
賑・ならまち２５
SHIN/NARAMACHI25

　～響き合う　まちづくり～

【プレイベントほか】 【クラシック・コンサート】 【奈良町フォーラム】
関東女流かな五人展 分科会 １１月２０日（土）

９：００～１７：００ ①１３：００～ ②１６：００～ 　①住まいとコミュニティ※ 元興寺 １８：３０～

杉岡華邨書道美術館 ℡:24-4111 奈良町物語館 ℡:26-3476 ※①分科会のみ１１月１９日（金）１８：３０～

所蔵文化財特別公開と １０月３１日（日） 木管五重奏 １１月６日（土） １８：３０～ 　②駅とまちづくり ならまち振興館 １３：００～

涅槃図の絵解き １３：００～１７：００ ℡:0774-73-8029（樫内） 　③わらべうたとまちづくり 音声館 １０：００～
　（１４：００～１５：００） 徳融寺・本堂 ℡:26-3476 杉岡華邨書道美術館 ℡:24-4111 　④五感で感じるまちづくり 奈良町物語館 １３：００～

奈良町絵展 １１月１日（月）～７日（日） フランスシター １１月１０日（水） 　⑤奈良の生活と観光 徳融寺 〃

　奈良町に関する絵を １０：００～１７：００ ／いいだむつみ １８：３０～ ℡:23-0606（飯田） 　⑥まちづくり国際交流

募集して、展示します。 奈良町物語館 ℡:26-3476 杉岡華邨書道美術館 ℡:24-4111 　⑦居たいまち・帰るまち 明秀館（元林院町 １５：００～

写真で見る 歌曲（日本の歌） １１月１２日（金） 交流会 １１月２０日（土） １８：００～

思い出の奈良町 ９：３０～１７：００ ℡:27-0169 ／上司　直子 ①１１：００～１１：４５ 奈良町物語館

②１３：３０～１４：１５ 全体会 １１月２１日（日） １２：３０～

地歌舞　山村流 １１月３日（水・祝） フルートオーケストラ １１月１４日（日） １８：３０～ 特別講演、パネル ならまちセンター・市民ホール

『玉響（たまゆら）の会』 ①１２：００～ ②１５：００～ ／まほろばフルート 杉岡華邨書道美術館 ディスカッションほか 申込・問合せ ℡:26-3476

／山村若女ほか ならまちセンター・市民ホール オーケストラ ℡:24-4111

￥５，０００ ℡:27-0901（山村） クラシックライブ １１月１６日（火） 【展示】
ならまち和服ウォーク １１月５日（金）～７日（日） ／Ｆｉｘｅｄ　Ｓｔａｒ １９：３０～２1：００ 奈良工芸フェスティバル １１月６日（土）～１４日（日）

　訪れる人に、和服を着て １０：００～１６：００（要予約） 蔵部Ｄ ℡:24-9081 １０：００～２１：００

　散策を楽しんで頂けます。 名勝大乗院庭園文化館 カルテット １１月１８日（木） １８：３０～ なら工藝館 ℡:27-0033

℡:33-3315 ℡:090-5466-9907（高木） ／Ｑｕａｒｔｅｔｔｏ　Ｖｉｂｏ 杉岡華邨書道美術館 写真展「奈良町・町屋の庭」 １１月８日（月）～１２日（金）

