
６４３４人のも尊い命が犠牲になった阪神・淡路大震災は、１月１７日で
地震発生から１５年を迎えた。

復興は、まだまだつづく･･･

道路網が寸断

港が壊滅

発 行：関西元気宣言発信運動本部

生活が破壊

阪神･淡路大震災から１５年
１９９５年１月１７日

忘れてはいけない

～伝えていかなければならない～

１．１７のつどい－阪神・淡路大震災１５周年追悼式典－

鳩山内閣総理大臣

写真提供 神戸市写真提供 兵庫県

失われた命を悼み、今年も約１万本のろうそく
が灯された。

（神戸市長田区）

（Ｃ）光プロ/ＫＯＢＥ鉄人ＰＲＯＪＥＣＴ2010

住民の復興のシンボル

鉄人２８号



平成21年度 文化庁芸術祭賞・関西元気文化圏賞

日 時：平成２２年１月１８日（月） 場 所：ホテルニューオータニ大阪
【贈呈式】１６時００分～１７時００分
【祝賀会】１７時００分～１８時３０分

「関西文化圏賞」受賞者
【 大 賞 】水都大阪2009実行委員会
【 特別賞 】 興福寺「国宝 阿修羅像」
【ﾆｭｰﾊﾟﾜｰ賞】 青いバラ開発（ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 植物科学研究所）

阪神なんば線（阪神電気鉄道(株)）
特定非営利活動法人 KOBE鉄人ROJECT
三重県立相可高等学校 植物調理科

関西元気文化圏賞とは、文化を通じて関西から日本を明るく元気にすることに
貢献した人・団体に対して、感謝と一層の活躍を期待して、関西元気文化圏
推進協議会によって贈呈される賞。

関西元気文化圏推進協議会とは、平成15年3月に、当時の文化庁長官が
提唱し、同8月に関西の経済団体、企業、報道機関、行政機関等の代表者に

よって構成され、関西各地の魅力あふれる文化の力を集結し、豊かで活力
のある圏域づくりを批准し、ひいては日本全体を元気にすることをめざすため
設立された組織。

不可能の代名詞といわれていた「青い
バラ」。花言葉は、“夢 かなう”。20年
の研究の成果です！

文化庁芸術祭賞受賞の皆様！

鉄人パワーで、地域活性化!!!

高校生だけで運営する「まごの店」で
は、地産地消で地域活性化に貢献！
目指せ、「食」のスペシャリスト！

合同贈呈式 が行われました！

「水の都・大阪」復興のシンボ
ルイベント！実行委員会会長
の平松大阪市長もにんまり！



7年目を迎え、大阪の冬の風物詩として定着しました「ＯＳＡＫＡ光の

ルネサンス」。2009年は、中之島公園全域にエリアを拡大し、過去最

多の304万人の来場者を数え、12月25日に閉幕しました。

大阪府立中之島図書館 大阪市役所 錦橋

中之島通 みおつくしプロムナード

大阪市中央公会堂

写真提供：OSAKA光のルネサンス実行委員会
http://www.hikari-renaissance.com/mt/index.html



天神御所天神御所 伊豆 御所 次郎 新秋 早秋 大安甘柿大安甘柿

太秋 上西早生上西早生 藤原御所 富有 前川次郎前川次郎 西浦 ラマフォルテラマフォルテ

絵御所 油壺 赤柿 御寺 帯仕 烏須美烏須美 甘草

久保久保 久保型帯仕久保型帯仕 小美濃 八島 三ヶ谷御所三ヶ谷御所 猩々 浄蓮

禅寺丸禅寺丸 筆柿 栃原柿 西村早生西村早生 ヘグロ 水島御所 黒柿

天竜坊天竜坊 衣紋 赤津 菊平 平核無 刀根早生刀根早生

甲州丸 大和百目大和百目 宝生丸宝生丸 吉野 甲州百目甲州百目 似たり似たり 柿山柿

夫婦柿夫婦柿 稲佐 パンス 慶山盤柿慶山盤柿 法蓮坊 川底扁平柿川底扁平柿 デジマル

立石 西条 地蔵柿 灯篭柿 疣柿 葉隠 平柿和歌山平柿和歌山

市田柿市田柿 鶴の嘴 愛宕 横野 飯台 超河 豆柿豆柿

白皮柿 寺社 霜 長トロ柿 堂上蜂屋堂上蜂屋

写真協力　奈良県農業総合センター果樹振興センター

奈良県は柿の収穫量が全国２位です。主な産地は五條市、下市町、天理市、御所市です。

提　　唱：国土交通省　　主　　催：奈良県・㈶都市緑化基金

お問い合わせ：第 27 回全国都市緑化ならフェア実行委員会
 　U R L  http://www.yamatohanagoyomi.jp





　　　

