
拝観料・
資料代等含

令和4年9月～令和5年3月

奈良県観光ボランティアガイド連絡会とは

平成18年4月に設立。奈良県の観光ボランティアガイド団体で構成。現在33団体加盟。
団体間の情報交換や交流を目的に、各団体の代表者が一堂に集い、会議等を定期的に開催しています。ガイド力向上の
ための研修会や、団体間連携事業の提案など、ボランティアガイド独自の企画発想で奈良県のおもてなし力向上のため
に奮闘中です。地域に根差したガイドならではの話を聞きながら、奥深い奈良をより一層楽しんでいただけること間違
いなし。
奈良にお越しの際は、観光ボランティアガイドをぜひご利用ください。

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 20コースで、

地元ガイドならではの話を聞きながら、奥深い奈良を歩き、

旅をご一緒に楽しんでみませんか。

観光ボランティアガイドと観光ボランティアガイドと
歩く・なら歩く・なら

参加費
無料～1,000円

奈良県観光ボランティアガイド連絡会
後援



概算距離：約8km 定員：50名（先着）

壬申の乱での大和決戦ゆかりの地を巡る
1350年前の７月7日前後、三輪君高市麻呂と置始連菟は上ツ道の箸陵付近で近江軍の別将盧
井造鯨の精兵と激戦、鯨は敗れからくも逃走した。

開催日:令和4年9月23日祝・金� 参加費：300円（資料代）
◦集合／ JR巻向駅西側広場　10時より順次出発（受付9時30分～）
◦解散／三輪神社（最寄り駅：JR香久山駅・近鉄耳成駅・近鉄大福駅）14時頃
◦案内団体／桜井市観光ボランティアガイドの会
◦備考／�昼食はご持参ください
【申込み方法】はがき・FAXの事前申込
　　　　　　（代表者名・住所・連絡先及び参加者全員の住所・氏名の記入）
【参加申込期間】令和4年9月1日（木）より定員に達する迄

コース
概 要

JR巻向駅西側広場【集合】→箸墓古墳→上ツ道→大直禰子神社（若宮
社）→綱越神社→橘街道・竹田の原→横大路→中ツ道・推定大井寺
→三輪神社【解散】

申込み
問合せ

桜井市観光まちづくり課 観光事業係「歩く・なら係」
〒 633-8585 桜井市粟殿432-1
TEL：0744-42-9111（内線3622）　FAX：0744-48-0271

概算距離：5.3km 定員：50名（先着）

王寺の里散策ウォーク（歴史の道をたどる）
王寺の名産品として大きく育つオリーブの「まほろばオリーブ園」付近からの眺望と、王寺の
里歴史散歩を楽しみましょう！

開催日:令和4年11月12日土� 参加費：300円
◦集合／�王寺駅北口広場（最寄り駅：JR王寺駅・近鉄王寺駅・近鉄新王寺駅）　�

9時（受付8時30分～）
◦解散／ JR王寺駅（JR王寺駅・近鉄王寺駅・近鉄新王寺駅）　12時頃
◦案内団体／王寺観光ボランティアガイドの会
【申込み方法】王寺観光ボランティアガイドの会HP
【参加申込期間】令和4年10月17日（月）～11月10日（木）

コース
概 要

JR王寺駅【集合】→葛下川堤→まほろばオリーブ園の眺望→孝霊天皇
陵→親殿神社→芦田池→片岡王寺跡→達磨寺→【解散】JR王寺駅

申込み
問合せ

王寺観光ボランティアガイドの会
TEL：0745-32-7131（担当：永井）　E-mail:�oujiguide@outlook.jp
http:/oujiguide.web.fc2.com/

概算距離：6.5km 定員：30名（先着順）

「壬申の乱」・神のお告げを伝えた村屋神社
11月22日（いい夫婦の日）に掛けて縁結びの神様「三穂津姫」、「壬申の乱」で神のお告げを伝え
た村屋神などを祀る村屋坐弥冨都比売神社を訪ねます。

