
奈良まほろば館まで

※イベントの詳細は、奈良まほろば館のホームページで随時案内いたします。
※新型コロナウイルス感染症に伴い、内容が変更・中止になることがあります。
※各展示の最終日は閉館時間前に終了することがあります。ご了承願います。
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裏面も
ご覧ください☎03・5568・7081

イベントに関するお問い合わせは、

奈良まほろば館

　1910年に始まった奈良県の靴下産業は、ソックス・タイツなど
の国内生産の6割を占める国内最大の産地です。靴下づくりの
プロが集結し立ち上げたブランド「The 
Pair」。
　The Pairファンに、ご好評を頂いてお
ります「履き心地の良さにこだわった」プ
レミアム靴下・秋冬コレクションのブラン
ド販売会を開催します。
　また、奈良の吉野葛の葛根を和紙に漉
き込んだ糸『葛和紙』で作ったアパレル
商品の販売会も併催し、奈良の良品をお
届けいたします。

※実施時間は限定されている場合があります。なくなり次第終了します。

薬師寺、若草山が眺望できる大池湖畔

　奈良県内のすばらしい景観を眺望できる場所をご紹介します。
奈良県では、平成23年度より良好な景観の眺望場所等を奈良県景
観資産として登録
しています。今回
は、これまでに登
録された 景 観 資
産のうち、京奈和
自転 車道 沿 線 の
景 観 資 産を紹 介
します。自転車に
乗りながら楽しめ
る奈 良の 景 観を
堪能していただけ
たらと思います。

　 202 2 年は寅
年！信貴山の張り
子の寅を始め、寅
年グッズを多数揃
えています。鏡餅
や関西ならではの
丸餅も12月より
販売予定！2022
年お正月準備を
始めましょう！ 

第7回奈良県産繊維製品ブランド販売会
～奈良の新たな魅力をあなたに伝えたい～
12月13日（月）～12月19日（日）

奈良県景観資産パネル展～京奈和
自転車道沿線の景観資産～

年末イベント

展示  12月23日木～2022年1月5日水
展示は2階
イベントルームA

で開催！

※2階イベントルームAでの展示につきましては、同ルームで講演等の他のイベント
を実施している時間帯はご覧いただけない場合があります。ご了承願います。

The Pair ロゴマーク

まほろばチャレンジリーグ 12月6日（月）～1月7日（金）

奈良まほろば館　チャリティー書画展
12月11日（土）～12月12日（日）16：00

12月31日（金）～1月2日（日）までは休館となります。（レストランは1月4日（火）までお休みになります。）休館のお知らせ

　本年も、奈良県肢体不自由児協会と奈
良県肢体不自由児者父母の会連合会の主
催にて、チャリティー書画展を開催いたしま
す。中宮寺門跡様をはじめ、南都六大寺・大
安寺のご高僧の皆様方の絶大なるご芳情を
賜り、障害のある子どもたちのためにご揮
毫いただいた書画を展示販売いたします。
　このチャリティー展の収益は、障害児・者
の育成と活動資金に活用させていただくと
ともに、一部は災害で被災された障害児・

者の方々への義援金にいたします。
　作品は、掛け軸、板絵、パステル画、額、色紙、短冊などです。
　どうぞこの機会に、皆様お誘い合わせのうえご来場下さい。な
お、ご来場に際しては感染防止対策にご協力をお願い申し上げ
ます。

　奈良まほろば館に、「まほろば
チャレンジリーグ」コーナーが新
たに誕生します。　　

　首都圏のお客様にご紹介したい奈良
の隠れた逸品や新商品を、1か月間、この
コーナーで販売します。お客様からご支
持いただけた売行好調な商品は、引き続

き、奈良まほろば館の定番商品として販売
が継続されます。
　今回の“出場者”は7社。食品から雑貨、
工芸品までバラエティに富んだライン
ナップで、どれも作り手の思いが込められ
た商品です。この機会に店頭でご覧いた
だき、お買い求めください。

