
拝観料・

資料等含

令和3年9月～令和4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 15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～500円

奈良県観光ボランティアガイド連絡会

後援



観光ボランティアガイドと歩く・なら観光ボランティアガイドと歩く・なら

概算距離：約8.5km 定員：80名（先着）

聖徳太子―愛の伝説
聖徳太子1400年御遠忌の年に橿原市に残る聖徳太子の足跡を観光ボランティアガイドと 

辿ってみませんか？

　開催日:令和3年11月28日 日 参加費：200円（保険料
資料代）　

◦集合／近鉄耳成駅　9 時30 分～10 時（受付後随時出発）
◦解散／近鉄橿原神宮前駅　15時頃
◦参加申込方法／橿原市観光協会 HPから申込み
◦参加申込期間／ 10月５日（火）～11月19日（金）
◦案内団体／橿原市観光ボランティアガイドの会
◦備考／ 荒天中止。昼食はご持参ください。前半までの参加可能（八釣山地

蔵尊で前半の方は解散します）

近鉄耳成駅【集合】→横大路→三輪神社→膳夫寺跡→八釣山地蔵尊
→香具山→日向寺→大官大寺跡→和田廃寺→いもあらい地蔵→近
鉄橿原神宮前駅【解散】

申込・
問い合わせ先

一般社団法人 橿原市観光協会　

〒 634-0812 奈良県橿原市今井町2丁目3番5号（今井まちなみ交流センター内）
TEL：0744-20-1123　http://www.kashihara-kanko.or.jp/

コース

概 要

概算距離：約7.5km 定員：35名（先着）

和邇（わに）一族が栄えた北山の辺
古代豪族和邇（わに）氏ゆかりの和邇下神社から東大寺山古墳、和邇坂下伝承地などの史跡

へ。櫟本（いちのもと）の地に秘められた歴史を探ります。

　開催日:令和3年 12月5日 日 参加費：500円　

◦集合／JR 櫟本駅　9 時30 分（受付開始）、10 時（出発）
◦解散／JR 櫟本駅　15時頃
◦参加申込方法／事前申込（HP）
◦参加申込期間／ 9月15日（水）～11月30日（火）
◦案内団体／ＮＰＯ法人奈良まほろばソムリエの会

JR 櫟本駅【集合】→歌塚→和邇下神社→赤土山古墳→東大寺山古
墳→櫟本高塚公園→和邇坐赤坂彦神社→和邇坂下伝承地→楢神
社→ JR 櫟本駅【解散】

申込・
問い合わせ先

NPO法人 奈良まほろばソムリエの会

http://sguide81.blog.fc2.com/

コース

概 要

概算距離：約5.5km 定員：50名（先着）

早春の平城京右京の社寺・古墳をめぐる
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4年3月13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　13 時
◦解散／近鉄九条駅　16時頃
◦参加申込方法／事前申込（はがき・電話・メール）
◦参加申込期間／ 2月1日（火）～ 3月4日（金）
◦案内団体／ NPO 法人なら・観光ボランティアガイドの会

近鉄大和西大寺駅南付近【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・
問い合わせ先

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　E-mail: suzaku97@m3.kcn.ne.jp

コース

概 要

概算距離：約4km 定員：30名（先着）

ぐるり一周平城宮跡（遺構、遺跡、守った人々に思いをはせて）
春3月、新たな南門をはじめ、平城宮跡内の主な場所をご案内します。遺構、遺跡、守った人々

に思いをはせながら、魅力的な平城宮跡を再発見してみませんか。

　開催日:令和4年3月27日 日 参加費：300円（資料代・
保険料等）　

◦集合／近鉄大和西大寺駅（中央改札口）　13 時～13 時30 分
◦解散／朱雀門ひろば　16時頃（近鉄奈良駅、大和西大寺駅方面とも１５分毎バスあり）
◦参加申込方法／はがき、FAX、メール
◦参加申込期間／ 2月10日（木）～ 3月20日（日）
◦案内団体／ NPO 法人平城宮跡サポートネットワーク

近鉄大和西大寺駅（中央改札口）【集合】→平城宮跡資料館→復原
事業情報館→第一次大極殿（南門）→第一次大極殿→第二次大極
殿跡→遺構展示館→東院庭園→小子部門→式部省・兵部省→朱
雀門→朱雀門ひろば【解散】