開催日:令和4年11月22日火� 参加費：300円（保険料
資料代）

◦集合／近鉄田原本駅西口広場　9時頃（受付8時30分）
◦解散／近鉄田原本駅西口広場　12時頃
◦案内団体／田原本町観光ボランティアガイドの会
【申込み方法】事前申込（ハガキ・電話・メール）
【参加申込期間】令和4年10月31日（月）～11月14日（月）
コース
概 要

近鉄田原本駅西口広場【集合】→村屋神社→はせがわ展望公園→楽戸
郷（がくとのさと）→条里制の残る農道→近鉄田原本駅西口広場【解散】

申込み
問合せ

（一社）田原本まちづくり観光振興機構
〒 636-0300磯城郡田原本町193「観光ステーション磯城の里」内�
※9:00 ～17:00時（火曜日休館）　TEL：0744-33-4560
E-mail:�info@tawaramoton.com　https://tawaramoton.com

概算距離：7.8km 定員：35名（先着順）

大神神社の摂社・末社めぐり
大神神社の摂社・末社のうち遠隔地を除く大半を巡ります。これら摂社・末社の理解を通して大
神神社信仰をより深く理解しましょう。

開催日:令和4年11月23日祝・水� 参加費：500円
◦集合／�JR三輪駅　10時15分
◦解散／近鉄大阪線朝倉駅　16時頃
◦案内団体／奈良まほろばソムリエの会
◦備考／�昼食、飲物持参
【申込み方法】奈良まほろばソムリエの会ホームページより事前申込
【参加申込期間】令和4年9月15日（木）より定員に達する迄

コース
概 要

JR三輪駅【集合】→若宮社→神御前社→久延彦神社→狭井神社→大神
神社→天皇社→神座日向神社→事比良社→八坂社→玉列神社→近鉄
大阪線朝倉駅【解散】

申込み
問合せ

奈良まほろばソムリエの会
E-mail:�sguide02@yahoo.co.jp　https://sguide81.blog.fc2.com

概算距離：約8.5km 定員：50人（先着）

富本憲吉憧れのうぶすなを訪ねる
うぶすな（故郷）をこよなく愛し繰り返しモチーフにした、陶芸の巨匠富本憲吉の作品の足跡
をたどります。彼と交流があった今村家の人々の業績も紹介。　　　

開催日:令和4年10月23日日� 参加費：300円（資料館入館費
保険料他 ）

◦集合／JR法隆寺駅改札口　9時30分（受付9時～ 9時30分）
◦解散／JR法隆寺駅　14時頃
◦案内団体／安堵観光観光ボランティアの会
◦備考／飽波神社は秋の祭礼日で「なもで踊り」絵馬を公開中�
【申込み方法】事前申込（はがき、電話、FAX）
【参加申込期間】令和4年10月3日（月）～20日（木）

コース
概 要

JR法隆寺駅【集合】→飽波神社→生家（うぶすなの郷）→安堵町歴史
民俗資料館→極楽寺→高塚→岡崎風景（子守神社他）→中家住宅→馬
場塚→馬場尻橋（大和川）→御霊神社→JR法隆寺駅【解散】

申込み
問合せ

安堵町商工会
〒 639-1061奈良県生駒郡安堵町東安堵1352の1�文化観光館内
TEL：0743-57-1524　FAX：0743-57-1541�
E-mail:�anyoshi21@yahoo.co.jp��anbokai.cocolog-nifty.com

概算距離：6km 定員：42名（A・Bコース合わせて）

飛鳥の八角墳と壁画発見50周年の高松塚古墳を巡る
復元した牽牛子塚古墳を含む飛鳥の八角墳の確認と、古代史ブームの幕開け役・高松塚古墳
の今を見る

開催日:令和4年11月19日土�参加費：1,000円（保険・有料施設
入館料含む ）

◦集合／�飛鳥びとの館前（最寄り駅：近鉄飛鳥駅）�
9時30分～ 10時30分頃の30分おきに出発（受付9時～）

◦解散／近鉄飛鳥駅前広場（最寄り駅：近鉄飛鳥駅）14時~15時30分
◦案内団体／飛鳥観光協会ボランティアガイド
◦備考／�定員は施設の入場制限により変動の可能性あり
【申込み方法】出発時間毎の事前申し込み（電話）
【参加申込期間】令和4年10月1日（土）～30日（日）

