
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
宇陀市 うだ・アニマルパーク

アニマルパーク7月・8月のイベント
①7月26日(火)～28日(木)
　サマースクールＡ
　アニマルパークでお手伝い
②8月2日(火)～4日(木)
　サマースクールＢ
　はり子の動物作り&ふれあい体験
③8月7日(日)ふわふわフェルト作り体験
3電話で①は7/22、②は7/29、③は8/6までに下記へ。
4うだ・アニマルパーク　☎0745-87-2520

宇陀市・奈良市 宇陀川浄化センター～布目ダム

｢水の週間｣親子ダム見学会

【集合・解散】近鉄榛原駅北口
マイクロバスで宇陀川浄化センター、室生ダム（宇陀市）、
布目ダム（奈良市）へ。小学生・中学生対象。保護者の同伴
必要。定員48人(抽選)。※施設の関係上、急勾配の長い階
段があります。
3往復ハガキかEメールで、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号を下記へ。HPからも申込可。7/13締切（必着）。

4県地域政策課　　☎0742-27-8029
7shigen@office.pref.nara.lg.jp
8www.pref.nara.jp/20345.htm

8/3（水） 9時15分～17時

【集合】橿原公苑
【解散】橿原神宮前駅
バスで御所浄水場から大滝ダ
ムや蜻蛉の滝へ。県内在住（在
学）の小学生対象。保護者の同
伴必要｡参加費1人500円｡定
員120人（先着順）｡
昼食持参｡雨天の場合中止又は行程変更｡
3ハガキかＦＡＸ､HP(ｅ古都なら)で住所･保護者氏名(ふ
りがな)･児童氏名(ふりがな)と学年･当日連絡のつく携
帯番号･メールアドレスまたはＦＡＸ番号を下記へ｡
7/29(必着)。

4県水道局総務課　〒630-8113 奈良市法蓮町757
　☎0742-20-4621　60742-22-2420
7suido-somu@office.pref.nara.lg.jp

8/19（金） 8時40分～16時40分

御所市・川上村 御所浄水場～蜻蛉の滝

｢夏休み小学生の水道施設・
水源地体験ツアー｣参加者募集

年齢や走力に関係なく、仲間4人で行うバトンリレーです。
本格クラブチームも、初心者の人も、家族チームも、みんな
一緒にリレーで交流しましょう。先着200チーム。あの日本
代表トップスプリンターも走ります！
3下記HPから。申込は7/22まで（定員になり次第締切）
4大会実行委員会
　（NPO法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ内）
　☎･60744-29-1458　8nararelay.jp
県スポーツ振興課　　☎0742-27-8317

8/27（土） 14時45分～20時15分

橿原市 県立橿原公苑陸上競技場

バトンをつなげ！
400mリレーフェスティバル 2016

○安倍校舎 一般解放デー
　７/16（土）13時～16時30分
一般の皆さん・入学検討者を対
象に、公開授業、キャンパスツ
アー、学生マルシェを開催。公開
授業のみ要事前申込（定員40
人）。無料。７/12締切。

○短期研修（フードアドバンス研修）
７/25（月）～８/５（金）（10日間）
調理実習や講義等を通じて、飲
食サービス業に必要な技術・知
識を学びます。
【対象】飲食サービス業従事者または従事を目指す調理経
験１年以上の人。定員10人（選考）。
【受講料】33,000円（他実習費を徴収）７/12締切。
○オープンキャンパス
①８/24（水）、②９/22（祝）各日10時30分～14時
入学希望者を対象とした施設見学と調理実習授業の体
験。定員20人（先着）。無料。
①８/10締切。 ②９/８締切。

3・4なら食と農の魅力創造国際大学校
フードクリエイティブ学科　食・研修係
☎0744-46-9700　60744-46-3370

7nafic-food@office.pref.nara.lg.jp
8www3.pref.nara.jp/nafic/

桜井市 ＮＡＦＩＣ安倍校舎

ＮＡＦＩＣ フードクリエイティブ学科
夏のイベント情報

県第二浄化センターファミリープール

プール開き! 泳がずにはいられない!
県第二浄化センターファミリープール

広陵町

流水プールやスパイラルウォータースライダー、児童用
プール、ベビープールなどがあります。
大人850円、小人420円、4歳未満無料。
無料駐車場約６００台。
4県第二浄化センタースポーツ広場　☎0745-56-6011

7/16（土）▶8/31（水） 9時～17時
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大和郡山市 スイムピア奈良