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

コース

概 要

概算距離：約5.5km 定員：100名（先着）

飛鳥の里　古墳被葬者を探るウオーク
古墳には埋葬された人物の記録はほとんど発見されていない。お客様自らに推理してもら

う、そこには言いしれないロマンがわいてくるでしょう。

　開催日:令和3年12月12日 日 参加費：500円（保険料
資料代）　

◦集合／近鉄岡寺駅東出口　9 時～ 9 時 40 分
◦解散／近鉄飛鳥駅前広場　12時頃
◦参加申込方法／事前申込（メール・電話）
◦案内団体／飛鳥観光協会ボランティアガイド

近鉄岡寺駅東出口広場【集合】→五条野丸山古墳→菖蒲池古墳→
野口王墓古墳→鬼の雪隠・俎古墳→カナヅカ古墳→平田梅山古
墳→岩屋山古墳→近鉄飛鳥駅【解散】

申込・
問い合わせ先

一般社団法人 飛鳥観光協会
TEL：0744-54-3240　E-mail: info@asukakyo.jp

コース

概 要

概算距離：約8km 定員：30人（抽選）

伊勢本街道・暗峠越えハイキング
古代から旅人の往来が絶えぬ街道で、奈良時代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参りで賑わいました。

　開催日:令和3年12月11日 土 参加費：無料　

◦集合／枚岡神社大鳥居付近（最寄り駅：近鉄枚岡駅）　9 時30 分
◦解散／ 1次解散:近鉄南生駒駅　2 次解散:菊司酒造　15時頃
◦参加申込方法／事前受付（はがき①複数名可②住所、氏名、年齢）
◦参加申込期間／ 10月20日（水）～11月20日（土）
◦案内団体／生駒市観光ボランティアガイドの会

枚岡神社大鳥居【集合】→枚岡神社→芭蕉句碑→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・
問い合わせ先

生駒市観光協会事務局（生駒市観光振興室内）

〒 630-0288 生駒市東新町8-38 生駒市観光振興室内
TEL：0743-74-1111

コース

概 要

概算距離：約4km 定員：50名（先着）

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に参加します。

　開催日:令和4年2月11日 祝・金 参加費：無料　

◦集合／近鉄池部駅　9時
◦解散／近鉄池部駅　15時30 分頃
◦参加申込方法／事前申込（はがき・FAX・メール・電話）
◦参加申込期間／ 12月15日（水）～2月6日（月）
◦案内団体／河合町観光ボランティアガイドの会

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・
問い合わせ先

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

コース

概 要

概算距離：約10km 定員：30名（先着）

馬見古墳群とかぐや姫
古墳時代前半から後期にかけて広陵町内に存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4年3月6日 日 参加費：300円　

◦集合／ 近鉄築山駅（集合場所）から北へ3分、コープなんごう、駐車場（受付場所）　9 時
◦解散／ 牧野（バクヤ）古墳（馬見北9丁目バス停まで徒歩3分）　15時頃 

（最寄り駅：近鉄五位堂駅）
◦参加申込方法／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
◦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プレゼント

近鉄築山駅【集合】→モエサシ古墳群→新山古墳→於（ウエノ）神
社→専光寺→三吉石塚・新木山古墳→竹取公園→讃岐神社→巣
山古墳→馬見丘陵公園→牧野（バクヤ）古墳【解散】

申込・
問い合わせ先

広陵町生涯学習文化財課

TEL：0745-55-1001　FAX：0745-55-1009
E-mail: info@town.koryo.nara.jp

コース

概 要



概算距離：約10km 定員：50名（先着）

「聖徳太子ゆかりの地をめぐる」～聖徳太子1400年御遠忌～
太子信仰息づく安堵町。飽波神社は秋の祭礼日で「なもで踊り」絵馬を公開中。参加者に広峰

神社のムクロジのストラップを無病息災のお守りとして贈呈します。

　開催日:令和3年10月24日 日 参加費：300円（資料代・
保険料等）

◦集合／JR 法隆寺駅改札口　9 時～
◦解散／JR 大和小泉駅　15時頃
◦参加申込方法／事前申込（はがき・電話・FAX）　雨天決行
◦参加申込期間／ 10月1日（金）～10月20日（水）
◦案内団体／安堵観光ボランティアの会

