分野別フェスティバル

野迫川村（のせがわむら）

68

秘境に鼓舞する文化の風

開 催 日：2017年10月7日
（土）
開催場所：野迫川村公民館

音
楽
舞
踊
美 術
生活文化

● 実施状況

文
芸
伝統文化

【 プログラム】
9：00～ オープニング
「保・小・中合同合唱」
9：15～ 開会行事（主催者挨拶、来賓挨拶）
9：30～ 「のせ川フォトコンテスト」表彰式・講評
10：30～ 太鼓公演（野迫川夜叉太鼓、若、舞太鼓
あすか組）
13：00～ 漫才（女と男、シャンプーハット、大木
こだまひびき）
13：45～ 新喜劇

歴史文化
文化一般

本事業では、公募出演者とプロが和太鼓と新喜劇
を披露するステージを奈良県の秘境・野迫川村で実
施しました。
和太鼓では、応募者 18 名と村内太鼓グループ 7
名により太鼓チーム「若」を結成し、全 6 回の練習
を重ね、曲目『若竹』を披露しました。和太鼓経験
が浅い参加者も、奈良県に拠点を置き世界各国で活
動している「舞太鼓あすか組」の指導により、基本的
な演奏技術や『若竹』を演奏するにあたっての心構え
を身に付け、大迫力の演奏を披露することができまし
た。また、指導にあたった「舞太鼓あすか組」も、尺
八や舞踊を取り入れた素晴らしい和太鼓ステージを披
露し、来場者に感動をもたらしました。
新喜劇公演では、12 名の応募者とプロの芸人 8
名が共演し、野迫川村を舞台とした脚本で、自然の豊
かさや村人の温かさといった村の魅力を交えつつ、来
場者に笑いを届けました。普段の生活に根付いてい
る「笑いの文化」ですが、公募出演者がステージに
立つことで、出演者は「笑わせたい」
、来場者は「出
演者がプロの芸人と上手く笑いを誘えるだろうか」と、

双方が改めて「笑い」を意識し、「笑いの文化」を見
つめ直すきっかけになったことと思います。
各地から集まった公募出演者が同じステージで共
演することで交流が生まれ、互いの文化活動への意
欲を向上させることができました。野迫川の地で生
まれた新たな関わりが、文化の振興につながること
を期待しています。

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化
祭奈良県実行委員会、第 17 回全国障害者芸術・文化祭
実行委員会、野迫川村、野迫川村教育委員会、第 32 回
国民文化祭野迫川村実行委員会
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分野別フェスティバル

明日香村（あすかむら）
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明日香の祭りをみんなで創ろう
～古都飛鳥文化祭 2017 ～

開 催 日：2017年10月14日
（土）
・15日（日）
開催場所：国営飛鳥歴史公園石舞台地区

音
楽
舞 踊
美 術
生活文化
● 実施状況

文 芸
伝統文化
歴史文化
文化一般
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明日香村では、
『古事記』に起源を持つ ｢八雲琴」、
『日本書紀』斉明天皇の雨乞いの祈りを起源とした
｢南無天踊り」、古代人の心を詠う ｢万葉朗唱」、伝来
当初の蹴鞠の姿を復元した ｢飛鳥蹴鞠｣ 等、有形無
形の文化遺産を絶やすことなく未来へ継承しよう
とする試みを行っています。同時に、今を生きる人々
によって新しい文化を創造しようと、古代と現在を
融合した新しい祭 ｢明日香の祭りをみんなで創ろう
～古都飛鳥文化祭～｣ を開催しました。
八雲琴や南無天踊り、万葉集に自作曲をつけて歌
う万葉歌などを解説付きで披露したり、万葉の時代
の物語を朗唱と劇によって分かりやすく知っていた
だき、当時の蹴鞠などを体験していただくなど、来場
者の皆様にも一体感をもって楽しんでいただける工
夫を凝らしました。ほかにも秋の実りに感謝する奉
納祭、古墳慰霊の古墳祭、世界で活躍する和太鼓 ｢倭
｣ の和太鼓ライブ等を開催し、日本独自の文化をご堪
能いただきました。御轟祭と名付けた山車巡行では、
和太鼓を積んだ山車と多数の飛び入り参加者で一緒
に村内を練り歩き、盛り上がりは最高潮となりました。