物販
イベント

TOKi（Restaurant&Bar）のお知らせ
　閉塞成冬の時期となってまいりました。１２月は奈良の
伝統野菜の味間いも、片平あかね、筒井れんこんなどで変
わりゆく季節を感じて頂けるようなメニューを考えており
ます。ぜひお越しください。

寅グッズ



奈良まほろば館
〒105-0004 東京都港区新橋1-8-4 SMBC新橋ビル1階・2階
  　　　　 TEL:03-6263-9656　 【OPEN】11:00～20:00
  　　　　TEL:03-6228-5665
【OPEN】●Restaurant／火曜～土曜12:00～15:30（L.O.13:00）、18:00～22:00
（L.O.19:30）、日曜12:00～15:30（L.O.13:30）
●Bar／火曜～土曜12:00～15:00（L.O.13:30）、17:30～22:30
（L.O.food21:00、drink22:00）、日曜12:00～18:00（L.O.food17:00、
drink17:30）
【CLOSED】月曜日／第2・第4日曜日

イベント・観光案内（奈良県事務所）TEL:03-5568-7081   【OPEN】11:00～19:00

■アクセス方法
●JR新橋駅銀座口より徒歩約3分
●東京メトロ銀座線新橋駅1番出口より徒歩約3分
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博品館

奈良まほろば館

1F　Shop/Cafe&Bar
2F　TOKi（Restaurant&Bar） 奈良まほろば館

ホームページ用
QRコード

奈良まほろば館のホームページ（URL:https://nara-mahoroba.pref.nara.lg.jp）にアクセスいただき、「講座案内」の「申込フォーム」からお申込ください。
※受講券等の発行はいたしません。定員に達し、お断りする場合のみご連絡いたします。　※申込後にキャンセルされる場合は事前にお知らせください。

●ホームページ
申込み方法

2021年12月の講演紹介
月日（曜） 時間 講演名 講演内容 講師 定員

（名）
参加費
（円）

問い
合わせ先

12月5日
（日）

14:00～
15:45

完成間近！平城宮跡第一
次大極殿院南門復原工事
にみる歴史的建造物の復
原における奈良の木の活
用

　来春の完成に向け、現在工事が進められている平城宮跡第一次
大極殿院南門。南門を含め、すべての平城宮跡の復原工事で奈良県
産材（＝奈良の木）が使われています。
　本講演会では、木にフォーカスを当てながら、朱雀門、第一次大
極殿、第一次大極殿院南門と、これまで平城宮跡の復原工事がど
のように進められてきたか、建築当時（奈良時代）の材料、建築様
式や技法を用いて復原することの意義や苦労などについて、設計
と工事の最前線でご活躍されるお二人にお話いただきます。

公益財団法人 文化財建造物
保存技術協会
事業部　参事
春日井 道彦 氏

清水建設株式会社
平城宮跡歴史公園第一次大極
殿院南門復原整備工事作業所
工事長　谷 敏光 氏

30

無料

奈良
まほろば館

100
※オンラ
イン配信

12月5日
（日）

18:30～
20:30

進化する奈良の食を満喫
する特別ディナー
～日本の食文化のルーツを
学ぶミニセミナー付き～

　いにしへの奈良の都は日本の食文化の発祥の地。茶、うどん、清
酒、豆腐……。奈良にルーツを持つ食は数多く、奈良盆地特有の寒
暖の差、そして美しい水と肥沃な大地は、滋味あふれる食材を生
み出しています。そんな奈良の魅力を堪能していただける料理会
を、東京・新橋にある奈良県のアンテナショップ「奈良まほろば館」
のレストラン「TOKi」で開催します。
　腕をふるうのは、「アコルドゥ」の川島宙シェフ。スペイン・バスク
のモダンスパニッシュの名店「ムガリッツ」で経験を重ね、奈良の
自然と風土を感じさせる革新的な料理で注目を集める奇才です。
料理のテーマは「田」。往古から農耕技術を発達させてきた奈良が
現代に受け継ぐ伝統野菜をはじめ倭鴨や三輪素麺など奈良県が
誇る食材を使った独創的な料理をイベント特別料金でお楽しみい
ただけます。
　料理に先立って、奈良まほろばソムリエの会の専務理事で、奈良
の食文化に詳しい鉄田憲男さんによるミニセミナーを開催しま
す。奈良の食の歴史を学んだうえで味わう現代の味。ひと味もふ
た味も違う経験になるはずです。

