
橿原考古学研究所附属博物館、万葉文化館、民俗博物館、県立美術館は、
障害者手帳をお持ちの人と介助者１名は入館無料。橿原考古学研究所附属
博物館、万葉文化館、県立美術館は、外国人観光客（留学、長期滞在含む）は
入館無料。民俗博物館は高校生以下と６５歳以上の人、外国人観光客（留
学、長期滞在含む）は入館無料。そのほか、各施設の展示内容により無料と
なる場合がありますので、ＨＰ等でご確認ください。
各施設の入館は閉館３０分前まで。料金の（　）は、２０人以上の団体料金。

イベント情報県の文化施設 

一般800(600)円
大・高生600（400）円
中・小生400（200）円

〈特別展〉
ニッポンの写実 そっくりの魔力

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　5月曜・12/27(水)～
1/1(祝)・1/9(火)・1/15(月)～1/26(金)展示替えのため休館
※1/8(祝)は開館　8www.pref.nara.jp/11842.htm

1奈良市登大路町10-6

開催中
▼

1/14（日）

奈良の伝統工芸としての赤膚焼・奈良一刀
彫・奈良漆器の歴史と現在を紹介します。
一般400（300）円  大・高生250（200）円
中・小生150（100）円　
[関連イベント]申込不要・要観覧券
●講演会「大和の美術工芸～近世から近代へ～」
　1/28(日)13時30分～15時30分(13時開場)先着80人
　[講師]岡本 彰夫さん(奈良県立大学客員教授)
●公開講座 赤膚焼研究会
　2/4(日)13時30分～15時30分(13時開場)先着80人
●ギャラリートーク 2/3(土)・17(土)14時～15時　
■NPO法人 文化創造アルカによる連携展示「奈良きたま
ちの古今拝見」も同時開催 無料

●宝亀殿による和太鼓演奏(前庭)1/27(土)申込不要・無料
●シリーズ講座「奈良きたまち古今を語る」（全５回）
　2/4（日）・11（祝）・18（日）・25（日） 各回300円
※開催内容・日時等詳しくはＨＰまたは来館で。

〈伝統工芸企画展〉
赤膚焼・奈良一刀彫・奈良
漆器・・・悠久の美と技

奥田木白「赤膚焼 大和絵酒瓶」
江戸時代 公益財団法人

大和文化財保存会蔵

上田薫「スプーンの苺」
1975（昭和50）年
豊橋市美術博物館蔵

1/27（土）
▼

3/25（日）

22月17日(土)13時～16時30分（受付12時30分～）
県内で創業を目指すビジネスプランを全国から募集し、優秀な
プランを表彰するコンテストの決勝大会の観覧者を募集しま
す。ファイナリストが個性豊かなビジネスプランを発表し、
No.1プランを決定します。
3電話かFAX、Eメールで、氏名・会社名・電話番号・メールア
ドレスを下記へ。または下記ＨＰから。
4「ビジコン奈良2018」運営事務局 ☎・60742-85-2005
7nara-bizicon@tohmatsu.co.jp
8nara-biz.jp

奈良市

ビジコン奈良2018決勝大会
奈良市ならまちセンター

■コーナー展｢木を活かす技－吉野の林産加工用具－｣
　重要有形民俗文化財公開
　開催中～2/25(日)　　
■炭火アイロン体験＆
　アイロンビーズ工作
　1/14（日） 要申込・先着30人・無料

〈昔のくらし関連展〉あたたまる道具開催中
▼

1/28（日）

コーナー展「木を活かす技」

民俗博物館
☎0743-53-3171　60743-53-3173　29時～17時
5月曜・12/28(木)～1/4(木)・1/9(火)※1/8(祝)は開館
8www.pref.nara.jp/1508.htm

1大和郡山市矢田町545

一般200（150）円 大学生150（100）円
●展示解説 1/14(日）13時～申込不要・無料

●歴史の町、安堵町を歩き
　廣瀬神社（砂かけ祭り）へ（約10km） 
22月11日（祝） 参加費200円。当日受付。
4安堵町商工会 ☎0743-57-1524
●豊臣大阪城を守る大和三城の１つ宇陀松山城と
　重伝建の城下町（約3km） 
22月24日（土）
【受付期間】1/15～2/20。参加費500円。先着100人。
4宇陀市観光ボランティアガイド事務局（宇陀市商工観光課内）
☎0745-82-2457

※申込方法等、詳しくは下記HPで。
8www3.pref.nara.jp/miryoku/aruku/item/7929.htm

県内各地

観光ボランティアガイドと歩く・なら

22月25日（日）【第6回】10時～12時（9時30分開場）
【第7回】14時～16時（13時30分開場）

「協働と連携のまちづくり・奈良モデル」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します。
【定員】第6回250人、第7回380人（抽選）。
【対象】県内在住か通勤・通学者。
3郵送かFAXで、｢第○回地域フォーラム参加希望｣と記入
し､住所・氏名・電話番号・FAX番号・テーマに関する質問
（任意）を下記へ。または下記HPから。2/9締切(必着)。
4県政策推進課
☎0742-27-8472　60742-22-8012

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

天理市・川西町

第６・７回 地域フォーラム
第６回：天理市文化センター・第７回：川西文化会館

22月10日(土)13時～16時30分（予定）
第5回古代歴史文化賞の大賞受賞者･小畑弘己さんによる
基調講演､浅野温子さんによる古事記のよみ語りなど｡
3往復ハガキで、住所･氏名･年齢･電話番号を下記へ。ま
たは下記HPから。

4読売新聞大阪本社広告局「古代歴史文化賞記念シンポ
ジウム事務局」係　☎06-6364-9005
〒539-0027 (住所不要)

