
奈良県観光ボランティアガイド連絡会

記紀・万葉ウォーク
〜観光ボランティアガイドと歩く・なら〜

奈良県内各地の観光ボランティアガイドよりすぐりの全 16 コースで、日本文化の

源流ともいえる記紀・万葉のふるさとをめぐります。地元ガイドならではの話を聞

きながら、本物の古代と出会う奈良の歩き旅をご一緒に楽しんでみませんか。

記紀・万葉ウォーク　コース一覧
コース タイトル 距離 日時

▎ NO.1 「神武 2600 年記念」畝傍山麓より秋風薫る西橿原を歩く 約8km 平成28年	10月	 1日	土

▎ NO.2 聖徳太子の足跡をたどるⅣ　①「聖徳太子ゆかりの地と水運の歴史の道をたどる」 約10km 平成28年	10月	 9日	日

▎ NO.3 古代ロマン 額田部の里（万葉歌を楽しむ） 約5km 平成28年	10月	16日	日

▎ NO.4 平城京に消えた巨大古墳 約6.5km 平成28年	10月	22日	土

▎ NO.5 かぎろひへの道 約10km 平成28年	10月	23日	日

▎ NO.6 聖徳太子の足跡をたどるⅣ　②「太子道を歩こう」 約4.5km 平成28年	11月	 3日

▎ NO.7 聖徳太子の足跡をたどるⅣ　③「あなたに見せたい斑鳩三塔と晩秋の古道を歩く」 約8km 平成28年	11月	18日	金

▎ NO.8 第 8 回めざせ長屋王邸！「片岡進上」木簡ウォーク 約20km 平成28年	11月	20日	日

▎ NO.9 聖徳太子の足跡をたどるⅣ　④「万葉ロマン、散策ウォーキング」 約7km 平成28年	11月	26日	土

▎ NO.10 吉野における古代史を訪ねて 約7km 平成28年	11月	27日	日

▎ NO.11 聖徳太子の足跡をたどるⅣ　⑤「太子道を歩こう」 約8km 平成28年	12月	 3日	土

▎ NO.12 伊勢本街道・暗峠越えハイキング 約7km 平成28年	12月	 4日	日

▎ NO.13 平群の古墳めぐりを楽しもう 約8km 平成28年	12月	10日	土

▎ NO.14 キトラ古墳「四神の館」と「東
やまとのあやうじ
漢氏」の本拠地をめぐる 約7km 平成28年	12月	17日	土

▎ NO.15 西ノ京	歴史再発見 約8km 平成28年	12月	18日	日

▎ NO.16 古事記・日本書紀に記されている神宮と物部のゆかりの地巡り 約11km 平成29年	 3月	18日	土

参加費無料（一部を除く）

祝·木



〜観光ボランティアガイドと歩く・なら〜記紀・万葉ウォーク
コースNO.1 概算距離：約8km 定員：なし

「神武2600年記念」畝傍山麓より 
秋風薫る西橿原を歩く
神武天皇は畝傍山の東南の地に都を造営しました。古代人には心のよりどころでした。この地
より古代豪族・蘇我氏の栄華の跡を秋風と共にたずねます。

　開催日:平成28年10月1日 土
◦集合／近鉄畝傍御陵前駅（西口） 9時30分〜10時
◦解散／近鉄真菅駅 15時頃　
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／橿原市観光ボランティアガイドの会

神武天皇陵→橿原神宮→深田池→懿徳天皇陵→橿原運動公園（昼食）→
河俣神社→天太玉命神社→横大路→曽我遺跡→宗我坐宗我都比古神社

問い合わせ先 橿原市観光協会 TEL：0744-20-1123

コース
概 要

コースNO.3 概算距離：約5km 定員：なし

古代ロマン 額田部の里
（万葉歌を楽しむ）
推古天皇が幼いころ育てられた額田部氏の里。聖徳太子ゆかりの寺・額安寺など古代の外交官
額田部氏の足跡をたずねます。

　開催日:平成28年10月16日 日
◦集合／近鉄平端駅　8時40分〜 9時
◦解散／近鉄ファミリー公園前駅　12時頃　
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／大和郡山市観光ボランティアガイドクラブ

