
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

物販イベント

　奈良県のほぼ中心に位置する大淀町
は、吉野エリアの玄関口であり、本町で
生産されている「お茶」は『扶桑略記』
という史料によれば、平安時代（898
年）、宇多上皇が菅原道真とともに吉
野へ来た際に、本町にある現光寺（現
在は世尊寺）で茶をもてなしたと記録
されています。

今なおこの自然豊かな地で作り続けられているお茶の香りと、自分で手
揉みをしてみるお茶づくりを愉しんでいただきます。

　雨の降る日が多いこの時期。TOKi
でも、しっとりとした料理と爽やかな
料理が入り混じる季節です。7月の初
頭にはスモモやビワ、中旬には無花
果が出始めます。そして同じ時期に
は奈良の美味しい桃の季節が始まり
ます。桃をベースに作るポテトの冷製

スープは甘く爽やかな味わい。バルエリアでは夏らしく、奈良産の唐
辛子のプランチャも登場。
　日本酒では各酒蔵の『夏酒』が出回り、一気に初夏の雰囲気に。豊
富な食材の出荷が日々待ち遠しく、目にも口にも楽しいこの季節の
お料理をバルエリアでは気軽に単品で、ダイニングではコース料理を
ゆっくりじっくりとお楽しみください。

　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。今回
は、これまでに登録さ
れた景観資産のうち、
観光地周辺の景観資産
を紹介します。観光地
とともに楽しめる奈良
の景観を堪能していた
だけたらと思います。

ショップ情報

レストラン情報

　平城宮跡歴史公園は、3月に第一次
大極殿院の正門である「大極門」が完
成したほか、2022年は平城宮跡史跡指
定100周年を迎えるメモリアルイヤーで
す。平城宮跡の「今」を伝え、奈良・平城
宮跡への旅へと誘うイベントを開催しま
す。
●展示「大極門の紹介パネル展」
7月8日（金）～7月14日（木）
※体験イベント・講座については裏面を
ご覧ください。

※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。

※体験イベントついては裏面をご覧ください。

今伝えたい、平城宮跡
～講座＆ワークショップ～

●「伝えたい 奈良のこだわり」
　～今年の夏は、奈良のビールで乾杯！～
　　7月15日（金）～8月11日（木・祝）
　東京でまだあまり知られていない逸
品を求めて、バイヤーが奈良県内各地を
探し求めてくまなく回り、ついに秀逸の
ものに巡り会えました。
　奈良漬、清酒、古代ひしおなど、古くか
ら発酵文化が息づく奈良。なかでも、新
たな発酵文化として広がりを見せている
のがクラフトビール。ビール愛好家からも注目される新進気鋭の醸造家
たちが奈良の地で醸した、こだわりのクラフトビールをご紹介します。

　奈良県出身の俳優、加藤雅也さんの写真展を
7月2日（土）から7月31日（日）にかけて開催しま
す。四寺巡礼（長谷寺・室生寺・岡寺・安倍文殊
院）の第二弾として今回は岡寺で撮りおろした写
真が並びます。
　また、展示しています写真は販売もしておりま
すので、この機会にぜひお立ち寄りください。
7月2日にはご本人もご来店予定です！

展示  7月22日金～7月28日木

展示は2階
イベントル

ームA

で開催！

「奈良県景観資産パネル展」
～観光地を巡る奈良の景観資産～

展示は2階
イベントル

ームA

で開催！

●「吉野の煎茶を愉しもう」
　～手揉み茶づくりの体験と試飲会～
　　7月23日（土）～7月24日（日）

展示  7月30日土～8月4日木
物販  7月30日土～8月7日日

「ええやん！御所（ごせ）」
～神々の降る里～

展示は2階
イベントル

ームA

で開催！

　飛鳥時代以前
からの悠久歴史と
豊かな自然に彩ら
れた御所市（ごせ
し）。その名所旧跡
や観光スポットな
どを映像やパネル
で紹介し、また名
産・特産物の販売
などを通じて広く
周知します。
※講座については裏面をご覧ください。