大人の寺子屋 １１月６日（土） ℡:24-4111 ℡:090-8238-7530（水野） １０：００～１７：００ 奈良町物語館 ℡:26-3476

『和菓子を楽しむ』 １４：００～１６：００ フランスシター １１月１９日（金） ℡:23-0606（飯田） 地域通貨の紹介展 １１月１３日（土）・１４日（日）

／元奈良教育大学学長 徳融寺 ℡:22-3881 ／いいだむつみ ①１１：００～１１：４５ 　主催：ならコミュニティバンク １０：００～１７：００

　赤井達郎氏 観音堂・控えの間 奈良町物語館 ②１４：００～１４：４５ 奈良町物語館 ℡:49-6375

古楽器コンサート １１月２１日（日） 奈良町書情展 １１月１３日（土）～２３日（火・祝）

【伝統芸能・寄席】 ／SAKAMOTO古楽コンソート １８：３０～ 池口正峯 １１：００～１６：００

ほろよい寄席 １１月６日（土） ￥２，５００ 奈良町物語館 ℡:26-3476 くるま座 ℡:23-3903

／旭堂南左衛門・桂蝶六 １８：３０～ 【JAZZ】 染織展 １１月１５日（月）・１６日（火）

酒肆春鹿 ℡:26-4703 ＪＡＺＺライブ １１月１３日（土） 　主催：社会福祉法人 １０：００～１７：００

上方舞おけいこ体験 １１月６日（土） ￥５００ ／ぶうどりあん ２０：００～２1：４０ あゆみの会 ℡:53-0511 奈良町物語館

／山村若女 ①１１：００～１２：００ 蔵部Ｄ ℡:24-9081 町家再生パネル展 １１月１７日（水）～２３日（火・祝）

くるま座 ②１３：００～１４：００ ＪＡＺＺライブ １１月１９日（金） ９：００～１７：００ 格子の家 ℡:26-3476

℡:23-3903 ③１５：００～１６：００ ／ボーカル・ギター ２０：３０～ ならまち写生会作品展示 １１月１９日（金）～２１日（日）

百花法楽のつどい １１月１３日（土） ・ベース Ｇｅｎｔｒｙ ℡:26-2622 １０：００～１７：００ ならまちセンター展示室

　子供念仏踊り・江州音頭 １３：００～１５：００ ＪＡＺＺライブ １１月２０日（土） 問合せ：ならまち振興財団 ℡:27-1820

　・南インド舞踊 徳融寺・本堂 ℡:26-3476 ／茉莉那＆ワンダフルワールド １９：３０～２２：００

山村流上方舞鑑賞会 １１月１４日（日） 蔵部Ｄ ℡:24-9081 【協賛店舗の展示など】
／山村流地歌の会 ①１３：００～ ↓ならまち振興財団 ＪＡＺＺライブ １１月２１日（日） うれしやたのし屋展 １０月３０日（土）～１１月７日（日）

格子の家 ②１６：００～ ℡:27-1820 ／UP BEAT JAZZ4 １９：３０～２1：１０ ギャラリー卓都 ℡:23-1777

奈良町寄席 １１月１９日（金） 蔵部Ｄ ℡:24-9081 ビンハウスのジャワ更紗展 １０月３０日（土）～１１月７日（日）

／演芸風組 １９：００～ 【ポップス・その他】 サマサマ ℡:27-2763

￥３００ 法徳寺 ℡:22-3451 ピアノ・ギター弾き語り １１月６日（土） 陶人形展 １１月２日（火）～

地歌コンサート １１月２０日（土） くるま座 ／カズサ＆チカ １６：００～１７：３０ ギャラリー卓都 ℡:23-1777

／菊聖公一 １５：００～ ℡:23-3903 蔵部Ｄ ℡:24-9081 草木染・紬織作品展 １１月２日（火）～７日（日）

落語 １１月２０日（土） １８：３０～ ブルーグラス １１月６日（土） アートサロン宮崎℡:23-2588

／桂南光・こごろう・まん我 TEN・TEN・CAFÉ ／THE 大仏殿 １９：３０～２１：００ 古布の服とステンドグラス展 １１月４日（木）～２１日（日）

℡:26-6770 蔵部Ｄ ℡:24-9081 叙友舎 ℡:35-0166

親子で楽しむデッサン能 １１月２１日（日） アカペラコーラス １１月７日（日） ℡:23-0606（飯田） カジュアルに楽しむ中国茶会 １１月３日（水・祝）

／奈良金剛会 １３：００～１５：３０ ／て・と・ら ①１１：００～１１：４５ 叙友舎 ℡:35-0166

主催：NPO法人　宙塾 徳融寺・本堂 ￥１，０００（席料） 奈良町物語館 ②１４：００～１４：４５ 歌うなら・ならの歌 １１月６日（土）～２３日（火・祝）

問合せ・申込℡:24-1618 ポップス １１月７日（日） ガス燈 ℡:23-7550

花街・元林院町の歌と踊り １１月２３日（火・祝） ／うづらや玉子＆奥田晃市 ①１５：３０～１７：００ ・喜多村桐塑人形展示 １１月６日（土）～２３日（火・祝）

を再現する １４：００～１６：００ ②１９：００～２０：３０ ・浜田みち子「福、福とり張子展」 まほろば ℡:26-2526

／坂本晴古都・晴寿恵ほか 徳融寺・本堂 ℡:26-3476 蔵部Ｄ ℡:24-9081 ・楽しい仲間の一閑張展

エントランスコンサート １１月１４日（日） 草木染めのキリム・絨毯展 １１月１２日（金）～１９日（金）

【民族音楽・舞踊】 「秋～音風景～」 １４：００～１４：４０ サマサマ ℡:27-2763

南インド古典舞踏 ／マユリ　ユキコ 奈良市音声館 ℡:27-7700 チャレンジドアート １１月２０日（土）・２１日（日）

　１１月９日（火）　　蔵部Ｄ ①１４：００～１４：３０  ’70 ’80s サウンドライブ １１月１４日（日） 　障害者の作品展示 ギャラリーかつ乃℡:22-1719

℡:24-9081 ②１５：００～１５：３０ ／西村定次＆平山国次 １９：００～２１：１０ 【参加型イベント】
インドネシア民族音楽 ／パシールビンタン 蔵部Ｄ ℡:24-9081 酒蔵呑みくらべ処 １１月６日（土） 今西清兵衛商店

　１１月１３日（土）　１８：３０～２０：３０　杉岡華邨書道美術館 沖縄音楽　他 １１月１８日（木） 記念酒とオリジナルラベル作成 １１月６日（土）～２３日（火・祝）