草月流による繊細な竹の輪装飾や、子供たちが夢
や願いを書き込んだ大提灯、村内中学校と養護学校
が共同制作した手作り提灯が会場を照らす中、多く
の歓声に包まれた2日間となりました。
【 実 施 内 容】
八雲琴（伝承芸能保存会）
万葉歌
南無天踊り（伝承芸能保存会・明日香小学校）
万葉劇（伝承芸能保存会・劇団「時空」)
和太鼓
（聖徳中学校 ･ 魂源堂太鼓道場・明日香幼稚園）
音話祭
古墳祭
奉納祭
御轟祭（山車巡行）
和太鼓ライブ（和太鼓「倭」）
フィナーレ（打ち上げ花火）
【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第32回国民文化祭奈
良県実行委員会、第17回全国障害者芸術・文化祭実行委員
会、明日香村、明日香村教育委員会、第32回国民文化祭明
日香村実行委員会

分野別フェスティバル

平群町（へぐりちょう）
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夢のふれあいステージと芸能文化のつどい

開 催 日：2017年9月30日
（土）
・10月1日（日）、11月3日（金・祝）
・4日（土）

開催場所：平群町中央公民館
（9月30日・10月1日、11月4日）、平群町総合スポーツセンター（11月3日）

音
楽
舞
踊
美 術
生活文化
伝統文化

俳句講演会
俳句吟行会、
俳句大会
ふれあいコンサート
演技発表
模擬店
演技発表
文化講演会 浜村淳氏
「幸せさがして」

歴史文化

【 プログラム】
9月30日 14：00～16：00
10月1日 10：00～16：30
11月3日
9：30～12：00
13：00～15：00
4日
9：00～15：00
10：30～12：30
14：00～15：00

芸
文化一般

『世代の垣根を越えて繰り広げる、夢のふれあい
ステージと伝統文化の集い』として、障がいのある
人もない人も、多世代が一堂に会して、日ごろの音
楽・芸能などの活動を披露しました。
ふれあいコンサートでは、総勢約 250 名による合
奏・合唱が披露され、来場者も一緒になって歌うな
ど、会場が一体となり大きな盛り上がりをみせまし
た。また、演技発表では、フラダンスや太極拳、詩
吟、民謡、楽器演奏など多岐にわたる演技を披露し、
出演者は日ごろの練習の成果を存分に発揮されると
ともに、観客も楽しめるステージ発表となりました。
文化講演会では、ラジオパーソナリティとしてお
馴染みの浜村淳氏をお招きし、軽快なトークで平群
町の歴史や名所に関する話を含め、笑いを交えつつ
聴衆の耳と心を掴んで離さない楽しい講演をしてい
ただきました。
なお、先駆けとして開催された俳句大会では、県
内の小・中学生から投句のあった約 2,700 句の中
から、優秀作品が選ばれ表彰が行われました。また

町内の史跡や名所を巡る俳句吟行会や俳句講演会に
も多数のご来場をいただき、俳句が盛んな町である
平群町で俳句を楽しんでいただきました。
4 日間を通して、多くの方に平群町の文化・芸能
を発信するとともに、文化・芸術に触れていただく
良い機会となりました。

文

● 実施状況

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化
祭奈良県実行委員会、第 17 回全国障害者芸術・文化祭
実行委員会、平群町、平群町教育委員会、第 32 回国民
文化祭平群町実行委員会
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分野別フェスティバル

平群町（へぐりちょう）

71

食と芸術文化のつどい

開 催 日：2017年11月3日
（金・祝）～5日（日）
開催場所：平群町総合スポーツセンターほか

音
楽
舞 踊
美 術
生活文化
● 実施状況

文 芸
伝統文化
歴史文化
文化一般
132

本事業では、小菊・バラ・ブドウ・イチゴ等の全
国的な産地として有名な平群町の食文化に着目した
イベントを実施しました。また、障がいのある人も
ない人もともに楽しみ、障がいに対する理解を深め
るきっかけとなるよう、展示、体験イベントなども
合わせて実施しました。
食に関するイベントでは、多くの人に平群町の農
作物を知ってもらう機会として品評会や即売会を開
催しました。品評会では、食育の観点から、次世代
を担う子どもたちに出展された農作物の絵を描いて
もらい、その作物を実際に模擬店で調理し食べてい
ただきました。参加した子どもたちにとって、平群
町の農作物をより身近に感じるとともに食べ物の大
切さを学ぶ良い機会になったものと思います。別会
場で行われたいもほり体験は、和気あいあいとした
雰囲気の中、収穫する喜びや楽しさを家族や友人と
分かち合う人たちで大盛況でした。
会場内のアリーナでは、世代を問わず障がいに対
する理解を深めるきっかけ作りとなるパラアート
展、盲導犬・聴導犬・介助犬体験、手話で絵本の読