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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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
2次元コード

2022年7月の講演紹介

奈良まほろば館のホームページ（URL:https://nara-mahoroba.pref.nara.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

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

7月8日（金） 18:30～
20:00

元正天皇展連携講座
「美貌の女帝　元正天皇と
めぐる奈良」

　第44代元正天皇の生涯と、主に奈良県内の元正天皇に関する史跡の紹介をし
ます。元正天皇は、奈良時代2番目に即位した天皇。甥の聖武天皇に譲位し、太上
天皇となった後の事績まで含めて、歴史書や社寺の伝承、出土品などからひも解
きます。

ココトソコノ制作室
生駒 あさみ 氏

50 500

平城宮跡歴史
公園 平城宮跡
管理センター

（TEL:0742-
36-8780）

7月12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、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

奈良
まほろば館

7月16日（土）

14：00～
15：30 長龍酒造 新たな取り組み

～クラフトビールと
ブリューパーク～

　お酒の面白さを求めて　～クラフトビール醸造　日本独自のビアスタイル構築へ～
　長龍酒造は2021年よりクラフトビールの醸造を開始。ビールの試飲やこれまで
の活動紹介を通じて、皆様にクラフトビールとの出会いや新たな発見の機会を増や
してもらうとともに、クラフトビールの魅力・美味しさを体感していただきます。
　※クラフトビールの試飲、お土産付

長龍酒造
ヘッドブルワー
樋代 卓也 氏

各部30 1,000
17：00～
18：30

7月17日（日） 11：00～
12：30

創立25周年記念ガイド
「奈良の古社寺巡り」

　奈良・観光ボランティアガイドの会では、創立25周年記念事業として「奈良の古
社寺巡り」を企画しております。ご存知のように奈良には長い歴史を持ち、さまざま
な物語が受け継がれる古社寺がたくさんあり、その歴史やゆかりを10のテーマに
分け、奈良の古社寺で定点ガイド致します。
　今回の講座では10のテーマを簡単に説明し「徳川家康ゆかりの地を巡る」につい
て少し詳細に説明いたします。

なら・観光ボランティア
ガイドの会
吉田 勝紀 氏

50 500

7月17日（日） 13：30～
15：00

ならまちの三裸形像の寺
を巡る

　裸形像は裸形着装像ともいい、仏像を裸又は下着をまとったのみの姿に造り、こ
れに着物をまとわせる形式の像をいいます。裸形像は、生身の仏を現世で実感した
いとの「生身信仰」をもとに、裸または下着姿の像に本物の衣をまとわせるという
着装のリアリティを得ることによって、像が「生身の仏」になる事を願って造像され
たものであるとみられています。
　今回の講座では、ならまちの三裸形像のお寺をご紹介いたします。

なら・観光ボランティア
ガイドの会
吉田 勝紀 氏

50 500

7月30日(土) 15：00～
16：30

「ええやん！御所（ごせ）」
～神々の降る里～

　日本神話で語られる神々が住まいしたとされる高天原の伝承地をはじめ、紀元
前より製鉄、農耕、馬術などの優れた技術を全国に広めていった呪術・霊能力を有
する集団である鴨族によって祀られた葛城の鴨三社、修験道の開祖・役小角（えん
のおづぬ）生誕の地である吉祥草寺、江戸時代初期に整備された町割りや背割り下
水、町家など近世の佇まいが良好に残る御所まちなど歴史ロマンに満ち溢れる御
所の見どころを紹介。