コース
概 要

［Aコース］近鉄飛鳥駅前【集合】→岩屋山古墳→牽牛子塚古墳（八角墳）
→越塚御門古墳→近鉄飛鳥駅前（昼食）→高松塚古墳→中尾山古墳（八
角墳）→天武持統陵（八角墳）→近鉄飛鳥駅前【解散】
［Bコース］近鉄飛鳥駅前【集合】→高松塚古墳→中尾山古墳（八角墳）
→天武持統陵（八角墳）→歴史公園（昼食）→岩屋山古墳→牽牛子塚
古墳（八角墳）→越塚御門古墳→近鉄飛鳥駅前【解散】

申込み
問合せ

一般社団法人飛鳥観光協会
〒 634-0138明日香村越6-3 飛鳥びとの館
TEL：0744-54-3240　FAX：0744-54-2362
E-mail:�info@asukakyo.jp　https://www.asukakyo.jp/

概算距離：2.5km 定員：30名（先着）

寅を訪ねて歴史と信仰の山、信貴山を散策
悠久の歴史と豊かな自然に抱かれた秋の信貴山を散策し、木々に囲まれた境内で歴史を振り
返りながら一緒に一時を過ごしましょう。

開催日:令和4年11月5日土� 参加費：300円
◦集合／�信貴山観光iセンター（最寄り駅：近鉄生駒線信貴山下駅又はJR大和

路線王寺駅から奈良交通バス）信貴大橋バス停　10時～（受付9時～）
◦解散／信貴山観光iセンター　12時（予定）
◦案内団体／信貴山観光ボランティアガイドの会
◦備考／�出来るだけ公共交通機関をご利用ください。駐車場はありますが、

有料となります。（500円/日）
【申込み方法】事前申込（FAX・往復ハガキ・メール）
【参加申込期間】令和4年10月1日（土）～10月31日（月）
コース
概 要

信貴山観光iセンター【集合】→仁王門→世界一福寅→成福院→本堂→虚空
蔵堂→玉蔵院→開山堂→千手院→開運橋→信貴山観光iセンター【解散】

申込み
問合せ

信貴山観光協会（信貴山観光ボランティアガイドの会）
〒636-0923 生駒郡平群町信貴山2280-1
TEL：0745-44 ｰ 9855　FAX：0745-44 ｰ 9856
E-mail:�shigisan.kaukoui@kzc.biglobe.ne.jp　http://www.sigisan.or.jp/

壬申の乱

概算距離：約2〜 3km 定員：50名

宇陀を駆け抜けた「壬申の乱」ツアー
壬申の乱1350年記念 なぜ大海人皇子一行は宇陀を通ったのか？舎人文禰麻呂の国宝の骨蔵
器が出た墳墓とは？

開催日:令和4年10月29日土� 参加費：1,000円（バス代）
◦集合／榛原総合センター（最寄り駅：榛原駅）9時30分頃（受付9時～ 9時30分）
◦解散／阿紀神社（最寄り駅：榛原駅）　15時30分頃
◦案内団体／宇陀市観光ボランティアガイドの会
◦備考／参加費にバス代1,000円が含まれています。
【申込み方法】参加申込方法／メール
【参加申込期間】募集開始～開催１週間前まで
コース
概 要

榛原総合センター【集合】→八滝文禰麻呂墳墓→関戸峠→大宇陀道
の駅→人麻呂公園→万葉公園→阿紀神社【解散】

申込み
問合せ

宇陀市観光ボランティアガイドの会事務局（宇陀市役所観光課内）
〒 633-0292奈良県宇陀市榛原下井足17-3
TEL：0745-82-2457　FAX：0745-82-8211　E-mail:�s-kankou@city.uda.lg.jp
https://www.city.uda.nara.jp/shoukoukankou/udavolunteerguide.html

