
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。

一般 800（500）円
大・高生 450（350）円
中・小生 300（250）円
●コーナー展示「壬申の乱と武器」
■第2回研究講座 11/6(日) 
13時～16時30分(開場12時～)
申込不要・無料
[会場]橿原考古学研究所
[講師]鶴見泰寿さん(橿原考古学研究所資料係長)

田島公さん(東京大学史料編纂所教授)
■特別講演会「日本と西洋の古代庭園」 11/23(祝) 
13時30分～16時30分(開場13時～)申込不要・無料
[会場]奈良県社会福祉総合センター
[講師]本中眞さん(奈良文化財研究所所長)

青柳正規さん(橿原考古学研究所所長)

☎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

〈秋季特別展〉
「宮廷苑池の誕生ー飛鳥京跡苑池
から日本庭園へ」12/4（日）

開催中
▼

 伎楽面・迦楼羅
(MIHO MUSEUM蔵)

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。

奈良県の推計人口（令和4年8月1日現在）

男性 ： 000,000人
女性 ： 000,000人

総数0,000,000人
（対前月-000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。

【関西文化の日】で観覧無料
民俗博物館は11/5土・6日

万葉文化館と橿原考古学研究所附属博物館は
11/19土・20日

奈良県の推計人口（令和4年9月1日現在）

男性 ： 614,810人
女性 ： 691,897人

総数1,306,707人
（対前月-1,042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。

オミクロン株対応ワクチンの接種
および子どもへのワクチン
接種の検討をお願いします

▶オミクロン株対応ワクチンによる接種が開始さ
れています。このワクチンは、オミクロン株に対
応して、従来ワクチンを上回る重症化予防や、
感染予防効果、発症予防効果
も期待されています。ぜひ、接
種のご検討をお願いします。

▶第７波では、国内における新型コロナウイルス
感染症の増加に伴い、子どもの患者数が増加
し、それに応じて、重症化するケースが増加し
ました。特に急性脳炎、けいれんなどの神経合
併症の割合が増加しているとの調査結果が出
ています。
▶日本小児科学会は令和４年８月に、小児へのワ
クチン接種は、発症予防や重症化予防などのメ
リットが副反応などのデメリットをさらに大きく
上回ると判断し、小児へのワクチ
ン接種は「意義がある」という表
現から「推奨します」という表現に
変更されました。
▶ご本人のほか保護者の方もご一緒に、国や自
治体からの情報を確認の上、接種のご検討を
お願いします。

▶ワクチンの効果や副反応などの詳細な情報に
ついては、県HPにも掲載しています。ぜひご覧
ください。

4県新型コロナワクチン接種推進室
☎0742‐27‐8309

8www.pref.nara.jp/59669.htm

☎0742‐23‐3968　60742‐22‐7032　29時～17時
5月曜・11/8(火)～25(金) 8www.pref.nara.jp/11842.htm

県立美術館 1奈良市登大路町10‐６

一般  1,200（1,000）円
大・高生 1,000（800）円
中・小生 800（600）円
●学芸員による展示ガイド
　11/5(土) 要当日観覧券

11/6（日）

開催中
▼

〈特別展〉
野田弘志 真理のリアリズム
NODA HIROSHI Absolute Realism

野田弘志
《黒い風景 其の参》

1974年
豊橋市美術博物館蔵

白髪一雄をはじめ戦後前衛絵画の名品を
展示します。リアリズムの次は抽象絵画を
お楽しみください。

１２/25（日）

11/26（土）
▼

〈企画展〉絵画のたのしみ
奈良県立美術館
所蔵名品展《冬》

白髪一雄《作品》1961年
当館蔵
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☎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