朱雀門広場

交流広場

エントランス広場

体験楽習広場

東院庭園広場

南門広場

　　　　　　
平城宮跡資料館

第一次大極殿正殿･前庭

遺構展示館

平城京歴史館／遣唐使船復原展示

近鉄大和西大寺駅
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巡る奈良イベントカレンダー
冬季（2010.1.1～3.31）
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●1/2(土)(予定)～3/22（月・祝）　9:30～17:00。入館は16:30まで。
平城遷都1300年記念
「入江泰𠮷 大和路巡礼Ⅲ ー飛鳥の里ー」
入江泰𠮷記念奈良市写真美術館（奈良市）

入江泰𠮷記念奈良市写真美術館　☎0742-22-9811

●1/7(木)～7/2(金)　9:30～16:30。入場は16:00まで。  　
平城遷都1300年記念展、財団設立70周年名品展
「木白と茶陶名品展（１）」
財団法人 寧楽美術館 名勝依水園（奈良市）

財団法人 寧楽美術館 名勝依水園　☎0742-25-0781

●1/23(土)　12:00 ～19:00  　
若草山山焼き
（冬花火の祭典事業）
若草山（奈良市）

奈良県ならの魅力創造課　☎0742-27-1515

●2/6(土）～3/14(日)　
9:30～17:00、2/11(木）～2/14(日)は～21:00、3/1(月）～3/14(日)は
～18:00（但し3/12（金）は～19:00）入館は閉館30分前まで  　
特別陳列 お水取り
奈良国立博物館（奈良市）

奈良国立博物館　☎050-5542-8600（ハローダイヤル）

●3/1(月)～　9:00 ～17:00  　
1300年祭特別展示
興福寺国宝館（奈良市）

興福寺国宝館　☎0742-22-5370

●3/6(土)、3/7(日)  　
山の辺の道　文化歴史講座
山の辺の道近辺（天理市）

天理市観光課　☎0743-63-1001（内線208）

●3/20(土)～5/9(日)　9:00～17:00（入館は16:30まで）、期間中の
金・土曜日は～21:00（入館は20:30まで）  　
特別展「Ｍ.Ｃ.エッシャー展 ～視覚の魔術師～」
奈良県立美術館（奈良市）

奈良県立美術館総務課　☎0742-23-3968

●3/21(日）　
第15回 全国梅サミット IN 奈良
奈良市月ヶ瀬公民館他（奈良市）

第15回全国梅サミット協議会
（奈良市観光交流課内）
☎0742-34-5135

聖徳太子セミナー
●2/6(土）　14:00～(開場13:30)  　
ミュージカル｢聖徳太子絵巻｣
いかるがホール･大ホール（斑鳩町）

OSK日本歌劇団　☎06-6362-8838

●3/6(土）　
にぎわい市10:00～(予定)、シンポジウム13:30～(開場13:00)  　
聖徳太子シンポジウム（講師：立松和平氏）
｢未来へのビジョン-聖徳太子の国づくり｣
やまと郡山城ホール･大ホール（大和郡山市）

平成聖徳太子塾運営事務局(近畿日本ツーリスト株式会社奈良支店内)
☎0742-23-4891(平日9:15～18:00、土･日･祝と12/31～1/4は休業)

●2月コース:2/6(土)～9(火) 3月コース:3/4(木)～7(日)  　
平成聖徳太子塾
法隆寺をはじめとする聖徳太子ゆかりの地

(大和郡山市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 他)
著名人によるセミナー(座学)に、地域の魅力満載のフィールドワークをプ
ラスした学びの旅
○日本の世界遺産第一号『法隆寺』 で 大野管長の法話を聞く！
○１２年に１度の体験！虎の寺『信貴山』 で 寅年寅月寅日の法要！
○神々が宿る『春日大社』 で 岡本権宮司のセミナーを聞く！
○信貴山縁起絵巻は日本アニメのルーツ！絵巻の絵解きからアニメまで！
　その他、地域の魅力あるプログラムが盛りだくさん！
平成聖徳太子塾運営事務局(近畿日本ツーリスト株式会社奈良支店内)
☎0742-23-4891(平日9:15～18:00、土･日･祝と12/31～1/4は休業)