壬申の乱

壬申の乱



概算距離：8km 定員：50名（抽選）

伊勢本街道・暗越えハイキング
古代から旅人の往来が絶えず、そして奈良時代には、難波津と平城京を結ぶ官道でシルクロー
ドの東の終端でした。江戸時代にはお伊勢詣りで賑わいました。

開催日:令和4年12月3日土� 参加費：無料
◦集合／枚岡神社大鳥居付近（近鉄枚岡駅北口前）　10時頃（受付9時30分～）
◦解散／1次解散 近鉄南生駒駅　2次解散 菊司醸造　15時頃
◦案内団体／生駒市観光ボランティアガイドの会
【申込み方法】事前受付はがき抽選（1枚で複数名応募可、住所・氏名・年齢を明記）
【参加申込期間】令和4年10月15日（土）～11月15日（火）

コース
概 要

近鉄枚岡駅（枚岡神社大鳥居付近）【集合】→枚岡神社→芭蕉の句碑→
観音寺→慈光寺→暗峠（昼食）→西畑棚田見学→万葉歌碑→石仏寺→
近鉄南生駒駅【解散】

申込み
問合せ

生駒市観光協会事務局
〒 630-0288生駒市東新町8-38　生駒市役所商工観光課
TEL：0743-74-1111　FAX：0743-74-9100
E-mail:�ikoma-kankou@city.ikoma.nara.jp　http://www.ikoma-kankou.jp

概算距離：6km 定員：80名（先着順）

その時、許梅（こめ）に神が降りた！
壬申の乱に兵馬が集った「金綱の井」の推定地から、神託により馬と兵器を奉納した神武天皇
陵まで歩きます。

開催日:令和4年12月4日日� 参加費：200円（保険・資料代）
◦集合／�近鉄大和八木駅北口広場　9時30分～（随時出発）（受付9時～）
◦解散／近鉄畝傍御陵前駅　12時頃（予定）
◦案内団体／橿原市観光ボランティアガイドの会
◦備考／当日5時の気象庁発表の天気予報で奈良県北部の降水確率が50％以上の場合は中止
【申込み方法】事前申込（HP）
【参加申込期間】令和4年10月11日（火）～
コース
概 要

大和八木駅【集合】→小綱町→横大路→今井町→高市御縣神社→四条
古墳群跡→綏靖天皇陵→神武天皇陵→畝傍御陵前駅【解散】

申込み
問合せ

一般社団法人橿原市観光協会
〒 634-0812 橿原市今井町2丁目3-5（今井まちなみ交流センター内）
TEL：0744-20-1123　FAX：0744-23-0223
E-mail:�info@kashihara-kanko.or.jp

概算距離：6km 定員：30名

盆地の中の古墳たち・三宅古墳群をめぐる
三宅町内に点在する小型の古墳群（三宅古墳群）をめぐり、三宅古墳群の最大級の島の山古墳
にも訪れます。

開催日:令和4年12月10日土� 参加費：無料
◦集合／�近鉄黒田駅　9時30分（受付9時～）
◦解散／近鉄結崎駅　12時頃
◦案内団体／三宅ボランティアガイドの会
【申込み方法】電話、メール、FAX
【参加申込期間】令和4年10月3日（月）～12月2日（金）

コース
概 要

近鉄黒田駅【集合】→黒田大塚古墳→三宅町文化ホール（埴輪展示）
→瓢箪山古墳→アンノ山古墳→高山古墳→寺ノ前古墳→茄子塚古墳
→島の山古墳→近鉄結崎駅【解散】

申込み
問合せ

三宅町役場�産業振興課
〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
TEL：0745-44-3071　FAX：0745-43-0922
E-mail:�sangyou@town.miyake.lg.jp
https://www.town.miyake.lg.jp/

概算距離：7km 定員：30名（先着順）

壬申の乱1350年 高安城跡と倉庫群を訪ねる
平群町と八尾市の境に天智天皇が築いた高安城。壬申の乱に争奪の対象となった。険しい山を
駆け上がり駆け下りた武将たちに思いを馳せて秋山を歩く。