8kodairekishi.jp

東京都

｢古代歴史文化賞｣記念シンポジウム
銀座ブロッサム
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託 託児ルーム（要事前予約500円/人）
時 日時休 休館日 所 場所 申 申し込み 問 問合せ Eメールホームページアクセスマーク

の見方 子どもも参加可 多目的トイレ無料 授乳室手話通訳申込不要
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万葉文化館
☎0744-54-1850 60744-54-1852 210時～17時30分
5月曜・12/28(木)～1/5（金）・1/9(火) ※1/8(祝)は開館
8www.manyo.jp/

1明日香村飛鳥10

〈展覧会〉
館蔵品展　風景画の世界
－万葉文化館コレクションより－

1/6（土）
▼

3/11（日）

万葉集は日本最古の歌集で、古代を研究する上
でも重要な史料です。この展覧会では、万葉集に
関係する飛鳥・奈良時代の人物や遺跡・遺物を考
古学的に掘り下げ、紹介します。
一般400（350）円　大・高生300（250）円　
中・小生200（150）円
■〈特別陳列〉 博物館の歩み 2/3(土）～3/21(祝) 無料

〈特別陳列〉
万葉集の考古学

2/3(土)
▼

3/21(祝)

橿原考古学研究所附属博物館
1橿原市畝傍町50-2 ☎0744-24-1185 60744-24-1355
29時～17時
5月曜・12/28(木)～1/4(木)・1/9(火)※1/8(祝)は開館　
8www.kashikoken.jp/museum/

橿原文化会館
☎0744-23-2771　60744-25-6801　29時～17時
5木曜・12/28(木)～1/4（木）　8kashibun.jp
91人500円・要予約（2/3締切）

1橿原市北八木町3-65-5

奥大和音楽絵巻2/12（休）

14時開演（13時30分開場）
講談や落語、古楽器リュートとのコラボがあな
たを奥大和にいざないます。
一般2,300円 65歳以上2,000円
障害者2,000円
［出演］【講談】旭堂南左衛門

【落語】桂佐ん吉、桂華紋
【演奏】高本一郎（リュート）

●館内で若手講談師が奥大和や講談の
　魅力を紹介　13時～・申込不要・無料
[チケット]65歳以上チケット・障害者チケットの取り扱
いは会館までお問い合わせください。
●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 51688）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

高本一郎

旭堂南左衛門

桂佐ん吉 桂華紋

飛鳥宮跡木簡
「大津皇子」

井上稔「畝傍山」 2002年
か も ん

な ん ざ え も んきょくどう 

14時30分開演(14時開場)　Ｓ席4,000円　Ａ席3,500円　全席指定

■能楽入門講座と体験講座　13時～14時　要電話申込・無料
　能楽師が能・狂言の動きを実演を交えて解説。楽器の体験もできます。
[チケット]
●奈良春日野国際フォーラム ☎0742-27-2630 月曜休館 ●オンラインチケット(上記ＨＰから24時間チケットを予約・購入可)
●県文化情報センター（県文化会館内） ☎0742-22-0200 月曜休館　  ●橿原文化会館 ☎0744-23-2771　木曜休館

29時～17時　5月曜・12/28（木）～1/4（木）※1/8（祝）は開館　8www.i-ra-ka.jp/

1奈良市春日野町101　☎0742-27-2630　60742-27-2634

新春わかくさ能1/8（祝）
さくらま 　うじん

奈良春日野国際フォーラム 甍

図書情報館
☎0742-34-2111　60742-34-2777　29時～20時
5月曜・12/28(木)～1/4（木）・1/9(火) ※1/8(祝)は開館　
8www.library.pref.nara.jp/

1奈良市大安寺西1-1000

■【岩波文庫創刊90年記念イベント】
　岩波文庫から日本文化を考える連続対談第三部
　「西洋への接近」　　
　1/12（金）10時～12時（9時30分開場）
　要申込・先着100人・無料
■聖徳太子を学ぶ連続公開講座～わが町と聖徳太子～
　●第５回 1/27(土)
　　要申込・先着150人・無料
　　[会場]田原本町町民ホール
　●第６回 2/3(土)13時30分～15時(13時開場)
　　要申込・先着150人・無料
　　[会場]安堵町福祉保健センター
■ビブリオバトル＃87 テーマ「善」　　　　
　2/10(土)13時30分～(13時開場) 要申込・無料
3申込方法は､イベントにより異なりますので、電話かHP
または来館で確認ください｡

■企画展示 ITサポーターズ企画展
　「VR(仮想現実)を体験しよう！！＋写真展“それぞれの視点”」
　1/16(火)～30(火)

ぜ ん

金春流 櫻間右陣による能「山姥」、大蔵流 茂山千作による狂言「口真似」を演能します。

本展では館蔵品のうち、風景に関連し
た作品を展示します。さまざまな作品
を通して、日本の風景の魅力を再確認
できます。
一般600(480)円
大・高生500(400)円 中・小生300(240)円
■映画上映会「ペンギンズ FROM マダガスカル ザ・ムービー」
　1/7（日）①10時30分～12時15分 ②14時～15時45分
　申込不要・各先着250人・無料
　整理券配布 ①10時～ ②13時～
■万葉癒やし空間17～万文コンサート～ 弦楽カルテット
　1/28(日) 14時～15時(13時30分開場)
　申込不要・先着250人・無料
　[出演]奈良フィルハーモニー管弦楽団メンバー

県内在住で20歳以上(平成30年4月1日現在)の人を
20人程度募集します。任期1年以内。全3日間の事前
研修(3/7～3/9予定)の受講が必要です。応募方法な
ど詳しくは電話かHPで。2/14(水)締切(必着)。

●平成30年度 ボランティア解説員を募集します。
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 10時～                （ 9時30分開場）11時30分