●２月２２日（月）　
９：００出発予定（８：３０集合）　雨天決行（荒天の場合は中止）  　
太子道をたずねる集い　磯長ルート
法隆寺 南大門(斑鳩町)

法隆寺寺務所　☎0745-75-2555

フルコトブミ1300年紀序章
●2/6(土）　13:00～14:30  　
第14回こおりやま歴史フォーラム
やまと郡山城ホール(小ホール)（大和郡山市）

●2/6(土）　15:00～(14:30～開場)   　
浅野温子 語り舞台®

｢日本神話への誘い（いざない）®｣入場料2,000円
やまと郡山城ホール(大ホール)（大和郡山市）

●2/7(日）　9:30～16:00  　
第6回記憶力大会
やまと郡山城ホール(大ホール及びレセプションホール)（大和郡山市）

記憶力大会実行委員会　
大和郡山市教育委員会　生涯学習課　☎0743-53-1151（内線731）

●2/11(木・祝）　9：00～16：00(予定）   　
砂かけウォーク
廣瀬大社（河合町）

平城遷都1300年祭河合町実行委員会
☎0745-57-0200（内線212 河合町秘書課）※事前申込が必要

●2月上旬～3月上旬　9:30～16:30  　
第７回 大和郡山 盆梅展
郡山城址内 追手門/追手向櫓/多聞櫓（大和郡山市）

大和郡山盆梅展 実行委員会事務局
☎0743-53-1151（内線564 大和郡山市地域振興課）

●2/20（土）、2/21（日）、2/22（月）  　
いかるが市
法隆寺観光自動車駐車場および周辺（斑鳩町）

いかるが市実行委員会
☎0745-74-1001（内線212 斑鳩町観光産業課）

●3/28(日）　10:00～16:00※宝探しは3月上旬～5月上旬  　
“信貴山”まんぷくの旅
信貴山朝護孫子寺周辺、農業公園信貴山のどか村（平群町、三郷町）

信貴山観光振興実行委員会　
☎0745-45-1001（内線504 平群町経済建設課）

●3月下旬～4月上旬　10:00～21:00  　
第50回 大和郡山お城まつり
郡山城址周辺（大和郡山市）

大和郡山市観光協会事務局　
☎0743-52-2010

●3月下旬～4月初旬　10:00～21:00（予定）    　
あんど夢あかり“安燈会”
安堵町歴史民俗資料館周辺他（安堵町）

安堵町観光振興・魅力発信事業実行委員会（安堵町役場総務課内）事務局
☎0743-57-1511（内線310）

●12/31(木)～1/1（金）　22:00～
平城遷都1300年祭 カウントダウン開幕イベント
新春「うだ暁明けツアー」
【主会場】室生寺      
【副会場】墨坂神社、鳥見山、かぎろひの丘万葉公園、宇太水分神社（宇陀市）
創建以来初めての五重塔の初層開扉、塔内で秘仏「五智如来」初公開
等、この日だけの見どころ満載のツアー！
○新春ご来光祭り　　墨坂神社から鳥見山公園
○かぎろひを観る会　　かぎろひの丘万葉公園　
○新春初詣の集い　　宇太水分神社
宇陀市商工観光課　☎0745-82-2457

●1/9(土)～2/28(日）の土・日・祝　10:00 ～16:00
三峰山霧氷まつり
みつえ青少年旅行村～三峰山（往復約10㎞）（御杖村）

御杖村観光協会　☎0745-95-2001

●3/1(月)～3/31(水）　10：00～16：00　※展示する各家により異なる  
高取土佐街なみ「町家の雛めぐり」
高取土佐街なみ一帯（高取町）

高取土佐街なみ天の川計画実行委員会
☎0744-52-1150(高取町観光案内所)

