
障害者手帳をお持ちの人と介助者、65歳以上の人、外国人観光
客などは入館無料になる場合がありますので、ＨＰなどで確認、
または各施設へお問い合わせください。各施設の入館は閉館30
分前まで（なら歴史芸術文化村を除く）。料金の（　）は、20人以
上の団体料金。
各施設の休館日が祝日または休日にあたるときは開館し、その次の平日が
休館日となります。

☎0743‐53‐3171 60743‐53‐3173 
29時～17時（古民家園は16時まで） 5月曜
8www.pref.nara.jp/1508.htm

民俗博物館 1大和郡山市矢田町545

一般 2００(150)円　
大学生など 150(100)円
※高校生以下・65歳以上は無料
大正から昭和初期の生活用具や農業・林業の道具を
分かりやすく展示しています。
●スポット展「戦時下のくらし」
８/２(火)～28(日)
■古民家活用イベント 
申込不要・無料

●ＦＭヤマト公開生放送
毎週木曜14時～
●青丹雅楽会の雅楽演奏公開練習
８/２０(土)13時～

Ｒ５3/31（金）

開催中 〈常設展〉
「農村の四季」「川と人のかかわり」
「地域のものづくり」「昔のくらし」

▼

奈良県の推計人口（令和4年6月1日現在）

男性 ： 615,675人
女性 ： 692,766人

総数1,308,441人
（対前月-396人）

問い合わせにFAX番号の記載がない場合は
県広報広聴課 60742‐22‐6904で取り次ぎます。

☎0742‐23‐8921 60742‐22‐8003　29時～17時　
5月曜　8www.pref.nara.jp/1717.htm

文化会館 1奈良市登大路町6‐2

■第４9回 奈良県ジュニア美術展覧会
9/18(日)～25(日)（20日を除く)
県内の青少年の美術活
動の充実と振興を図る
ため毎年開催していま
す。また、今回は3年ぶ
りに美術教室および表
彰式を開催します。
●美術教室 9/18(日)10時～（各部門順次）
●表彰式 9/25(日)13時30分～
[募集作品]日本画、洋画、彫刻、工芸、デザイン、書芸、

写真の7部門の作品。
[出品資格]中学生以上19歳以下の県内在住、在学

または在勤者（令和４年４月１日時点）
[申込]8/2(火)～9/6(火)（当館HPより申込）
[搬入受付]9/9(金)13時～19時
[出品手数料]無料（出品に係る費用を除く。）

古民家活用イベント
「青丹雅楽会の雅楽演奏公開練習」

「いまなら。キャンペーン2022プラス」では、県内宿泊施設への宿
泊や周遊日帰り旅行を行う場合に料金の50％（交通付宿泊旅行
商品は上限8,000円、左記以外は5,000円まで）を割引します。
また、宿泊利用者には県内の土産物店などで利用可能な
「いまなら。地域クーポン」を配布します。詳しくは下記へ。
【利用方法】
①宿泊施設への申し込み(コロナ対策認証済みの県内宿泊施設）
②旅行会社窓口で割引価格の旅行商品を購入
③インターネットサイト(じゃらんｎｅｔ・楽天トラベル)でネット
クーポンを取得

4いまなら。キャンペーン2022プラス 事務局　　
☎0742‐85‐1234（平日9時30分～17時30分）

8www.nara-campaign.com

県内宿泊等促進キャンペーン
「いまなら。キャンペーン2022プラス」

第３１回
暴力団・銃器追放奈良県民大会
2８月３０日（火）１３時～１６時
1田原本青垣生涯学習センター（田原本町）
大会では、県警音楽隊によるウェルカムコンサートや暴力団追
放運動などに貢献された個人・団体の表彰などを行います。ま
た、ノンフィクション作家の廣末登さんを招き、「暴力団離脱者
の実態と社会復帰における課題」と題して講演いただきます。
定員50人（先着）。
3下記HPから。8/10締切。
4（公財）奈良県暴力団追放県民センター
☎0742‐27‐0102

8www.naraboutui.jp

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したひとり親
家庭を対象とした「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯
生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」の申請受付が始まっ
ています。公的年金などを受給されている方や、感染症の影
響で、令和2年2月以降の収入が大きく減少したひとり親世帯
（配偶者が障害の状態にある方を含む）の方は、申請すれば給
付金の対象となる可能性があります。給付金の対象や支給額
など詳しくは下記HPへ。
3お住まいの市町村担当課へ。
4お住まいの市町村担当課または県奈良っ子はぐくみ課
☎0742‐27‐8606

8www.pref.nara.jp/1648.htm

低所得のひとり親世帯に
対する特別給付金の申請受付中

印のある問い合わせ先の所在地は、
奈良県庁 〒630‐8501 奈良市登大路町30番地です。

　　

