
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。

発行所／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
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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

体験イベント

ショップ情報

レストラン情報

　蓮は仏教では清浄な花とされ、毎年お寺に相応しい花として南都
の夏を彩ります。奈良市西ノ京エリアのお寺「西大寺」「喜光寺」「唐
招提寺」「薬師寺」は蓮の花が美しいことで知られる名刹で、この四
ケ寺を繋ぐ道を「ロータスロード」と呼んでいます。蓮の花が境内に
咲きほこる時期に、このロータスロードをめぐっていただき、四ケ寺
へ出かけてみてはいかがでしょうか。

展示  5月20日金～5月29日日

※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になれない場合があります。ご了承願います。

※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。

奈良・西ノ京ロータスロード
～蓮と歴史を楽しむ旅～ 展示は2階

イベントルームA

で開催！

▲西大寺 喜光寺▲

▲唐招提寺 薬師寺▲

物販
イベント ●旨み。「大和茶」の魅力。 5月27日（金）～5月28日（土）

●「ひよしゆうびん」～東吉野村の特産品をお届け！～
　 5月29日（日）～6月5日（日）
　東吉野村は奈良県南東部に位置する緑いっぱいの村です。
本村の約96％を山林が占め、杉・桧の良材の生産地として知
られる他、水が綺麗で、村内にある大小様々な滝はマイナスイ
オンに包まれています。
　村では、平成24年度から柚子を推奨しており、収穫されたひ
よしゆずを使ったお菓子や調味料、また村で栽培されたよも
ぎやお茶を使った加工品が多数販売されています。
　豊かな自然に育まれた水や材料で作られたこだわりの特産
品を集めました。

　古楽面・中坊竜堂氏出展の奈良の面を5月1日（日）から5月12日
（木）にかけて展示します。古寺に現存する伎楽面・舞楽面や仏像、
室町時代に完成された能や
狂言面をもとに、観賞用に作
られた奈良の面です。
　また、展示しています面は
販売もしていますので、この
機会にぜひお立ち寄りくださ
い。

　TOKi 5月のメニューでは、橿原産のアスパラガスを使って、万葉
集の有名な歌『春すぎて夏来にけらし白妙の　衣ほすてふ天の香具
山』をイメージしたお料理や奈良の緑茶を使った『新緑のティラミ
ス』が登場します。
　新橋『TOKi』に居ながら、料理のコースを通して新緑の爽やかな

奈良の季節を感じて頂けます。
バルエリアでは単品の料理メ
ニューと一緒にワインや奈良
の日本酒もご用意。
　ダイニングではコースでゆっ
くりと、バルエリアでは単品で
気軽に楽しく。シーンに合わ
せてお食事をお楽しみくださ
い。

　奈良県は知る人ぞ知るお茶の産地。
　奈良県で生産される「大和茶」は、806年に弘法大師（空海）が唐から
持ち帰った茶の種子を宇陀市の佛隆寺に植えたことがその発祥といわれ
ています。昼夜の寒暖差が大きく、霧が発生することが多いといった、恵
まれた自然条件のもとで、旨みのある良質なお茶が生産されています。
　本イベントでは、お茶を飲んで茶の種類を当てる「闘茶会」や、日本茶
インストラクターから美味しいお茶の淹れ方を学び、実際に淹れて楽しむ
「お茶会」を体験できるイベントを実施します。
　1階ショップでは「大和茶」を販売いたしますので、ぜひ奈良まほろば館にお越しいただき、「大和茶」を
体験してみてください。

　四季折々の魅力ある奈良公園を題材にし
たワークショップを開催。「おうちでも素敵な
奈良時間を楽しむ」をコンセプトに、奈良ま
ほろば館で作る小さな奈良公園をお楽しみく
ださい。

参加費：1,000円
お問合せ先：春の体験フェア運営事務局
【古都音㈱】TEL：090-8930-2939

●おうちで奈良公園
　～四季のスノードームor
　テラリウムワークショップ～
5月14日（土） 16時～、17時～、18時～
5月15日（日） 13時～、14時～、15時～、16時～

各回／定員15名



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

観光案内　TEL:03-5568-7081
【OPEN】平日（月曜～金曜）12:00～17:30　土日祝：12：00～18：00

■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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2022年5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

5月3日
（火）

11:00～
12:30

（第1部）
『称徳天皇と百万塔陀羅尼』
～現存する世界最古の印刷
物の謎～

　称徳天皇は仏教に深く帰依し、道鏡をパートナーとして仏教理
念に基づく理想国家の建設に邁進されました。天皇の国家安泰を
願う思いは、残された“陀羅尼経”に見ることができます。奈良時
代の最後を飾る女性天皇の功業を語り、奈良が世界に誇る世界的
文化遺産「現存する世界最古の印刷物・百万塔陀羅尼」の謎を解明
します。 奈良まほろばソムリエの会