JR法隆寺駅【集合】→天理軽便鉄道跡→善照寺・広峰神社→太子道
→飽波神社→極楽寺→高塚→かかし公園（聖徳太子像）→中家住宅
→額安寺・推古神社→光堂寺・杵築神社→JR大和小泉駅【解散】

申込・
問い合わせ先

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（平日９時～１７時） FAX：0743-57-1541

コース

概 要

概算距離：約4.6km 定員：30名（先着）

「聖徳太子御遠忌1400年」ゆかりの法貴寺へ
聖徳太子創建の法貴寺千萬院で国の重要文化財「不動明王立像」や宿院仏師が造った仏像群

を拝観し、道の駅「レスティ唐古・鍵」でお買い物も楽しめます。

　開催日:令和3年9月30日 木 参加費： 300円　

◦集合／近鉄石見駅西広場　8 時30 分～ 9 時
◦解散／道の駅「レスティ唐古・鍵」　11時30 分頃
◦参加申込方法／事前受付（電話・メール）
◦参加申込期間／ 9月10日（金）～ 9月20日（月）
◦案内団体／田原本町観光ボランティアガイドの会

近鉄石見駅西広場【集合】→今里問屋場・蛇巻き→唐古・鍵遺跡史
跡公園→法貴寺（千萬院、仏像拝観）→道の駅「レスティ唐古・鍵」

申込・
問い合わせ先

一般社団法人 田原本まちづくり観光振興機構

TEL：0744-33-4560　E-mail：info@tawaramoton.com

コース

概 要

概算距離：約3.5km 定員：30名（先着）

聖徳太子ゆかりの朝護孫子寺と信貴山城址巡り
最強開運日（天赦日＋大安）に、日本で最初に聖徳太子が毘沙門天王に感得された紅葉が 

美しい朝護孫子寺と松永弾正久秀の信貴山城址を巡り、幸運を授かろう！

　開催日:令和3年11月12日 金 参加費：300円　

◦集合／信貴山観光iセンター 9時～ 9時40分　◦解散／ 信貴山観光 iセンター 13 時頃
◦参加申込方法／事前申込（FAX・往復はがき・メール）　
◦参加申込期間／ 10月1日（金）～10月31日（日）
◦案内団体／信貴山観光ボランティアガイドの会

信貴山観光iセンター【集合】→仁王門→世界一・福寅→朝護孫子
寺・本堂→信貴山雌岳・入口→空鉢堂（城の高櫓跡）→松永屋敷跡
→多宝塔→聖徳太子騎馬像→信貴山観光Ｉセンター【解散】

申込・
問い合わせ先

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 奈良県生駒郡平群町信貴山
TEL：0745-44-9855 FAX：0745-44-9856
E-mail：shigisan.kankoui@kzc.biglobe.ne.jp

コース

概 要

概算距離：約4.5km 定員：50名（先着）

聖徳太子伝承の地を歩く
聖徳太子へのあこがれが物語となって多くの伝承が残されています。

太子をしのびながら、秋色美しい平群野の古墳や石仏もお楽しみください。

　開催日:令和3年11月21日 日 参加費：300円　

◦集合／近鉄生駒線平群駅前平群町総合文化センター　9 時30 分～10 時
◦解散／道の駅「くまがしステーション」　12時頃
◦参加申込方法／事前申込（HP・往復はがき・FAX）
◦参加申込期間／ 10月1日（金）～11月15日（月）
◦案内団体／平群町観光ボランティアガイドの会

近鉄生駒線平群駅【集合】→三里古墳→叶堂→長楽寺→西宮古墳
→道の駅「くまがしステーション」【解散】

申込・
問い合わせ先

平群町観光ボランティアガイドの会

〒636-8585 奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1 平群町経済建設課 商工・観光係
TEL：090-6963-8121 FAX：0745-45-0211
https://heguri-kannkou-guide.jimdofree.com

