町10-6

8/5（金）
▼

9/25（日）

富本憲吉
「土焼 鉄描銅彩曲る
道模様　大皿」当館蔵

【チケット取り扱い】（高校生以下・友の会は、県橿原文化会館でのみ取り扱い。）
●県橿原文化会館 ☎0744-23-2771
●県文化情報センター(県文化会館内) ☎0742-22-0200 月曜休館
●ローソンチケット ☎0570-084-005（Ｌコード 52144）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

牛田智大
ピアノリサイタル

橿原文化会館
☎0744-23-2771　60744-25-6801　29時～17時
5木曜・8/12（金）※8/11（祝）は開館　8kashibun.jp

1橿原市北八木町3-65-5

1５時開演（1４時30分開場）
小ホール(300席)  全席指定
［曲名］ショパン：幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.66
チャイコフスキー/プレトニョフ：
バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲 Op.71より
リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調　ほか
〈チケット発売〉　
友の会先行発売 ８/１（月）９時～　一般 ８/９（火）９時～
【前売】友の会２，０００円　一般３，０００円（当日各500円増）
　　　高校生以下・障害者１，０００円

©Ayako Yamamoto
衣装提供:（株）オンワード樫山

91人500円（要予約11/18締切）

11/27（日）

8/8（月）18時～
8/9（火）・10（水）18時30分～

申込不要・無料
能・狂言、和太鼓、琴、日本舞踊、尺八など地域の伝統文化を
学ぶ子どもたち（13団体）の発表会。
※期間中、装道和装礼法こども教室の帯結びを展示。

原稿審査で選ばれた13人の中学生が、未来への希望や夢、
さまざまな出来事に対する意見や感想などを自分の言葉
で発表します。また、当日は高田中学校の生徒による司会、
片塩中学校吹奏楽部による演奏で大会を盛り上げます。
4県青少年・社会活動推進課　　☎0742-27-8615
8www.pref.nara.jp/29554.htm

大和高田市 さざんかホール

第38回 「少年の主張」奈良県大会
～わたしの主張2016～開催！
9/11（日） 13時30分～16時20分(13時開場)

県立二階堂高校と天理市立西中学校の合同コンサートと
手持ち花火の催しです。
※持ち込みの花火も可能ですが、打ち上げ花火は禁止。
（雨天の場合、花火は中止）
4県立二階堂高校　☎0743-64-2201

8/23（火） 17時30分～19時

天理市 県立二階堂高校

二階堂高校創立40周年記念イベント
音楽と花火で楽しむ夕べ
～過ぎゆく夏を惜しむひととき～

県内各地

～近鉄電車、路線バスで行く～奈良奥大和旅のご案内
奈良県と近畿日本鉄道
（株）が共同企画！奥大和
の魅力が満載、団体型宿
泊旅行（第2弾）です！ 
○天川村「えんがわ音楽祭と洞川温泉街散策」
　9/25（日）～26（月）
○吉野町「総本山金峯山寺で修行体験」
　10/ 8（土）～9（日）　 
○十津川村「ヨガ体験と源泉かけ流し温泉」
　10/22（土）～23（日）

3・4近鉄上本町駅営業所　☎06-6773-2100
平日10時～19時　土日祝9時～18時

または近鉄駅等のポスター・チラシをご覧ください！

詳しくは 奈良奥大和旅 検索

1奈良市春日野町10１
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