柏木池→額田部北町→鎌倉墓→額安寺→額田部南町

問い合わせ先 大和郡山市観光協会 TEL：0743-52-2010

コース
概 要

コースNO.5 概算距離：約10km 定員：100名（先着順）

かぎろひへの道
いにしえの時代、宮廷の猟場として名を馳せた宇陀。柿本人麻呂も見た「猟路の池」と「阿騎野」
へ、ガイドの解説を聞きながら楽しく歩きます！

　開催日:平成28年10月23日 日
◦集合／近鉄榛原駅　9時30分〜10時
◦解散／道の駅「宇陀路大宇陀」14時頃
◦参加申込方法／事前受付（はがき・FAX・Ｅメール）
◦参加申込期間／9月1日（木）〜10月17日（月）必着
◦案内団体／宇陀市観光ボランティアガイドの会

猟路の池伝承地→うだアニマルパーク→阿紀神社→かぎろひの丘万
葉公園

申込・
問い合わせ先

宇陀市　商工観光課 
〒633-0292宇陀市榛原下井足17-3
TEL：0745-82-2457 FAX：0745-82-8211
 E-mail：s-kankou@city.uda.lg.jp

コース
概 要

コースNO.10 概算距離：約7km 定員：なし

吉野における古代史を訪ねて
672年6月大海人皇子起つ!壬申の乱は、ここから始まりました。宮滝周辺の古代に思いをはせ
ながら、体いっぱい「吉野」を味わってみませんか。

　開催日:平成28年11月27日 日
◦集合／ 吉野歴史資料館　9時30分〜10時
  駐車場：宮滝河川交流センター ※大和上市駅より送迎バスあり（申込制・定員あり）
◦解散／宮滝　15時30分頃
◦参加申込方法／事前受付（往復はがき・FAX〔バス利用の場合、明記〕）
◦参加申込期間／10月1日（土）〜11月15日（火）必着
◦案内団体／吉野町観光ボランティアガイドの会

吉野歴史資料館→宮滝遺跡→菜摘・十二社神社→菜摘大橋→矢治・
岩神神社→矢治大橋→中山トンネル→夢の和太→桜木神社→宮滝

申込・
問い合わせ先

吉野ビジターズビューロー
〒 639-3111 吉野郡吉野町大字上市2060-1
TEL：0746-34-2522　FAX：0746-39-9238

コース
概 要

コースNO.12 概算距離：約7km 定員：120名（抽選）

伊勢本街道・暗峠越えハイキング
古代から往来が絶えぬ街道で、奈良時代は、難波津と平城京を直線で結ぶ官道で、シルクロー
ドの東の終端でした。江戸時代はお伊勢参りで賑わいました。

　開催日:平成28年12月4日 日
◦集合／ 近鉄枚岡駅（枚岡神社大鳥居付近）9時30分〜10時　
◦解散／近鉄南生駒駅　15時頃
◦参加申込方法／事前受付（はがき〔複数名申込み可、必要事項は全員分記載要〕）
◦参加申込期間／10月17日（月）〜11月18日（金）必着
◦案内団体／生駒市観光ボランティアガイドの会

枚岡神社→観音寺→弘法の水→暗峠（昼食）→棚田見学

申込・
問い合わせ先

生駒市観光協会
〒 630-0288 生駒市東新町8番38号 生駒市経済振興課内
TEL：0743-74-1111

コース
概 要

コースNO.13 概算距離：約8km 定員：なし

平群の古墳めぐりを楽しもう
平群町の古墳は外形や石室内も変化に富んでいます。今回は日頃、公開していない石室にも
入り、その素晴らしさを体感し先人達の思いに浸ってみませんか。

　開催日:平成28年12月10日 土
◦集合／ 近鉄竜田川駅（西側広場）　9時〜 9時30分
◦解散／道の駅「大和路へぐり」（最寄り駅：近鉄平群駅または近鉄竜田川駅）
  15時頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／平群町観光ボランティアガイドの会

烏土塚古墳→西宮古墳→つぼり山古墳→中央公民館（昼食）→長屋王
墓→三里古墳→宮山塚古墳

問い合わせ先
あすのす平群 TEL：0745-46-1120

（休館日）毎水曜日、祝日
　　　　 8月30日、9月30日、10月31日、11月29日

コース
概 要

コースNO.4 概算距離：約6.5km 定員：100名（先着順）

平城京に消えた巨大古墳
平城京造営のため、古墳が削られたり、破壊されたり、古墳の周濠が苑地に作り替えられていま
す。そのようなところを昔を探しながら歩きます。

　開催日:平成28年10月22日 土
◦集合／平城宮跡資料館前（最寄り駅：近鉄大和西大寺駅） 9時〜 9時30分
◦解散／近鉄大和西大寺駅北口　12時頃　
◦参加申込方法／事前受付（はがき・FAX・Ｅメール）
◦参加申込期間／9月1日（木）〜10月17日（月）必着
◦案内団体／NPO法人平城宮跡サポートネットワーク