開催日:令和4年11月26日土� 参加費：300円�
◦集合／�信貴山�仁王門（最寄り駅：奈良交通バス 信貴大橋）　�

随時出発（受付時間9時30分～ 10時）
◦解散／信貴山�仁王門　15時頃　
◦案内団体／平群町観光ボランティアガイドの会
◦備考／健脚向き、登山のできる靴※雨の場合はコース変更あり
【申込み方法】事前申込（ホームページ・往復はがき・FAXで住所・氏名・電話番号を明記して）
【参加申込期間】令和4年10月1日（土）～11月15日（火）

コース
概 要

信貴山仁王門【集合】→多宝塔→松永屋敷→高安城倉庫址礎石群→高安
城跡→高安山ケーブル駅（昼食）→信貴山城跡→信貴山仁王門【解散】

申込み
問合せ

平群町�事業部�観光産業課
〒 636-8585奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1
TEL：0745-45-1017　FAX：0745-45-0211
https://heguri-kannkou-guide.jimdofree.com

概算距離：4km 定員：50名（先着順）

廣瀬神社砂かけウォーク
聖徳太子ゆかりの長林寺、馬見丘陵古墳群最北に位置する大塚山古墳等を巡り、天武天皇に
よって水の神として祭られた廣瀬神社の大和の奇祭といわれる砂かけ祭りに参加します。

開催日:令和5年2月11日祝・土� 参加費：無料
◦集合／近鉄池部駅　9時30分（受付9時～）
◦解散／近鉄池部駅　15時30分頃
◦案内団体／河合町観光ボランティアガイドの会
【申込み方法】事前申込（はがき・FAX・メール・電話）
【参加申込期間】令和4年12月15日（木）～令和5年2月5日（日）

コース
概 要

近鉄池部駅【集合】→長林寺→大塚山古墳→宮堂遺跡→定林寺→廣瀬
神社→近鉄池部駅【解散】

申込み
問合せ

河合町教育委員会生涯学習課
〒636-0053 河合町池部2-13-1
TEL：0745-57-2271　FAX：0745-57-1165
E-mail:�syougaigakusyu@town.kawai.nara.jp
http://www.town.kawai.nara.jp/

概算距離：6.5km 定員：50名（先着順）

早春の斑鳩三塔めぐり＋幻の二塔
1993年日本で最初の「法隆寺地域の仏教建造物」として世界遺産登録された法隆寺を中心に
斑鳩三塔と幻の中宮寺の塔・若草伽藍の塔を想ってめぐります。

開催日:令和5年2月12日日� 参加費：300円
◦集合／ �JR法隆寺駅南口　9時30分頃から順次出発（受付時間9時～9時30分）
◦解散／法隆寺iセンター（最寄り駅：JR法隆寺）12時30分頃
◦案内団体／斑鳩の里観光ボランティアの会
◦備考／各寺院には入りません。終了後ご希望者には法隆寺等をご案内いたします。
【申込み方法】事前申込（電話）
【参加申込期間】令和5年1月15日（日）から定員に達する迄

コース
概 要

JR法隆寺駅【集合】→史跡中宮寺跡→法起寺→法輪寺→史跡三井（赤染井）
→斑鳩神社→法隆寺境内→法隆寺iセンター【解散】

申込み
問合せ

斑鳩の里 観光ボランティアの会事務局
〒636-0116 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺1-8-25（8時30分～ 18時）
TEL：0745-74-6800
https://horyuji-ikaruga-nara.or.jp

概算距離：5km 定員：30名（先着）

馬見古墳群とかぐや姫
馬見丘陵に存在する古墳を探訪するとともに、かぐや姫伝説の地、讃岐神社などを訪ねつつ、
いにしえのロマンをさがしてみませんか。

開催日:令和5年3月5日日� 参加費：300円（資料代
保険料）

◦集合／�近鉄五位堂駅北改札前ロータリー　9時15分（受付9時～）
◦解散／県営馬見丘陵公園館（最寄り駅：近鉄五位堂駅 路線バス16分）　12時頃
◦案内団体／広陵町文化財ガイドの会
◦備考／参加者にもれなくかぐやちゃんグッズをプレゼント
【申込み方法】事前申込（メール、FAX） 
【参加申込期間】出発日の2か月前～10日前