会員　徳南　毅一 氏
各部50 500

奈良
まほろば館

14:00～
15:30

（第2部）
『遣唐留学生物語』～乾坤一
擲　海の藻屑（もくず）か栄
光への航路か～

　奈良時代、日本は遣唐使船で留学生を派遣し、中国の文化・文明
を取り入れました。留学生に選ばれたのは国家有為の人材で、彼
らは命がけで海を渡り長期間唐で学びました。無事に帰国し唐の
文化を伝え、文明開化の旗手になった人がいる一方で、空しく異国
の土になった人も多くいます。遣唐使船の概要と遣唐留学生の明
暗をお話しします。

5月7日
（土）

13：30～
17：00

万葉古代学東京講座

　奈良県立万葉文化館は、万葉のふるさと・奈良県明日香村にあ
る『万葉集』を中心とした古代文化に関する総合文化拠点です。当
館では、万葉古代学の研究成果をわかりやすく紹介する「万葉古代
学東京講座」を平成19年より毎年開催しています。令和4年度は壬
申の乱1350年の節目の年にあたるため、「壬申の乱」をテーマに、
下記のとおり開催いたします。みなさまのご応募を心よりお待ち
しております。

奈良県立万葉文化館
企画・研究係長  井上さやか 氏
主任研究員　 竹内　　亮 氏
主任研究員　 阪口　由佳 氏

50 無料

5月12日
（木）

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、写仏をお選びいただけます。
※道具はお貸しいたします。

薬師寺 録事
村上　定運 師

18 3,000

5月13日
（金）

18:00～
19:30

聖林寺特別法話・写経体験
講座「天平の美仏　聖林寺
十一面観音の祈り」

　倉本ご住職に、「国宝・十一面観音立像」の魅力など、お子様にも

わかりやすく心が安らぐお話をしていただきます。ご法話の後、不

安や閉塞感を感じることが多い今、疫病退散や健康、安寧を願い

写経体験をしていただきます。参加者には奈良まほろば館のオリ

ジナルグッズを特別にプレゼントします。親子でのご参加も大歓

迎です。

聖林寺　住職
倉本　明佳 師

各部30 3,000

春の体験フェア
運営事務局

【古都音㈱】

TEL：090-
8930-2939

5月14日
（土）

11:00～
12:30

14：00～
15：30

5月15日
（日）

11:00～
12:30

5月27日
（金）～
5月28日
（土）

14:00～
16:00

「大和茶」の旨み体験

　弘法大師が唐から種子を持ち帰り、それを植えたことから広
まったとされる「大和茶」。
　栽培方法や製造方法が異なる数種類の大和茶を飲んで、その種
類を当てる「闘茶会」を体験していただけます。さらに、日本茶イン
ストラクターから美味しいお茶の淹れ方を学んでいただいた後に
は、実際に自分で淹れて楽しむ「お茶会」で大和茶の魅力をたっぷ
り楽しんでいただけます！ 

奈良まほろば館　主査
辰巳　直子

各部20 無料

奈良
まほろば館

5月29日
（日）

14:00～
16:00

唐招提寺蓮物語

　唐招提寺では、鑑真和上ご招来と伝わる蓮を 3 種類、今も大切
に育てています。仏教的な思想を伝えるだけでなく、医薬品の原料
でもあったと 私は考えています。戦後、和上と蓮の関りを起点とし
て、大賀一郎博士一門から多種多様な蓮を奉納して頂き、現在は約 
50 種類の蓮を育てています。今回は、蓮の品種に纏わる物語を紹
介いたします。 

唐招提寺 執事長
石田　太一 氏

36 無料

1．受付・開場は開始30分前から行います。受付前の講座室周辺での待機等はお控え下さい。
2．受講の際には、咳エチケットを守り、手洗い・指の消毒、マスクの着用をお願いいたします。
3．健康状態に不安のある方（発熱、咳、鼻汁、味覚・嗅覚障害等の症状に該当される方）は来館を控えて下さい。
4．過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への渡航歴がある方は来館を控えて下さい。
5．感染拡大防止のため、講師のマスク着用や職員による道具の消毒、講座室の換気等を行います。

奈良まほろば館より
講演を受講される方へのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
右記のことについてお願いします。

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、「Event」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。※申込後にキャンセルされる場合は申し込みサイトよりお手続きください。

●ホームページ
申込み方法