　１１月２２日（月）　１４：００～１６：００　奈良町物語館 ／トリプルオー １９：３０～２１：３０ 今西清兵衛商店 ℡:23-2255

℡:0595-64-6420（安藤） 蔵部Ｄ ℡:24-9081 着物を着て写真を撮ろう １１月６日（土）～２３日（火・祝）

映像 １１月１９日（金） 　ウィーク ￥１，０００ 小袖 ℡:27-2582

【朗読・人形劇など】 ／樫内一起 １８：３０～ 喫茶ならまち 石ころデコレーション CHIRORI ℡:26-8830

人形劇 １１月１０日（水） 奈良町物語館 ℡:0774-73-8029（樫内） と １１月２３日（火・祝）

／サークルほびっと １１：００～１１：３０ 【手品】 ※期間中、展示もしています

朗読 ／亜子米 ￥５００（ドリンク付） ギターと手品 １１月１４日（日） 奈良町の地酒を楽しむ会 １１月１４日（日） 問合せ：フジワラ

　１１月１２日（金）　　鶉屋 ℡:22-7227　　19：00～19：40 ／録君ANDマジョンナ ①１３：００～ くるま座 　みなさん、奈良のお酒を １８：００～ ℡:26-3636

　１１月１６日（水）　　喫茶ならまち 　19：00～19：40 １９：００～ 鶉屋 ②１５：００～ ℡:23-3903 　一緒に呑みましょう。 奈良町物語館 ※会費制

　１１月１９日（金）　　うとうと ℡:23-5958　　19：00～19：40 ℡:22-7227 Beerマグの絵付け １１月１４日（日）

大紙芝居 １１月２３日（火・祝） 【お十夜】 １１月１５日（月） 　１０：００～　１００個限定 奈良町物語館 問合せ：フジワラ

　二月堂良弁杉のお話を ①１１：３０～ ②１４：００～ お寺の法会（公開） 徳融寺・法徳寺・高林寺 \1,200 ℡:26-3636

　大きな紙芝居を使って上演 奈良市音声館 ℡:27-7700 お十夜の講話 １３：００～１５：００ 【オープニング】 １１月６日（土）

読書会 １１月２３日（火・祝） 奈良町物語館 『奈良奉行川路聖謨とならまち界隈』 徳融寺 太鼓演奏，鏡開きなど １３：００～

　本の読み聞かせをする １０：００～ ℡:26-3476 ／帝塚山大学名誉教授　青山茂　　　 ℡:22-3881 ／アゴラ太鼓ほか 杉岡華邨書道美術館前

【ならまち茶会】 １１月２１日（日）

【Café de 説法】 TEN・TEN・CAFÉ ①元興寺（￥５００） ②高林寺（￥５００） 【フィナーレ】 １１月２３日（火・祝）

１５：００～ ℡:26-6770 ③奈良町物語館（￥３００） ④ならまち振興館（無料） 土の人、風の人、未来への響き １７：００～（１６：３０開場）

／上司永照（東大寺） １１月６日（土） ①～④１１：００～１６：００ ／The Nature Voices・和風・亜子米 ならまちセンター・

／辻村泰善（元興寺） １１月７日（日） 法徳寺 ￥１，５００ 布目太鼓・うづらや玉子・笑福亭純瓶 市民ホール

／稲葉珠慶（高林寺） １１月８日（月） ℡:22-3451 邪馬台国・増尾正子・木原勝彬・音声館の子どもたち・都築由美

／阿波谷俊宏（徳融寺） １１月１０日（水） 【国際協力の広場】 １１月２３日（火・祝）　　℡:20-6370

／倍巌良明（法徳寺） １１月１１日（木） 　国際協力とボランティアの １０：００～１５：００ ＊市外局番表記のない市外局番は０７４２（奈良市）です＊

／多川良俊（興福寺） １１月１２日（金） 　紹介。トンガダンスなど ならまちセンター・市民ホール ＊イベントは一部変更される可能性があります＊

賑・ならまち２５実行委員会

奈良市音声館

前売￥２，３００（ドリンク付）

当日￥２，５００（ドリンク付）

１１月７・１４・２１日（日）

１１：００～１７：００

！！期間中、毎日、ならどっとＦＭ　78.4Mhz、ニュースの時間内『なら街角スケッチ』のコーナーにて、当日及び翌日のイベントが紹介されます。！！

￥５００（ドリンク付）

１，５００（予約のみドリンク付）

￥３，０００（弁当・飲物付）

前売￥３，０００・ 当日￥３，５００

お茶会と地歌舞を楽しむ会

１，５００（予約のみドリンク付）

１，８００（予約のみドリンク付）

１，５００（予約のみドリンク付）

１，５００（予約のみドリンク付）

開催期間：２００４年１１月６日（土）～２３日（火・祝）

１１月６日（土）

￥３，０００（飲食込）

１１：００～１６：３０

イベント・展示等一覧表

／Ｆｉｘｅｄ　Ｓｔａｒ

参加費￥５００（資料代）

ヴァイオリン・コンサート

ならまちセンター・会議室　〃

１，５００（予約のみドリンク付）

（入館は１６：３０まで） ／小林英之

１０月９日（土）～１月１６日（日）

（入館は２０：３０まで）

１１月２日（火）～１２月１２日（日）

奈良市立史料保存館（入館は１６：３０まで）

１，５００（予約のみドリンク付）


	イベント1021