神明野古墳→市庭古墳→内裏北外郭官衙→葛木神社→添御県坐神社
→塩塚古墳→瓢箪山古墳→猫塚古墳

申込・
問い合わせ先

NPO 法人平城宮跡サポートネットワーク
〒 630-8577 奈良市二条町2丁目9-1
TEL・FAX：0742-34-7713 E-mail：npoheijyo@yahoo.co.jp

コース
概 要

コースNO.8 概算距離：約20km 定員：なし

第8回めざせ長屋王邸！「片岡進上」木簡ウォーク
平城京・長屋王邸跡で出土した木簡「片岡進上菁…」にちなんで模擬荷を邸跡まで運びます。片
岡の地は王寺から河合町西部上牧を含む葛下川沿い。

　開催日:平成28年11月20日 日
◦集合／近鉄池部駅（河合町役場前） 8時〜 8時30分　御幸橋 8時45分
  〈ハーフコース〉JR郡山駅改札口 11時20分
◦解散／イトーヨーカドー敷地内 長屋王神社（最寄り駅：近鉄新大宮駅）16時頃
◦参加申込方法／当日受付 ※ゴールの方参加賞あり ※雨天中止
◦案内団体／河合町観光ボランティアガイドの会

御幸橋→富雄川沿い北上・富雄橋を右折→郡山総合庁舎→平和公園
（昼食）→売太神社→平城京・羅城門→佐保川・秋篠川北上→平城宮
跡・朱雀門→イトーヨーカドー敷地内・長屋王神社

問い合わせ先 河合町教育委員会　生涯学習課 TEL：0745-57-2271

コース
概 要



コースNO.14 概算距離：約7km 定員：なし

キトラ古墳「四神の館」と「東
やまとのあやうじ

漢氏」の本拠地をめぐる
この秋オープンしたばかりの国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区と、飛鳥時代には渡来人の
里であったあたりを初冬の凛とした空気の中歩きましょう。

　開催日:平成28年12月17日 土
◦集合／ 近鉄飛鳥駅  9時10分〜 9時40分
◦解散／近鉄飛鳥駅  14時30分頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／飛鳥京観光協会ボランティアガイド

高松塚古墳→栗原寺跡→呉津孫神社→キトラ古墳・四神の館→桧隈
寺跡

問い合わせ先 飛鳥京観光協会 TEL：0744-54-3240

コース
概 要

コースNO.15 概算距離：約8km 定員：200名（先着順）

西ノ京 歴史再発見
天平の遺構と伽藍、豊かな伝承、そして、のどかな風景に抱かれた西ノ京を散策し、歴史を
彩った人たちの軌跡を辿ってみませんか！

　開催日:平成28年12月18日 日
◦集合／ 近鉄大和西大寺駅（南口広場） 9時30分〜10時
◦解散／近鉄九条駅 15時頃
◦参加申込方法／事前受付 （はがき・HP※１枚のはがきで３名までお申し込みできます）
◦参加申込期間／11月1日（火）〜12月10日（土）必着
◦案内団体／なら・観光ボランティアガイドの会

西大寺境内→西大寺奥の院→八幡神社→菅原神社→喜光寺→垂仁天皇伏見陵→（昼食）→ 
西方院→五条墓→孝謙天皇瑠璃宮跡→野々宮天神社→勝間田池→三松禅寺→平城京西市跡

申込・
問い合わせ先

なら・観光ボランティアガイドの会
〒 630-8228 奈良市上三条町23-4
TEL：0742-27-9889　http://www.e-suzaku.net/

コース
概 要

コース NO.16 概算距離：約 11km 定員：200名（先着順）

古事記・日本書紀に記されている神宮と物部のゆかりの地巡り 初期大和王権を支えた物部氏のゆかりの地、石上神宮は、天皇家の刀剣を
保管する武器庫でした。日本最古の道の「山の辺の道」を歩いてみませんか。