■特集展示「奈良県指定の文化財」
開催中～12/11(日)申込不要・無料
[会場]文化財修復・展示棟
■講演会「仏像を修理する」
11/18（金）14時～15時30分
要申込（HP）・定員100人（先着）・無料
申込期間 募集中～11/15（火）
［講師] 山修さん（（公財）美術院常務理事）
［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.3
11/19（土）～30（水）公開制作
12/1（木）～12（月）屋外展示
三橋玄「未完のかたち 天と地」
[会場]芸術文化体験棟（屋外）

☎0742‐27‐2630 60742‐27‐2634 5月曜
8www.i-ra-ka.jp/　

奈良春日野国際フォーラム 1奈良市春日野町101

■新春わかくさ能～能楽の魅力探訪～
（主催：ＮＰＯ法人奈良能）
１/９（祝）１２時３０分開演

（開場１１時３０分～）
[内容]観世流 能「安宅」 山中雅志さん

仕舞 「老松」「東北」「野守」 など
[料金]Ｓ席6,000円

Ａ席4,000円（エリア内自由席）
[発売日・チケット取り扱い]１１/８(火)～
ＮＰＯ法人奈良能事務所　☎0742‐24‐5171
奈良春日野国際フォーラム　☎0742‐27‐2630
オンラインチケット（当館ＨＰから購入できます）
県文化会館 文化情報センター　☎0742‐22‐0200
※詳しくはＮＰＯ法人奈良能事務所にお問い合わせください。

一 般 1,000（800）円
大・高生 500（400）円　
中・小生 300（240）円

『万葉集』に「隠口の泊瀬」と詠まれた桜井市初瀬地域で
育まれた信仰についてゆかりの宝物や資料でたどります。

☎0744‐54‐1850 60744‐54‐1852　
210時～17時30分　5月曜・10/29(土)・30(日)
8www.manyo.jp  

万葉文化館 1明日香村飛鳥10

〈特別展〉
こもりくの初瀬 
祈りのかたち11/27（日）

開催中
▼

｢与喜天神祭礼図｣ (部分)
江戸時代 長谷寺蔵

こもりく

※一部展示替えあり

☎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
■古民家活用イベント 申込不要
●邦楽を楽しむ会 11/13(日)11時～ 無料
●ようこそ!お話の世界へ 11/13(日)13時30分～ 無料
●青丹雅楽会の演奏公開練習 11/19(土)13時～ 無料
●かまどde焼き餅体験 11/20(日)10時～ 有料
●邦楽のしらべ 11/20(日)12時30分～ 無料
■令和５年度古民家活用イベント企画案募集 １２/23まで

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」

▼

「ようこそ!お話の世界へ」

■土橋とし子展 我楽多画譚
11/1（火）～20（日）9時～20時　無料
絵本作家、イラストレーター土橋とし子の作品展を開
催します。展示期間中グッズなどの販売も行います。
■中小企業診断士による体験学習会＆無料経営相談会
11/13（日）・12/11（日）・1/15（日）

●無料経営相談会 10時30分～16時（受付終了15時）
　申込不要・定員各回4人程度・無料
●体験学習会 13時～16時　要申込・無料
経営に関する分析や思考の手法を知りたい方などを
対象にした講義を行う体験学習会開催。

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・11/30（水） 8www.library.pref.nara.jp

が  らく  た   が  たん

☎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6回まほろばプロムナードコンサート
2/18(土)15時開演(開場14時～)
お子様に音楽鑑賞を体験していただく
ため、130人の方を無料でご招待。
本公演は、クラシックファン以外の方に
もお楽しみいただけるようクラシックの
名曲から有名な映画音楽まで幅広い構
成としています。
[出演]関西フィルハーモニー管弦楽団、

藤岡幸夫さん(指揮)、市原愛さん(ソプラノ)、
錦織健さん(テノール)

[無料招待券申込]11/8(火)～25(金)
※対象は、小学1年生～18歳以下(抽選)です。
　申込方法は当館ＨＰへ。
[一般前売券発売]12/8(木)～(500円～4,000円)

藤岡幸夫さん
©s.yamamoto
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掲載内容は10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。