アコルドゥ　シェフ
川島 宙 氏

奈良まほろばソムリエの会
専務理事　鉄田 憲男 氏

18 6,000

12月7日
（火）

19:00～
21:00 お写経教室

　奈良の法相宗大本山薬師寺から僧侶をお招きしお写経を行い
ます。
　この教室ではお写経を行うだけでなく、僧侶による法話もござ
います。
　完成したお写経は、薬師寺の納経蔵に納められ永代供養されます。
※お写経は般若心経又は父母恩重経をお選びいただけます。

薬師寺　録事
村上 定運 師

18 3,000

12月15日
（水）

13:30～
15:00

「奈良ちとせ祝(ほ)ぐ寿
(ほ)ぐまつり 大立山まつ
り2022」事前告知イベン
ト～外＆内からみた奈良
の魅力～

　奈良県で開催される「奈良ちとせ祝ぐ寿ぐまつり 大立山まつり
2022」の魅力を発信するべく、奈良まほろば館にて事前イベント
を実施！
　ゲストに海龍王寺の石川重元住職と奈良県出身の女優である
太田夢莉氏を招き、トークショーを通じ、奈良の魅力に迫ります。
　イベントは、コロナ対策を徹底したうえで、奈良まほろば館の会
場で実施するとともに多くの方に楽しんでいただくため、オンライ
ンでも同時開催いたします。オンライン配信については、12月1日
公開の大立山まつりHPに詳細を掲載しますので、ご覧ください。

海龍王寺　住職
石川 重元 師

奈良県出身女優
太田 夢莉 氏

40 無料

12月17日
（金）

11:00～
12:30

古地図で歩く奈良～江戸
時代の名所案内図「和州
奈良之絵図」を巡る～

　江戸時代、東大寺の大仏が修復され大仏殿が再建されると、
人々は当時流行していた伊勢参りにあわせて奈良に寄り、大仏を
拝観するようになりました。これが観光都市「奈良」の始まりと
も言われています。
　「和州奈良之絵図」は、絵図屋庄八によって発行された名所
案内図で、観光客用の土産物でした。
　この古地図を見ながら、江戸時代と今の奈良の「同じところ、
変わったところ」を、お薦めのモデルコースでご案内します。

奈良まほろば
ソムリエの会
会員　山﨑 愛子 氏

各回
50

500

14:00～
15:30

12月26日
（日）

14:00～
16:00

NARA TRY SALON
～奈良市への移住・二地
域居住のご案内～

　1300年前には世界中から多くの方が移り住み、多様な文化や
価値観が交流する場所として繁栄した奈良。一方で、現在のコロ
ナ禍で奈良市への移住を具体的に検討される方が急増していま
す。そこで「NARA TRY SALON-奈良渡来茶論-」と題して、
奈良で活躍する若手経営者をゲストにお招きし、奈良での暮ら
し方・働き方について採用情報も含めて情報共有を行います。ま
た「お試し移住支援制度」「移住支援金」等、移住を歓迎する取
り組みについてもご紹介します。

奈良市秘書広報課シティプロ
モーション係長　高松 明弘 氏
合同会社ヴァレイ
代表社員　谷 英希 氏
株式会社JITSUGYO
代表取締役　沢井 啓秀 氏
株式会社リールステージ
代表取締役社長　中山 久雄 氏
株式会社路珈珈
代表取締役　井田 浩司 氏

36

無料100
※オンラ
イン配信