コース

概 要

概算距離：約4.6km 定員：50名（先着）

聖徳太子を慕う道（当麻街道を歩く）
王寺町内の聖徳太子ゆかりの遺跡を訪ねながら、聖徳太子が歩かれた道を一緒に歩きましょう。

　開催日:令和3年12月4日 土 参加費：300円　

◦集合／王寺駅北口広場　8 時30 分
◦解散／JR 畠田駅　12時頃
◦参加申込方法／王寺観光ボランティアガイドの会 HP
◦参加申込期間／ 11月20日（土）～12月2日（木）
◦案内団体／王寺観光ボランティアガイドの会

JR王寺駅【集合】→大和川堤防・舟戸の渡し場跡→西安寺跡→近鉄
田原本線カルケット→近鉄田原本線船渡橋梁→日見橋跡→達磨寺
→片岡王寺跡→芦田池→JR畠田駅【解散】

問い合わせ先
王寺観光ボランティアガイドの会

TEL：0745-33-6668　http:/oujiguide.web.fc2.com/

コース

概 要

概算距離：約7km 定員：50名（先着）

1400年御遠忌記念　聖徳太子の面影をたずねて
2022年は、聖徳太子が622年に亡くなられてちょうど1400年目になります。そのときに

向け、縁のある7町で行うリレーウォークのラストを飾るイベントです。法隆寺・法起寺・

法輪寺など聖徳太子の面影をたどります。

　開催日:令和4年2月13日 日 参加費：300円（要事前予約）

◦集合／JR 法隆寺駅 南口　9 時～ 9 時30 分
◦解散／ 法隆寺ｉセンター　12時30 分
◦参加申込方法／電話
◦参加申込期間／令和4 年1月15日（土）から（定員に達するまで）
◦案内団体／斑鳩の里観光ボランティアの会

JR 法隆寺駅【集合】→上宮遺跡公園→史跡中宮寺跡→法起寺→法
輪寺→法隆寺→藤ノ木古墳→法隆寺ｉセンター【解散】

申込・
問い合わせ先

斑鳩の里観光ボランティアの会 事務局

TEL：0745-74-6800

コース

概 要

概算距離：約3km 定員：30名（先着）

聖徳太子も歩いた筋違道を歩いて、厄除けお参り
三宅町内に残る聖徳太子も歩いたという筋違道（すじかいみち）を歩きます。

道沿いのスサノオ尊（牛頭天王）をお祀りした神社で、厄除け祈願してください。

　開催日:令和4年1月22日 土 参加費：300円（資料代）

◦集合／近鉄黒田駅前　9 時　　◦解散／近鉄結崎駅　12時頃
◦参加申込方法／事前申込（電話・FAX・メール）
◦参加申込期間／令和3 年12月17日（金）まで
◦案内団体／三宅ボランティアガイドの会

近鉄黒田駅【集合】→万葉歌碑→伴堂杵築神社→厳島神社→忍性
菩薩生誕の碑→白山神社→屏風杵築神社→結崎駅【解散】

申込・
問い合わせ先

三宅町役場 産業振興課

TEL：0745-44-3071　FAX：0745-43-0922
E-mail：seisaku@town.miyake.lg.jp （件名にウォーク参加希望と明記）

コース

概 要

「聖徳太子1400年御遠忌」記念
（6町ガイド連絡会）

「聖徳太子1400年御遠忌」記念
（6町ガイド連絡会）

中家住宅入館希望者は別途 200 円
申込時にお伝えください。

駐車場は有料（500 円 /日）

それぞれのウォークに参加いただき、配布される

用紙にスタンプを集めてください。

スタンプ 3つで、各ウォーク受付時に景品1つと

交換させていただきます。



参加される皆さまへのお願い

http://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！

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

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。

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、イベントの催行に「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。

橿原市
葛城市

明日香村

田原本町

桜井市
宇陀市

吉野町

十津川村

東吉野村

天川村

川上村

御杖村

五條市

下北山村

御所市

曽爾村

大淀町

高取町

黒滝村

野迫川村
上北山村

大和

高田市

下市町

奈良市

天理市

大和郡山市

生駒市

香芝市

平群町

三郷町
斑鳩町

安堵町

川西町

三宅町
上牧町

王寺町

広陵町

河合町

山添村

奈良県