　開催日 : 平成 29 年 3 月 18 日 土
◦集合／ JR・近鉄天理駅前 9時30分〜9時45分　◦解散／JR・近鉄天理駅前 15時頃
◦参加申込方法／事前申込（はがき・FAX）　◦参加申込期間／平成29年2月13日（月）〜3月16日（木）必着
◦案内団体／天理市山の辺の道ボランティアガイドの会

 西山古墳→夜都伎神社→東乗鞍古墳→内山永久
寺跡→神田神社→石上神宮→ハタの滝（布留の
高橋）→布留遺跡→天理教本部前

申込・問い合わせ先 天理市山の辺の道ボランティアガイドの会　
〒 632-8555 天理市川原城町 605 番地　天理市産業振興課内 TEL：0743-63-1001　FAX：0743-62-2880

コース
概 要

聖徳太子の足跡をたどるⅣ
コースNO.2 概算距離：約10km 定員：100名（先着順）

① 聖徳太子ゆかりの地と水運の歴史の道をたどる
聖徳太子ゆかりの地を訪ね、大陸文化が運ばれた”川のシルクロード”の浜と浜を結ぶ道を歩き
ます。黄金色に輝く田園風景が皆様をお待ちしています。

　開催日:平成28年10月9日 日
◦集合／JR法隆寺駅 9時〜 9時20分　◦解散／JR法隆寺駅 15時頃　
◦参加申込方法／事前受付（はがき・電話・FAX）
◦参加申込期間／平成28年9月1日（木）〜10月5日（水）必着
◦案内団体／安堵観光ボランティアの会　　紙しばい・なもで踊り・灯芯引き実演あり
※安堵町歴史民俗資料館と中家入館希望者は400円

御幸ヶ瀬浜→杵築神社・馬場塚→中家→東窪田集会所（昼食）→板屋ヶ瀬浜→子守神社・
妙楽寺→極楽寺→安堵町歴史民俗資料館→飽波神社→太子道→天理軽便鉄道跡

申込・　　　
問い合わせ先

安堵町商工会
〒639-1061 生駒郡安堵町東安堵958（安堵町役場内）
TEL：0743-57-1524　FAX：0743-57-1526

コース
概 要

コースNO.7 概算距離：約8km 定員：なし

③ あなたに見せたい斑鳩三塔と晩秋の古道を歩く
飛鳥時代よりある聖徳太子ゆかりの「斑鳩三塔」と称される法輪寺・法起寺と世界最古の木造
建築がある法隆寺など、晩秋の斑鳩古道をご案内します。

　開催日:平成28年11月18日 金
◦集合／JR法隆寺駅 8時40分〜 9時　
◦解散／法隆寺ｉセンター（最寄り駅：JR法隆寺駅）12時頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／斑鳩の里 観光ボランティアの会
※午後法隆寺などオプショナルツアーも予定しています

上宮遺跡公園→中宮寺跡→法起寺→法輪寺→斑鳩神社→仏塚古墳→
ウォーナー塔→法隆寺南大門

問い合わせ先 斑鳩町観光協会・法隆寺ｉセンター TEL：0745-74-6800

コース
概 要

コースNO.9 概算距離：約7km 定員：なし

④ 万葉ロマン、散策ウォーキング
愛の花「あざさ」が香り聖徳太子の「和」の願いと僧、忍性の「慈愛の心」が漂い、古墳時代の小
型前方後円墳が多数存在しているコースです。

　開催日:平成28年11月26日 土
◦集合／近鉄石見駅 9時30分〜10時
◦解散／近鉄但馬駅 15時頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／三宅ボランティアガイドの会

石見鏡作神社→石見（玉子）遺跡→万葉歌碑→伴堂杵築神社→嚴嶋神
社→忍性菩薩碑→屏風杵築神社（白山神社）→古墳群→但馬杵築神社

問い合わせ先 三宅町　地域活性課 TEL：0745-44-2001

コース
概 要

コースNO.6 概算距離：約4.5km 定員：110名（先着順）

② 太子道を歩こう
桃太郎ゆかりの法楽寺、太子道を経て、重文の薬師如来像と天然記念物の樟の巨樹を見学。
田原本駅前では「やどかり市」が開催されています。

　開催日:平成28年11月3日 祝·木 
◦集合／黒田大塚古墳（近鉄黒田駅西側すぐ） 9時〜 9時30分　
◦解散／近鉄田原本駅（「やどかり市」開催中） 12時頃
◦参加申込方法／事前受付（電話・FAX・Ｅメール）
◦参加申込期間／平成28年10月19日（水）〜10月28日（金）
◦案内団体／田原本町観光ボランティアガイドの会「磯城のみち」