御所市企画政策部長　
三井 秀樹 氏

各日50名 無料

7月31日（日） 11：00～
12：30

7月31日（日） 16：30～
18：00

クラフトビールのペアリン
グで味わう奈良の食
～奈良醸造×アコルドゥ～

（2階TOKiで開催）

　多くのビール愛好家の喉を唸らせている「奈良醸造」の5種類のビールと、奈良の
食材を活かした料理とのペアリングを楽しんでいただきます。料理を手がけるの
は、2022年に発行されたミシュランガイドで2つ星を獲得した奈良の名店「アコル
ドゥ」のオーナーシェフ川島宙氏。
　イベントでは奈良醸造と川島シェフの初コラボで開発した奈良の夏をイメージ
したビールを全国発売前にお披露目！奈良醸造の醸造責任者である浪岡安則氏と
川島宙氏との会話を楽しみながら一日限りの特別な体験をご堪能ください。

アコルドゥ
オーナーシェフ
川島 宙 氏

奈良醸造株式会社
醸造責任者　浪岡 安則 氏

10 5,000

月日（曜） 時間 イベント名 体験イベント内容 講師 定員
（名）

参加費
（円）

問い
合わせ先

7月8日（金) 13:00～
17:00

木簡キーホルダーづくり
体験

　大極門の復原に使用された建築木材を使ったキーホルダーづくり。奈良時代の役
人が使用していた「木簡」の形を模したキーホルダーに、文字や絵を書いて自分だけ
のオリジナルキーホルダーを作るワークショップです。
　平城京から出土した硯や水差しの復元品を使って墨をするところから体験いただ
き、往時の役人気分をお楽しみいただきます。

ココトソコノ制作室
生駒 あさみ 氏

30 300

平城宮跡歴史
公園 平城宮跡
管理センター

（TEL:0742-
36-8780）

7月10日（日）
11：00～
17：00

（入場随時）

吉野本葛
マジカル体験キット体験会

　奈良県の宝物2020－2021　ドリンク・スイーツ部門で準グランプリを受賞した「吉
野本葛　マジカル体験キット」の体験会です。
　奈良県吉野地方の伝統食「吉野葛」。透明感とつるんとした食感が魅力の葛もちを、
自宅で学びながら、葛もち作り体験ができる特別な商品です。
　キットを開発したのは、奈良が誇る葛の老舗　井上天極堂。この体験会ではキットを企
画した同社葛ソムリエの川本あづみ氏と一緒に体験＆試食ができます。（所要約20分）
　※同一会場内にて「ひのきの積み木HUI」「観光VR」体験を無料で実施しております
　　ので、ぜひご来場ください。

株式会社 井上天極堂
川本 あづみ 氏

当日受付 660
奈良

まほろば館

7月18日(月・祝)

13：00
～15：00 「知って！つくって！きたま

ちといろ」～といろランタ
ンづくりワークショップ～

　2021年からはじまった、奈良きたまち（近鉄奈良駅から北側一帯）のイベント「き
たまちといろ」。きたまちがどのような場所で、きたまちといろがどのようなイベン
トかをご説明した後、きたまちといろで実際に展示する「といろランタン」を参加者
の方と作ります。

きたまちといろ実行委員会 各回30 1,000

きたまちとい
ろ実行委員会 

事務局
（TEL：0742-

23-5055）
16：00
～18：00

7月23日(土) 14：00～
16：00 吉野の煎茶

手揉み茶づくり体験

　昔のお茶は、収穫した生葉を焙炉（ほいろ）と呼ばれる道具の上で、4時間から5時間
かけて揉んで作られてきましたが、現在では、その手揉みの技術を機械で再現してい
るため、市場に出回っているお茶は、ほぼ全て機械で揉まれたものです。
　吉野地域に残る手揉み茶技術の体験を通じて、かつて「吉野茶」と呼ばれた自然豊
かなこの地のお茶の香りと、奈良吉野の雰囲気を味わっていただきたいと思います。

大淀町茶業組合　
組合長　上尾 年雄 氏
大淀町役場　建設産業課　
課長補佐　中迫 貴史 氏

各日10名（ご
家 族 で 参 加
さ れる 場 合
は、2名でも1
名としてお申
し込み可能）

2,000
奈良

まほろば館
7月24日(日) 13：00～

15：00