み聞かせなどが開催され、多くの来場者に新たな気
づきと感動を与えていました。
会場の外では、キッチンカーなどにより地元グル
メの販売などを行った食彩のつどいが開催され、訪
れる人のお腹と心を満たしました。
【 プログラム】
3日 9：00～12：00
品評会、模擬店、こども園＆小学校絵画展示、
リース・そば打ち教室
12：30～15：00 即売会
5日 9：00～15：00
一般展示・パラアート展、盲導犬・聴導犬・
介助犬体験、障害福祉関係団体のワークショッ
プ、食彩のつどい、手話で絵本の読み聞かせ
3～5日 9：00～15：00 いもほり体験

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化
祭奈良県実行委員会、第 17 回全国障害者芸術・文化祭実
行委員会、平群町、平群町教育委員会、第 32 回国民文化
祭平群町実行委員会

分野別フェスティバル

五條市（ごじょうし）
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五條市文化フェスティバル 2017

開 催 日：2017年11月3日
（金・祝）～5日（日）

開催場所：五條市市民会館、
五條市立中央公民館、五條市立五條小学校体育館、五條市立五條中学校体育館

音
楽
舞
踊
美 術
生活文化

● 実施状況

文
芸
伝統文化

【 内 容】
オープニング

障害者支援施設 仁優園、五條小学
校ダンス ･ 金管バンド
講演会
吉岡幸雄（染織史家）
映画鑑賞
「殯の森」
（映画監督・河瀨直美）
トークショー 河瀨直美 × 尾野真千子
展示の部
一般応募作品・福祉施設作品等
発表の部
19 団体
※市内団体による飲食ブースの出展

歴史文化
文化一般

「五條市文化フェスティバル 2017」は、主催者や
来賓の皆様によるくす玉割りで華々しく開幕しました。
11 月 3 日は、オープニングアクトとして障害者
支援施設の仁優園と市内の小学生達によるダンスや
金管バンドが出演し、その後、染織史家・吉岡幸雄
氏が、浄瑠璃「艶容女舞衣」で「大和五條のあかね
染め」と語られた茜染めに関して講演いただきまし
た。五條市観光大使で映画監督の河瀨直美氏を招き、
第60 回カンヌ国際映画祭審査員特別賞受賞作品「殯
の森」の上映や、女優で五條市名誉市民の尾野真千
子氏とトークショーを開催し、映画文化や五條市の
魅力をテーマにお話しいただきました。また、会場
では五條市名産の柿やジビエ汁のふるまいも行い、
多くの皆様に五條市を楽しんでいただけました。
展示の部では、一般応募作品に加え、障害のあ
る人や市内の生徒児童の絵画・写真・書道などの作
品を展示しました。茶道や華道のワークショップも
開催し、多くの方々に参加していただくことができま
した。発表の部では、障害のある人もない人も一緒
に参加していただけるステージ発表を行い、手話を

取り入れた合唱や車いす利用者によるダンスなど多
彩な演目が披露されました。障害のある人とない人
が一緒に参加することで、展示の部も発表の部も参
加者の皆様には新たな刺激になったことと思います。
会場では、市内の 8 団体による飲食ブースを設
置し、皆様にご利用いただきました。障害のある人
にも販売のお手伝いをしていただき、様々な方が一
緒に楽しむことができる催しとなりました。

【 主催 】
文化庁、
奈良県、
奈良県教育委員会、
第32回国民文化祭奈良県実行委員会、
第 17 回全国障害者芸術・文化祭実行委員会、五條市、五條市教育委員会、
第 32 回国民文化祭 • 第 17 回障害者芸術文化祭五條市実行委員会
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安堵町（あんどちょう）
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みんなでつくる安堵町文化芸術祭