スイムピア奈良 夏休み短期水泳教室開講
【期間】各日9時～9時45分
　①7/25（月）、26(火）　　②8/1（月）～8/3（水）
　③8/8（月）～8/10(水）　④8/22（月）～8/24（水）
　①水慣れ2日間
　②~④水慣れからクロール3日間
【受講料】1期間につき①2,000円 ②～④3,000円
【対象】①幼児 ②～④幼児、小学生
【定員】①30名 ②～④各50名
3・4スイムピア奈良　☎0743-57-2782
8まほろば健康パーク.com/

桜井市 県保健研究センター

夏休みこども科学教室

身の回りの科学について､実験をしながら楽しく学びましょ
う!小学4～6年生対象｡定員20人（抽選）。保護者同伴可。
3ハガキかFAX、HP（e古都なら）で参加者の住所・氏名
(ふりがな)・学年・性別・保護者の氏名・平日昼間に連絡
可能な電話番号を記入し下記へ｡7/19必着｡詳しくは
下記HPで｡

4県保健研究センター　〒633-0062桜井市粟殿1000
　☎0744-47-3160　60744-47-3161
8www.pref.nara.jp/4827.htm

7/30（土） 13時～16時

奈良市 奈良県立大学

奈良県立大学オープンキャンパス

少人数対話型教育「学習コモンズ制」の導入で、優れた地域
人材の育成を目指す奈良県立大学をあなたも体験してく
ださい。①入試に関する個別相談会 ②模擬講義 ③在学生
による生活相談　等
4事務局学生課　☎0742-22-4978
8www.narapu.ac.jp

8/6（土） ９時３０分～１５時

①オープニング（12時30分～）
　ウェルカム演奏（県警察音楽隊）
②開会
③第一部
　○チーム『キッズポリス』による
　　「いかのおすし一人前」ダンス
　○少年補導員活動に関する講習/
　　大学生ボランティア活動報告等
④第二部
基調講演｢変わりつつある少年非行～いま、大人に何が
求められているか～｣　講師 石橋 昭良さん
4県警察本部少年課　☎0742-23-0110

斑鳩町 いかるがホール（大ホール）

少年健全育成奈良県カンファレンス
～少年を健やかに育む地域の輪～

7/24（日） 13時～16時

関連
イベントと川の月間山と川の月間

7月～8月

奈良県山の日・川の日奈良県山の日・川の日
７月第３月曜日（今年は７月18日）

①ポスト「全国豊かな海づくり大会」
　イベント実行委員会（県森林整備課　 内）
　☎0742-27-7612 60742-22-1228

②県河川課
　☎0742-27-7504 60742-22-1399
　7river-29@m4.kcn.ne.jp

問合せ先

山もり・てんこ森メインイベント
森林体験や木工クラフト、竹を使ったバウム
クーヘン作り、市町村からの出展等。
1県立野外活動センター（奈良市）
4下記①へ

申込
不要

森と水の源流館 一日無料開放
施設内で山や川の恵み、大切さを学習できます。木工クラフトも。
1川上村森と水の源流館（川上村）　4下記①へ

申込不要
無料

7/18 10時～15時

第22回
みんなのかっぱ教室

県水生生物研究会会長の谷幸三
先生をお招きし、水辺の生き物
や、川の水質について楽しく学ぶ。
1明日香村あすか風舞台・飛鳥川
3ハガキかFAX、Eメールで氏名・年齢・住所・電話番
号・人数(大人○人､子ども○人)を記載して下記
へ。7/8必着。
4県河川課　 かっぱ教室係 下記②へ

祝

無料
先着130人

7/24 9時30分～14時

第17回
あつまれ！あおがき探検隊

ダム堤体内を探検！近くの川でリ
バーウォッチングも。県内在住の
小学生と保護者対象。
1初瀬ダム（桜井市）
3ハガキかFAX、Eメールで参
加者全員の氏名（ふりがな）・年齢（学年）・住所・電
話番号を記載して下記へ。7/11必着。
4県河川課　 あおがき探検隊係 下記②へ

日

無料
抽選50人

7/18 
川の清掃デー

1【集合場所・時間】奈良市 佐保川・菩提川(大安寺西小学校
/7時45分) 奈良市 菰川(奈良総合庁舎前/8時、他2箇所)
大和郡山市 富雄川(郡山総合庁舎 8時) 大和高田市 高田
川(大中公園北側/8時45分)宇陀市 宇陀川(旧榛原町役場
裏駐車場/7時20分) 吉野町 吉野川(リバーフィールドよし
の/9時)五條市 丹生川(きすみ広場駐車場/8時30分)