法楽寺→孝霊神社→宮古薬師堂→保津環濠集落→薬王寺大樟→ 
田原本駅前

申込・　　　
問い合わせ先

田原本町観光協会
TEL・FAX：0744-33-4560 
E-mail：shikinosato@arion.ocn.ne.jp

コース
概 要

コース NO.11 概算距離：約 8km 定員：100 名（先着順）

⑤ 太子道を歩こう 聖徳太子ゆかりの達磨寺で太子像にお参り、愛犬・雪丸お出迎え。町名由来の片岡王寺、万葉歌聞こえる
芦田池、尼寺廃寺で往時を偲び、太子道道標で一休み。

　開催日:平成28年12月3日 土
◦集合／JR王寺駅（北口） 8時30分〜 9時　◦解散／JR志都美駅 15時30分頃
◦参加申込方法／事前受付（電話・FAX・Ｅメール）
◦参加申込期間／平成28年11月11日（金）〜11月26日（土）
◦案内団体／王寺観光ボランティアガイドの会

　　　　　 和の鐘→達磨寺→片岡神社→芦田池→乳たれ地蔵→尼寺廃寺
跡→白山姫神社→王寺町文化福祉センター（昼食）→平野古
墳群→正福寺→武烈天皇陵→志都美神社

申込・問い合わせ先 王寺町観光協会 TEL：0745-33-6668　FAX：0745-33-3001　E-mail：yukimaru@oji-kanko.jp

コース
概 要



奈良を歩いて楽しむ情報いっぱいのポータルサイト！
﹁歩く・なら﹂
http://www3.pref.nara.jp/miryoku/aruku/

歩く・なら 検 索

奈良県内に残る記紀・万葉ゆかりの地を歩いて味わうルートを紹介
﹁記紀 ・万葉でたどる奈良﹂
http://www.pref.nara.jp/miryoku/aruku/kikimanyo/

記紀万葉 なら 検 索

（以下の場合は催行を中止します）
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参加される方へのご案内
◦ 弁当、飲み物、雨具等必要と思われるものは参加者各自でご持参ください。
◦ 参加者は自己の責任で健康を管理してご参加ください。なお､ 当日は健康保険証をご持参ください。
◦ 現地で発生したけがや事故等の損害等につきましては、各主催者は一切の責任を負いません。
◦ 係員の指示を必ず守り、危険な行動は一切しないでください。
◦ 道路交通法・交通ルール・マナーを守り、交通事故防止に努めてください。
◦ 小学生以下のお子様の単独での参加はご遠慮ください｡ 　◦ 参加の際には、公共交通機関をご利用ください。

申込記載事項
【コースNO.2、4、5、6、10、11、12、15、16】に参加される場合は事前申込が必要です。
※【コースNO.1、3、7、8、9、13、14】は申込不要。
「記紀・万葉ウォーク参加申込」と明記のうえ、下記事項を記載し各コースごとにお申込みください。
　①住所　②氏名（ふりがな）　③年齢　④性別　⑤電話番号（当日連絡のつく番号）
　申込方法については、各コースごとの「参加申込方法」「申込・問い合わせ先」「参加申込期間」をご参照ください。

催行中止基準
1イベント当日午前 6時時点で、下記地域に気象庁より「警報」が発令されている場合。
　　 【コースNO.1 〜 4、6〜 7、9、11、13〜 16】は「奈良県北西部」、【コースNO.5】は「奈良県北東部」、【コース

NO.10】は「奈良県五條・北部吉野」。
　　※ 【コースNO.8】については、「警報」の発令の有無に関わらず、雨天中止です。
   【コースNO.12】については、イベント当日午前6時時点で「奈良県北西部」に「注意報（濃霧・乾燥・霜を除く）」又は「警報」

が発令されている場合中止です。
2上記以外であっても、イベント催行中に「警報」の発令される可能性が高い場合。
3その他参加者の安全が確保できないと判断される場合。
　　※当日催行の有無については、開催日の「午前 6 時 20 分～受付終了時間」の間に下記の電話番号にお問い合わせください。
　　【コース NO.1 ～ 7、9 ～ 16】については 080 -9748 -4225
　　【コース NO.8】については 090-7361-3486または 090-8790-6730
　　※開催日の上記時間帯以外はつながりません。