開 催 日：2017年11月3日
（金・祝）～5日（日）

開催場所：トーク安堵カルチャーセンター、
安堵町歴史民俗資料館

音
楽
舞 踊
美 術
生活文化
● 実施状況

文 芸
伝統文化
歴史文化
文化一般
134

「小さくてもキラリ光る交流のまち あんど」をテー
マに、障害のある人もない人も、参加したひとりひ
とりが作りあげる文化芸術祭を開催しました。
町内外から出品いただいた絵画や写真等の作品展
示の他、
「灯芯ひき技術」や平成29年3月に新たに指
定された「阿弥陀十一尊来迎図」などの4件の町指定
文化財を紹介するパネル展を行いました。
『あんど
“ ほっと ” ステージ2017』では、合計14団体がステー
ジ発表を行い、発表の最後には小・中学生を含めた
合計67名の合同ステージによる演奏で童謡「ふるさ
と」を合唱し、華々しくフィナーレを飾りました。ま
た、
『文化講演会』では、安堵町の偉人・今村荒男氏を
称えて、BCG 予防接種・健康寿命などの予防医学を
テーマとした講演会、障害のある人もない人も一緒
に踊る車椅子ダンスショーの2部構成で行い、大盛
況のうちに幕をとじました。
同時開催した『安堵偉人展』では、安堵町出身の2
人の偉人「今村荒男氏・富本憲吉氏」を取り上げ、多
くの功績を残した2人にまつわる書籍、作品、書簡な
どを紹介しました。

文化芸術祭を通じて、障害の有無に関わらず多く
の人が交流し、安堵町の文化に触れる貴重な機会と
なりました。
【プログラム】
◇11月3日（金・祝）～5日
（日）
作品展示、指定文化財パネル展
◇11月3日（金・祝）
あんど“ほっと”ステージ2017、陶芸体験教室、喫茶室
◇11月4日（土）本のリサイクル市
◇11月5日（日）文化講演会
オープニング オカリナ演奏 演奏者：飯田美和さん
第1部 講演会「『人生60年』から『人生90年』の長寿
社会へ～安堵の偉人・今村荒男先生の功績を称えて～」
講師：奈良県総合医療センター 総長 上田裕一先生
第2部 車いすダンスショー
演者：ジェネシス・オブ・エンターテイメント
◇9月24日（日）～11月5日（日）
『 安堵偉人展』荒男
と憲吉～時代を拓いた郷土の盟友～
【 主催 】
文化庁、奈良県、第32回国民文化祭奈良県実行委員会、第17回全国障害
者芸術・文化祭実行委員会、安堵町、第32回国民文化祭安堵町実行委員会

分野別フェスティバル

広陵町（こうりょうちょう）
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広陵町みんなの文化フェスティバル
～文化を体験！実感！感動！の 3 日間～

開 催 日：2017年11月3日
（金・祝）～5日（日）
開催場所：中央公民館、
中央体育館

音
楽
舞
踊
美 術
生活文化

● 実施状況

文
芸
伝統文化

【 プログラム】
11月3日（金・祝）
総合開会式
11月4日（土）
・5日（日）
伝統文化ワークショップ及びジュニア古代体験
11月4日（土）
文化歴史ゼミナール（竹田 恒泰）
11月5日（日）
伝統文化ワークショップ講演会（百々 俊二）

歴史文化
文化一般

「広陵町みんなの文化フェスティバル」
では、“ 文化を体
験！実感！感動！の 3 日間 ” をサブテーマとして、来場者の
皆様にさまざまな文化活動に触れていただきました。
「伝統文化ワークショップ
（参加型体験教室）
」では、
尺八や和太鼓等の伝統文化だけでなく、現代で取り
入れられたフラダンスやヨガ、子供から大人まで楽し
めるトランプゲームのコントラクトブリッジといったも
のまで幅広い文化を体験していただくことができまし
た。
「ジュニア古代体験」では、小・中学生を対象に
古代衣装の着用や広陵町で出土した直弧文鏡の鋳造
など、楽しみながら歴史に触れることで古代の魅力を
学んでいただきました。体験コーナーを巡っていただ
くためにスタンプラリーを実施したこともあり、1,000
名を超える皆様に楽しんでいただくことができました。
期間中に開催した講演会にも多くの皆様にご参加
いただくことができました。「文化歴史ゼミナール」
では、竹田恒泰氏に「ふるさとで学ぶ古事記～竹取
物語」をテーマに古事記と竹取物語のつながりや奈
良の歴史について講演していただきました。「伝統
文化ワークショップ講演会」では、百々俊二氏に