コース
概 要

近鉄五位堂駅北口【集合】→かつらぎの道→牧野（バクヤ）古墳→三
吉石塚古墳・新木山古墳→讃岐神社→竹取公園→巣山古墳→馬見丘
陵公園→ナガレ山古墳→馬見丘陵公園館【解散】

申込み
問合せ

広陵町生涯学習文化財課
〒 635-8515 北葛城郡広陵町南郷583-1
TEL：0745-55-1001　FAX：0745-55-1009
E-mail:�info@town.koryo.nara.jp　http;//www.town.koryo.nara.jp

概算距離：5.5km 定員：50人（先着）

早春の平城京右京を巡る　社寺・古墳を訪ねて
平城京右京地域にある神社仏閣・古墳の由緒、伝説などをひも解きながら、早春の一日あぜ道
のタンポポ、土筆などを愛でながら西ノ京（都）を散策します。

開催日:令和5年3月12日日� 参加費：300円（資料代等）
◦集合／�近鉄大和西大寺駅南側付近　12時30分～ 13時（随時出発）�

（受付時間12時30分～13時）
◦解散／近鉄九条駅　16時頃
◦案内団体／NPO法人なら・観光ボランティアガイドの会

【申込み方法】事前申込（電話・メール）
【参加申込期間】令和5年2月1日（水）～3月4日（土）
コース
概 要

近鉄大和西大寺駅南口付近【集合】→西大寺→菅原天満宮→喜光寺→垂仁
天皇陵→唐招提寺→薬師寺→平城京西市跡（船着場跡）→九条駅【解散】

申込み
問合せ

NPO法人なら・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　FAX：0742-24-9311
E-mail:�suzaku97@m3.kcn.ne.jp　http://www.e-suzaku.net/

壬申の乱

壬申の乱



参加される皆さまへのお願い

https://www3.pref.nara.jp/miryoku/aruku/

「歩く・なら」
検 索歩く・なら

奈良を歩いて楽しむ情報いっぱいの
ポータルサイト！

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、�
以下のご協力をお願いいたします。

●以下の事項に該当する場合は、参加をご遠慮ください。
　①�体調がよくない（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状
がある場合）

　②�同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる
　③�過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期
間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該
在住者との濃厚接触がある

●�当日はマスクを着用し、こまめな手洗い、アルコール
等による手指消毒をお願いします。
●�大きな声での会話は控え、ソーシャルディスタンスの
確保にご協力ください。
●�感染防止のために主催者が決めたその他のルールを守
り、スタッフの呼びかけに従ってください。
●�参加後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症
した場合は、事務局へ速やかに報告してください。　

参加される方へのご案内
●全てのコースが事前申し込み制です。
　�各コースの申込方法をご確認の上、「①住所、②氏名（ふ
りがな）、③年齢、④性別、⑤当日連絡のつく電話番号」
は必ず明記し、各コースにお申し込みください。
●�軽食、飲み物、雨具など必要と思われるものは、参加者
各自でご持参ください。� �
※ただし、コースによっては食事の時間や場所を確保できない
場合があります。
●�その他コースごとの注意事項については、各コースの備
考欄をお確かめください。
●�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の損害等については、各主催
者は一切の責任を負いません。
●�スタッフの指示は必ず守り、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。
●�小学生以下のお子さまの単独での参加はご遠慮ください。
●参加費は当日おつりのないようにご用意ください。

概算距離：5km 定員：50名（先着）

『もっと知りたい！平城宮跡MAP』を携えて
平城宮跡の魅力をより深く知って頂きたいと、『もっと知りたい！平城宮跡MAP』を作成しま
した。そのＭＡＰを携えて、ちょっと違った平城宮跡を見つけて下さい。

