
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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2022年（令和4年）  12月

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

　500年以上前から林業が営まれ、吉野杉や吉野桧といった良質な木
材を生み出してきた奈良県。そうした奈良県産の木材（＝奈良の木）の
魅力をはじめ、奈良の木に関する様々な情報を集約したポータルサイト
「奈良の木のこと」。本イベントでは、これまで「奈良の木のこと」で紹
介した記事の中から実際に手に取ってみたい商品や体験してみたいこと
等を事前に募集し、リクエストのあった商品の販売や体験イベントを行
います。ネットとリアルをつなぐ、奈良の木の魅力を体感できる貴重な機
会をどうぞお見逃しなく！ 

　橿原商工会議所
では、橿原市に関
わる優れた商品や
サービスを橿原ブ
ランド「万葉×橿
原コレクション」と
して認定していま
す。
　今回は、令和4年
度に新たに認定さ
れた認定品をラインナップに加えて販売を行
います。是非この機会にお気に入りを見つけ
てください！

　奈良の木のフレーバー（香り）を
使った飲み物や食品はあるけれど、
奈良の木そのものを食べてみたい。
そんなリクエストにお応えして、奈
良の木を食用のパウダーに加工し、
それを使用したお菓子の試食会を
開催します。
　使用した木は「吉野杉」と「吉野
桧」の2種類。奈良の木を食べると
いったいどんな味がするのか、杉と
桧で味に違いはあるのか･･･。
　ぜひご自身の舌で確かめてください！
定　員：各日先着100名（無くなり次第終了）
※本イベントは当日随時受付します。混雑時は整理券を配布します。
参加費：無料
問い合わせ先：奈良県　水循環・森林・景観環境部　奈良の木ブランド
課（TEL:0742-27-7470）
※講座情報は裏面をご確認ください。

ショップ情報

レストラン情報

展示・体験イベントは
2階イベント

ルームAで開催！

●「橿原ブランド
　「万葉×橿原コレクション」
　認定品販売会」
　 12月9日（金）～12月11日（日）

TOKiがミシュランガイド東京2023に一つ星として
掲載されました！

　冬、土の香りの素材が恋しくな
る季節。県内で古くから栽培さ
れ、親しまれてきた『宇陀金ごぼ
う』は伝統野菜の一つ、奈良県宇
陀市特産のキク科の根菜です。
栽培される土壌の性質で、掘り出
したごぼうの表面がキラキラと輝く姿から『金ごぼう』と呼ばれ、特
に正月の素材としても愛用されています。12月の料理では、風味豊
かなごぼうにコクのあるカカオと奈良県御所市で育つ倭鴨を合わせ
た料理をご用意しました。生きるものと大地、たくさんのミネラルを
感じる皿で奈良の冬を感じていただきます。
　大和真菜や味間いもなど、寒さを増して美味しくなる素材がたく
さんの冬。奈良の大地の香りを感じるダイナミックな料理が揃う季
節が始まりました。
　色とりどりの料理やデザートと奈良の地酒をバルエリアでは単品
で、ダイニングではコースにてご用意しています。

　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
国内生産の約6割を占める国内最
大の産地です。その靴下づくりの
ノウハウと技術を結集し、靴下づ
くりのプロたちが履き心地にこだ
わり立ち上げたプレミアムブラン
ドが『The Pair』です。
　この『The Pair』の秋冬コレク
ションの販売会を今回開催いたします。
　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。

●「第8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12日（月）～12月18日（日）

体験イベント「奈良の木を食べる」
　　12月3日（土）12：00～18：00
　　12月4日（日）11：00～17：00

　石井陽子写真展「しかしかノエル」
12月1日（木）～12月25日（日）
　鹿写真家として活躍されている石井
陽子氏の写真展を開催します。
●石井陽子氏コメント　トナカイはサ
ンタクロースを乗せてクリスマスの夜
を翔け、奈良には白鹿が神さまを乗せ
て来られたと伝えられています。
　街にトナカイのイルミネーションが
輝くこの季節、しか派は奈良の鹿を愛でましょう。
　　しかしかノエル、メリークリスマス！

(c)石井陽子

展示・物販・体験イベント

●「集まれ！奈良の木ファン！！～
　「奈良の木のこと」リアル体感イベント～」
展示：12月2日（金）～12月11日（日）17：00
物販：12月2日（金）～12月11日（日）