「心を動かす写真の世界」として撮影技術だけでな
く、写真と広陵町の魅力について講演していただき
ました。竹取物語や写真という親しみのあるテーマ
であったこともあり、皆様には興味を持ってお聞き
いただけたと思います。
会場では、飲食物等のブースや地域の福祉施設に
ご協力いただいた授産品販売コーナーも設置し、会
場を盛り上げていただくことができました。

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第32回国民文化祭奈良県
実行委員会、第17回全国障害者芸術・文化祭実行委員会、広陵
町、広陵町教育委員会、第32回国民文化祭広陵町実行委員会
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分野別フェスティバル

川上村（かわかみむら）

75

吉野川源流の名瀑

～明神滝にいのちの源流を訪ねるガイドツアー～
開 催 日：2017年11月5日
（日）
開催場所：川上村三之公

音
楽
舞 踊
美 術
生活文化
● 実施状況

文 芸
伝統文化
歴史文化
文化一般
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大和平野や和歌山平野の水の源、吉野川（紀の川）
源流にあたる川上村では、平成 8 年に川上宣言を
発し「水源地の村づくり」を推進しており、エコツ
アーを定期的に開催するなど、源流の森を学習でき
る機会を設けています。
本ツアーでは、平成 28 年に日本遺産「森に育ま
れ、森を育んだ人々の暮らしとこころ～美林連なる
造林発祥の地 吉野 ～」に登録された吉野川源流部
の明神滝まで、約 1.5㎞の登山道をハイキングしな
がら自然を観察しました。日本遺産構成要素の中か
ら「吉野の天然林と人工林」
、「吉野川源流 - 水源地
の森」、「山の神の信仰」、「三之公川トガサワラ原始
林」の観察に加え、近傍の八幡平など後南朝の史跡
もあわせて見学しました。
川上村で定期的に実施しているエコツアーのガイ
ドと、川上村の昆虫に詳しい古山暁氏をゲスト講師
に迎え、普段あまり気にすることのない人と自然の
つながりを、生物多様性というキーワードで身近な
問題としてわかりやすく解説しました。時に参加者
と対話しながら、「森を守る」とはどういうことな

のかを一緒に考えました。参加者からは多くの質問
もあり、興味を持って取り組んで頂けました。また、
終始和気あいあいと楽しく進めることができ、初め
て会うグループ間での交流も深めて頂きました。
目的地の明神滝は紅葉のピークを迎え、素晴らし
い姿を見せてくれました。
【 プログラム】
9:30 集合・受付・出発式
9:40 森と水の源流館出発（バス）
11:00 山の神祠（三之公林道終点）着・山の神参拝
（日本遺産構成要素の体験）
11:00 山の神祠発・ガイドツアー（生物多様性を学習）
13:00
13:30
15:00
16:30

明神の滝着・昼食（各自）
明神の滝発
山の神祠着・発
源流館着・閉会式／終了

【 主催 】
文化庁、奈良県、奈良県教育委員会、第 32 回国民文化祭
奈良県実行委員会、川上村、川上村教育委員会、第 32 回
国民文化祭川上村実行委員会

広陵町（こうりょうちょう）

48

広陵町太鼓の響演 ～心に響け！ 和太鼓 夢のコラボレーション～

開 催 日：2017年9月16日（土）

※荒天の影響で開催中止となりました

開催場所：広陵町竹取公園

（予定していた事業内容）
本イベントは、
「心に響け！ 和太鼓 夢のコラボ
レーション」をサブテーマとして開催します。広陵町
を代表するイベントである「広陵かぐや姫まつり」の
特設ステージにおいて、広陵町から世界に日本文化を
発信する「舞太鼓あすか組」と、そのあすか組に師事し、
町内外に幅広いファンを持つ「広陵金明太鼓」の、言
わば師弟競演を広陵町で行うことにより、広陵町の太
鼓文化を発信します。舞台転換の時間を利用して、来
場者にも太鼓に触れて体験して頂き、伝統文化を身近
に感じてもらう機会も設けます。例年実施している「広
陵かぐや姫まつり」も同時開催し、イベントを盛り上 【 出 演 団 体】
げます。
1．広陵金明太鼓
2．太鼓体験（舞台転換時に実施）
3．舞太鼓あすか組