開催日:令和5年3月25日土� 参加費：300円（保険料、
資料代等）

◦集合／�近鉄大和西大寺駅北口（サンワシティ東側）　13時�
（受付12時30分～ 13時）

◦解散／�朱雀門ひろば　16時頃（最寄り駅：ぐるっとバス［近鉄奈良駅方面
16：07、22、37、52　近鉄西大寺駅方面16：15、30］）

◦案内団体／NPO法人平城宮跡サポートネットワーク
【申込み方法】往復はがき、FAX、メール
【参加申込期間】令和5年2月10日（金）～ 3月20日（月）

コース
概 要

大和西大寺駅北口【集合】→西隆寺跡→瓢箪山古墳→北面大垣→隆光
大僧正縁の地→一号木簡出土地→平城天皇陵→阿弥陀浄土院跡→東
院庭園→建部門→小子部門→朱雀門ひろば【解散】

申込み
問合せ

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2-9-1（奈良文化財研究所内）
TEL：0742-34-7713　FAX：0742-34-7713
E-mail:�npoheijyou@yahoo.co.jp

概算距離：5km 定員：60名（先着）

大和高田千本桜と町並み散歩
2.5㎞に渡り咲き誇る大和高田千本桜を鑑賞し、大和高田市の古い町並みや「静御前」「八百屋
お七」等の伝承地をめぐります。

開催日:令和5年3月26日日� 参加費：300円
◦集合／ �JR高田駅東口　9時（受付8時30分～）（8時45分までに近鉄大

和高田駅着の方はJR高田駅まで誘導いたします。）
◦解散／�大中公園（大和高田千本桜会場）　11時（以降自由散策）�

（最寄り駅：JR高田駅、近鉄大和高田駅、近鉄高田市駅）
◦案内団体／大和高田市文化財ボランティアガイドの会
【申込み方法】事前申込（電話、FAX、メールで氏名、住所、電話番号、参加人数）
【参加申込期間】令和5年3月1日（水）～ 3月24日（金）

コース
概 要

JR高田駅【集合】→天神社→常光寺→高田城址→長谷本寺→専立寺→
大中春日神社→大中公園【解散】

申込み
問合せ

大和高田市教育委員会事務局教育部　生涯学習課
〒 635-0096大和高田市西町1-15�
TEL：0745-53-6264　FAX：0745-53-6364
E-mail:�syougai@city.yamatotakada.nara.jp

奈良県観光ボランティアガイド連絡会事務局
（奈良県観光局ならの観光力向上課内）

TEL : 0742-27- 8974先
せ
合
問

概算距離：7km 定員：35名（先着順）

壬申の乱と當麻の衢
7世紀後半、実の兄弟の天智方と天武方が国を二分した戦いは、我が国の律令政治のあり方や、
唐や朝鮮半島との交流の仕方にも大きな変化がありました。當麻氏は天武方に組し、その功績
により當麻寺を建立、今に残る歴史の礎を作ったとも言えます。

開催日:令和5年3月18日土� 参加費：400円（入場料及び
保険代含む）

◦集合／長尾神社（最寄り駅：近鉄南大阪線 磐城駅）　受付9時～ 9時30分
◦解散／二上神社口駅　14時30分頃
◦案内団体／葛城市観光ボランティアガイドの会

【申込み方法】FAX又はメール
【参加申込期間】令和5年2月18日（土）～3月11日（土）
コース
概 要

長尾神社【集合】→長尾神社→論地池付近→相撲館→當麻寺→傘堂→
鳥谷口古墳→高雄寺→石光寺→二上神社口駅【解散】

申込み
問合せ

葛城市相撲館けはや座（火曜日・水曜日休館）
〒639-0276 葛城市當麻83-1
TEL：0745-48-4611　FAX：0745-48-8196
E-mail:�sumoukan@city.katsuragi.lg.jp

壬申の乱

壬申の乱

催行中止基準
（以下の場合は催行を中止します）

●�イベント当日午前６時時点で、実施市町村に「警報」が発
令されている場合。

●�上記以外であっても、イベント時に「警報」の発令される
可能性が高い場合。

●��その他、参加者の安全が確保できないと判断される場合。

●�新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止にな
ることがあります。

今年1350年の節目を迎える「壬申の乱」をテーマにゆかりの地をめぐるコースです。