4下記②へ

祝

河川の清掃活動。お近くの会場へ。申込
不要

清掃しやすい
服装で
お越しください。

 7/18
10時～15時

祝山もり・てんこ森
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奈良市 県営競輪場

奈良競輪7月開催日程
○奈良競輪場でレースを開催
　青垣賞争覇戦（ＦⅠ）7/27～29
○他の競輪場の車券を発売
青森Ｓ級（FⅠ） 6/29～7/1、　熊本Ｓ級（FⅠ）6/29～7/1
福井記念（ＧⅢ）7/2～ 5、　小松島記念（ＧⅢ）7/７～10
岐阜Ｓ級（FⅠ）7/13～15、　玉野Ｓ級（ＦⅠ）7/13～15
福井Ｓ級（ＦⅠ）7/16～18、　高知Ｓ級（ＦⅠ）7/19～21
松阪Ｓ級（ＦⅠ）7/20～22、　函館記念（ＧⅢ）7/23～26
弥彦記念（ＧⅢ）7/30～8/2
☆ナイター場外発売
京王閣Ｓ級（FⅠ）7/2～ 4
　サマーナイトフェスティバルin川崎（ＧⅡ）7/16～18　
　平塚Ｓ級（FⅠ）7/22～24、　四日市Ｓ級（FⅠ）7/25～27
　小倉Ｓ級（ＦⅠ）7/28～30、　川崎Ｓ級（ＦⅠ）7/31～8/2
◆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

県内各地

「大和しかバス七変化」ツアー
奈良県の観光に、新しいスタイルの日帰り観光バスが登場し
ました！“奈良でしか”“この季節でしか”をテーマに“奈良県ビ
ジターズビューローでしか”できない旅行商品が「しかバス」
です！ 9月末までの毎週土･日・祝日運行。
【集合】かしはらナビプラザ1階ロビー
○聖徳太子ゆかりの地を巡る「いにしえの旅」
　(信貴山朝護孫子寺・法隆寺・中宮寺)
　7/10(日)・16(土)・17(日)・18(祝) 8,800円
○夏見頃のキバナコスモス・さるすべりと風鈴まつり
　(藤原宮跡・おふさ観音・世尊寺・如意輪寺)
　7/23(土)・24(日)・30(土)・31(日)
　8/6（土）・7（日）・11（祝） 7,800円
○七支刀で有名な「石上神宮」と剣豪・柳生十兵衛
　ゆかりの「柳生」（石上神宮・柳生の里・円成寺）
　8/13(土)・14(日)・8/15(月) 7,800円
3・4一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

☎0742-81-8680

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

田原本町 県介護実習・普及センター

介護講座「①高齢者虐待②成年後見制度」

①高齢者虐待に関する正しい知識と理解を深めます。
②成年後見制度について、制度の基本的な理解や利用す
るための具体的な実践知識を学びます。

定員30人（抽選）。資料代300円。
3ハガキか電話、ＦＡＸで住所・氏名・電話番号を下記へ。
7/21締切（当日17時15分必着）。

4県介護実習・普及センター
　〒636-0345 田原本町多722
　☎0744-32-8848　60744-34-2800

8/4（木） 13時～16時

一般200(150)円 大学生等150(100)円 ※高校生以下無料

〈企画展〉「奈良さらし」
～南都の名産ここにあり～｢布に秘められた技」

■学芸員トーク｢奈良さらし｣
　7/31（日）13時30分～
■ワークショップ   要申込（入館料別途）
　7/24(日)13時30分 定員50名
　｢みる・さわる―麻の教室―｣
　講師：吉田真一郎さん（近世麻布研究所所長）
　7/30(土) 13時30分 定員30名
　｢古民家で夏のくらし体験＆
　ミニ植木鉢の風鈴づくり｣
■古民家活用イベント
　【場所】旧岩本家住宅
　7/17(日)13時30分～
　日本の民俗を聞く３
　「高田十郎の大和」 

民俗博物館
☎0743-53-3171　60743-53-3173
29時～17時（入館は16時30分まで）　5月曜・7/19（火）
※7/18（祝）は開館　8www.pref.nara.jp/1508.htm

1大和郡山市矢田町545

7/23（土）
▼

9/4（日）

奈良さらし

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（7/1・2は19時まで）
5月曜・7/4～8/4は展示替のため休館
8www.pref.nara.jp/11842.htm

1奈良市登大路町10-6

8/5（金）
▼

9/25（日）

磁器染付竹林月夜模様 皿　当館蔵

詳しくは 大和しかバス 検索
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