五條市（ごじょうし）

59

南朝・天誅組ゆかりの地 歴史とロマンが薫る文化の宴

開 催 日：2017年10月22日（日）

※荒天の影響で開催中止となりました

開催場所：賀名生の里歴史民俗資料館
（予定していた事業内容）
本イベントは、
「歴史と琴と茶の湯の調和」
をサブテー
マとして開催します。堀家住宅（重要文化財）や（伝）
北畠親房公墓、
華蔵院跡（けぞういんあと）などの南朝・
天誅組ゆかりの地で、史跡が多数残されている五條市
賀名生の里を舞台に天誅組の落語の披露や、歴史文化
の拠点施設である賀名生の里歴史民俗資料館を活用し
た歴史パネル展、琴演奏及びお茶席を開催します。
五條市出身の落語家である桂雀太さんを招き、歴史
等にまつわる落語を行っていただくとともに、駐車場
スペースを活用した五條市特産の柿の販売等の「にぎ
わい」も実施します。南朝・天誅組ゆかりの地である
各会場を巡るスタンプラリーも開催します。
【 スケジュール】
①賀名生の里歴史民俗資料館
・箏、尺八演奏 ・お茶席 ・柿渋染めを使った工作体験

②北畠親房公墓
・天誅組に関するパネル展示
③堀家住宅 賀名生皇居跡
・国指定有形重要文化財である堀家住宅の見学
④賀名生体育館
・落語会

137

上北山村（かみきたやまむら）

60

世界遺産「大峯奥駈道」の文化と歴史を探る

開 催 日：2017年10月22日（日）
開催場所：
「大峯奥駈道」笙ノ窟

※荒天の影響で開催中止となりました

講演会：上北山村旧小学校体育館

（予定していた事業内容）
大峯奥駈道は、霊場「吉野・大峯」と「熊野三山」を南
北に結ぶ修験者の修行の道で、吉野山から熊野本宮大社
まで約 80km の道のりがあり、その中でも上北山村地内
約 20km の間の大峯奥駈道は、
標高 1,500m～2,000m
級の高地となり大峰山脈の中で最も険しい参詣道です。
峯中最も厳しい修行が行われたといわれる雪中参籠
の行場「笙ノ窟」の発掘調査を行った橿原考古学研究所
所長 菅谷文則氏が1300 年に及ぶ修験者の文化、歴史
について語ります。
【 スケジュール】
10：00 和佐又山ヒュッテ発 橿原考古学研究所所長
菅谷文則氏と笙ノ窟まで登ります。
11：15 笙ノ窟着 菅谷文則氏が笙の窟での発掘調査
や文化、歴史について説明します。
13：45 和佐又山ヒュッテ着

14：00 上北山村旧小学校体育館へ移動
15：00 菅谷文則氏が「大峯奥駈道」1300 年に及ぶ
修験道の文化・歴史について講演します。
17：00 講演会終了
17：10 道の駅吉野路上北山着 上北山温泉入浴
18：00 道の駅吉野路上北山発

下北山村（しもきたやまむら）

62

日本遺産「前鬼の集落と役行者」

開 催 日：2017年10月29日（日）

※荒天の影響で開催中止となりました

開催場所：下北山村スポーツ公園・前鬼小仲坊・明神池
（予定していた事業内容）
本村で開催するイベントは、
「前鬼の里・役行者ゆ
かりの地の散策」をサブテーマに実施します。日本の
滝 100 選に選ばれ、今なお原始の趣を残す「前鬼不
動七重の滝」の見学、1300 年前に役行者が修験道と
して開拓し、世界遺産に登録されている大峰奥駈道の
中心に位置する修験の拠点である前鬼山「小仲坊」第
61 代目当主の五鬼助義之氏のお話、奈良県指定天然
記念物の「トチノキ巨樹群」の散策、役行者が開いた
とされる池神社の参拝を予定しています。また、お帰
りには下北山温泉「きなりの湯」のご入浴もお楽しみ
いただきます。
【 スケジュール】
8：00 スポーツ公園発
8：30 前鬼不動七重の滝遠望
9：00 「小仲坊」第61代目当主のお話
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10：00 「トチノキ巨樹群」散策
12：40 池神社、明神池散策
14：30 温泉入浴（希望者）、解散