●「まほろばチャレンジリーグ
　第2部　第1回」
　 12月19日（月）～令和5年1月11日（水）
　首都圏のお客様にご
紹介したい奈良の隠れ
た逸品や新商品を販売
するまほろばチャレン
ジリーグ第2部が開催
されます！
　約3週間の販売期間の中で、お客様からご支持
いただけた売り上げ好調な商品は、リーグ終了後
3ヶ月間、奈良まほろば館の定番商品として販売
が継続されます。
　食品や雑貨等バラエティに富んだ商品が店頭に
並ぶ予定です。いずれも、作り手の気持ちのこもっ
た個性豊かな商品です。
　この機会にぜひ奈良まほろば館にお立ちよりい
ただき、お気に入り商品を見つけてください！

祝



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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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9日
（金）

14:00～
16:00

橿原市移住セミナー
～日本最大級の重伝建地区
「今井町＝町家」で暮らす～

　橿原市は奈良県のほぼ中央に位置し、第一代神武天皇をお祀りす
る橿原神宮や、日本最初の都城である藤原京など歴史的資源が豊富
で、大和三山をはじめとする美しい自然景観も楽しむことができる
町です。近鉄とJRの駅が5路線13駅あることから、大阪、京都市内
といった都市部へのアクセスの良さや、充実した医療施設・商業施
設、落ち着いた教育環境など、橿原市の暮らしの魅力をお伝えしま
す。	

橿原市役所　地域振興課
移住コンシェルジュ　榊	啓太	氏

橿原市役所　地域振興課
移住コンシェルジュ　山風呂	真衣	氏

今井まちなみ再生ネットワーク
副理事長　遊佐	敏彦	氏

先輩移住者　砂田	氏（首都圏から移
住・今井町で飲食店経営）

36 無料

奈良
まほろば館

12月10日
（土）

13:30～
15:45

「なら記紀・万葉プロジェ
クト首都圏講座　～壬申
の乱１３５０年から天武・
持統天皇の時代へ～」

　奈良県では、歴史文化資源を多角的に活用し、ストーリー性を重視し
た歴史へのアプローチにより、国内外の多くの方々に歴史を追体験し
てもらうための取組である「なら記紀・万葉プロジェクト」を推進して
います。2022年は壬申の乱1350年の節目の年です。本講座では、橿原
市の文化財保存活用課	松井課長補佐、大淀町の文化振興課	松田主任
技師を講師に、奈良県における壬申の乱の歴史文化資源としての魅力
を皆様にお届けします。
　本講座は、第1部「壬申の乱と吉野～僧形の皇子、蘇我氏の光芒（そ
うぎょうのみこ、そがしのこうぼう）～」、第2部「1350年を経て、今、壬
申の「乱」を考える」の2部構成でお届けします。

第1部
大淀町教育委員会事務局文化振興課
主任技師　松田	度	氏

第2部
橿原市魅力創造部文化財保存活用課
課長補佐　松井	一晃	氏

50 無料

12月11日
（日）

(第1回)
13:30～
14:30

「吉野杉ぐい呑が出来るま
で～京都紫野	桶屋近藤の
お話と製作実演～」

　ポータルサイト「奈良の木のこと」で紹介されているぐい呑（桶屋近
藤「吉野杉ぐい呑」）を作ってみたい。そんなリクエストにお応えして、
ぐい呑の作り手である近藤太一氏をお招きし、普段使っている道具や
仕事場の様子、ぐい呑の材料を製材している吉野貯木を訪れたとき
のエピソードなどのお話や、部材を桶に組み上げる工程や鉋削りなど
の製作実演をしていただきます。参加者の方にぐい呑づくりの工程の
一部を体験していただく時間もありますよ♪	

桶屋近藤
近藤	太一	氏

各回
20

無料

（第2回）
15:30～
16:30

12月12日
(月)

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

12月15日
（木）

13:30～	
15：00

「大立山まつり2023　奈
良ちとせ祝ぐ寿ぐまつり
魅力発信イベント」

　奈良県で開催される「大立山まつり2023　奈良ちとせ祝ぐ寿ぐまつ
り」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モデルでタレント
の渡辺美優紀氏を招き、トークショーを通じて、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
で実施すると共に、多くの方に楽しんでいただくため、後日大立山ま
つり公式HPにて一部映像を公開します。
　詳しくは大立山まつり公式ＨＰをご覧ください。（URL：https://
hoguhogunara.jp/）

海龍王寺　住職　石川	重元	師

奈良県出身　モデル・タレント
渡辺	美優紀	氏

40 無料

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、「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。　※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

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。