県の文化施設 イベント情報

22県民だより奈良 2022年8月号　【インフォなら／県の文化施設 イベント情報】

特
集

県
民
ニ
ュ
ー
ス

奈
良
を
知
ろ
う

暮
ら
し
に
役
立
つ

お
知
ら
せ



各日10時～15時30分
要申込(ハガキまたはFAX)・
定員各日15人・無料
申込締切 8/19(金)必着
※弁当・水筒・筆記用具 持参
■2018年度～2021年度発掘調査速報展
「大和を掘る37」
（前期）開催中～8/7(日)
（後期）8/11(祝)～9/11(日)
一般 400(350)円
大･高生 300(250)円
中･小生 200(150)円
●土曜講座
8/20(土)13時～（開場12時～）
申込不要・無料

　［会場］橿原考古学研究所講堂
「曽我遺跡」「纒向遺跡」
「岡口水落・岸明遺跡」
「藤原京左京北一条六・七坊、北二条七坊」

第２回企画展 文化財研究中！

■ミンダナオ子ども図書館に子ども服を届けます
9/23（祝）・24（土）10時～16時
「ミンダナオ子ども図書館」（フィリピン）は紛争などで
避難生活を続ける子どもの暮らしの場です。子どもた
ちに、着られなくなった子ども服をご提供ください。
【ご提供いただきたい子ども服（2歳～中学生の夏服限定）】
Tシャツ、半ズボン、長ズボン（ジーンズ除く）、スカート、
ブラウスなど
4MCLジャパン
☎090‐4277‐7373（密本）

県立図書情報館 1奈良市大安寺西1‐1000
☎0742‐34‐2111 60742‐34‐2777 29時～20時
5月曜・8/31(水) 8www.library.pref.nara.jp

☎0743‐86‐4420 60743‐86‐4429　29時～17時
5月曜　8www3.pref.nara.jp/bunkamura

なら歴史芸術文化村 1天理市杣之内町437‐3

■文化財研究中！
－なら歴史芸術文化村×連携４大学－
　開催中～9/19(祝)
　申込不要・無料
　［会場］文化財修復・展示棟
■仏像講座「十一面観音菩薩」
光背３Dレプリカ拓本ワークショップ
　8/11(祝)①10時～11時30分
　　　　　②13時～14時30分　
　要申込・定員各回15人・無料
　［会場］芸術文化体験棟
■手話パフォーマンス演劇「空の旅団」
　身体表現ワークショップ
8/20(土)・21(日)・27(土)14時～16時（受付13時30分～）
要申込・定員30人・1,000円

　［会場］芸術文化体験棟
■奈良ゆかりのアーティスト交流プログラムvol.2
　奥田エイメイ＆浮遊ファクトリー
　8/9(火)～28（日） 
　申込不要・無料
　［会場］芸術文化体験棟

☎0744‐24‐1185  60744‐24‐1355　29時～17時
5月曜　8www.kashikoken.jp/museum/top.html

橿原考古学研究所附属博物館1橿原市畝傍町50‐2

厚紙を重ねて古墳をつくります！
デコレーションしてすてきな古墳にして下さい

こども考古学講座
「重ねて立体！厚紙でオリジナルミニ古墳
をつくろう」(対象：小学４～６年生)28（日）

8/27（土）
●

☎0742‐23‐3968　60742‐22‐7032　29時～17時
5月曜　8www.pref.nara.jp/11842.htm

県立美術館 1奈良市登大路町10‐６

一般 ４００(300)円  大･高生 250(200)円
中･小生 150(100)円
「美術」ってナニ？、「美術」以前と
「美術」以後をテーマに、名品を
紹介します。
●美術講座 8/7（日） 申込不要・要観覧券
●講演会 8/28（日） 申込不要・要観覧券
●学芸員によるギャラリー・トーク 8/20（土）
※7/30(土)～8/7(日)は県内在住または在学の
　小･中学生の観覧料が無料になります。

８/２８（日）

開催中
▼

〈企画展〉美術・解体新書
奈良県立美術館所蔵名品展 《夏》 

一般 1,200(960)円　大・高生 500(400)円　
中・小生 300(240)円
瀬戸内の風景を描いた素描や平成
の洛中洛外図など1990年代以降
に制作された平山郁夫の作品を紹
介します。
■にぎわいフェスタ万葉 夏
開催中～8/28(日)
■万葉集をよむ「石上乙麻呂の配流」（巻6・1019～1023番歌）
9/21(水)14時～15時30分
要申込・定員120人(抽選)・無料
［講師］阪口由佳(当館主任研究員）

☎0744‐54‐1850 60744‐54‐1852　
210時～17時30分　5月曜・8/2（火）～5（金）
8www.manyo.jp  

万葉文化館 1明日香村飛鳥10

特別展
平山郁夫展
－その旅路を辿る－9/25（日）

8/6（土）
▼

上村松園《春宵》
昭和11年（1936）当館蔵

土橋遺跡(小槻遺跡)
古墳周濠出土須恵器(東から)

平山郁夫《平成の洛中洛外(右隻)》2003年
平山郁夫シルクロード美術館蔵

は い るま  ろ  いそのかみ の おと 

掲載内容は7月7日時点のものです。今般の感染症の流行とそれに伴う社会情勢などを受け、開催が中止・延期・変更となる場合があります。
イベントなどに参加される場合には、マスクの着用など「うつらない・うつさない」対策の徹底をお願いします。
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