●3月下旬～4月中旬　18:00～21:00
石舞台古墳夜桜ライトアップ
国営飛鳥歴史公園石舞台地区（明日香村）

明日香村観光開発公社　☎0744-54-4577

玄武 ～平城京周辺～

玄武 ～平城京周辺～

●11/21(土)～1/30(土)  　
きなりの郷 冬物語
下北山スポーツ公園、下北山温泉「きなりの湯」（下北山村）

下北山村フェスティバル実行委員会（下北山村産業建設課）　
☎07468-6-0016
下北山村商工会青年部　☎07468-6-0446

●1/14(木）  　
念仏寺陀々堂の鬼走り
五條市 念仏寺（五條市）

五條市役所農林商工観光課　
☎0747-22-4001

●1月中旬～2月下旬  　
高見山の霧氷、樹氷
高見山（東吉野村）

※期間中の土日、祝日のみ近鉄榛原駅より霧氷バスを運行。
東吉野村役場地域振興課　☎0746-42-0441
奈良交通テレフォンセンター　☎0742-20-3100

●1/23(土)　10:00～15:00頃  　
達っちゃんクラブ～巨木めぐり～
川上村村内（川上村）

●2/6(土)　10:00～15:00頃  　
達っちゃんクラブ～氷瀑ツアー～
川上村井光(御船の滝)（川上村）

●3/27(土）　10:00～15:00頃  　
達っちゃんクラブ～琵琶の滝ハイキング～
川上村下多古(琵琶の滝)（川上村）

山幸彦のもくもく館　☎0746-53-2929　※事前申込が必要

●1/31(日）　（受付)8:30～9:30　(競技）10:00～  　
十津川温泉郷　昴の郷マラソン大会
十津川温泉 昴の郷（十津川村）

昴の郷マラソン大会実行委員会（事務局：十津川村教育委員会）　
☎0746-62-0067　※事前申込が必要

●2/1(月）～2/3(水) 　
第12回 鬼火の祭典キャンペーン
蔵王堂境内、吉野山一帯（吉野町）

吉野山観光協会　☎0746-32-1007

●2/3(水）　11:00～　
金峯山寺 節分会（鬼火の祭典）
吉野町吉野山 金峯山寺蔵王堂（吉野町）

金峯山寺　☎0746-32-8371

●2/12(金）  　
初市
国道309号線千石橋南詰め～下市郵便局前（下市町）

下市初市実行委員会(下市町役場総務課)　☎0747-52-0001

●2/27(土)　13:00～  　
国栖奏
吉野町南国栖　浄見原神社（吉野町）

吉野町役場観光商工課　☎0746-32-3081

日本ペンクラブ「平和の日」の集い
◇開催時期：2010年3月3日（水）　◇開催会場：奈良県文化会館
◇実施主体：日本ペンクラブ、（社）平城遷都1300年記念事業協会
◇連絡先：☎0742-26-0752

朱雀 ～吉野周辺～

コンベンション

青龍 ～飛鳥・藤原周辺、大和高原・宇陀周辺～

青龍 ～飛鳥・藤原周辺、大和高原・宇陀周辺～

白虎 ～斑鳩・信貴山周辺、葛城周辺～

白虎 ～斑鳩・信貴山周辺、葛城周辺～

中宮寺（ちゅうぐうじ）　
表御殿
おもてごてん
2/1(月)～2/28(日)
9:00～16:00（受付15:45まで）
中宮寺　☎0745-75-2106
http://www.horyuji.or.jp/chuguji.htm

帯解寺（おびとけでら）　
寺宝展
じほうてん
3/1(月)～3/15(月)（10/30(土)～11/6(土)も実施）
9:00～16:00
帯解寺　☎0742-61-3861　http://www.obitokedera.or.jp/

海龍王寺（かいりゅうおうじ）　
十一面観音立像（重文）
じゅういちめんかんのんりゅうぞう
3/23(火)～4/7(水)、5/1(土)～5/9(日)、
10/23(土)～11/10(水)(予定)
9:00～17:00（受付16:50まで）
海龍王寺　☎0742-33-5765　http://www.kairyuouji.jp/

新薬師寺（しんやくしじ）　
香薬師如来立像
こうやくしにょらいりゅうぞう
1/1(金)～12/31(金)
9:00～17:00（受付16:50まで）
新薬師寺　☎0742-22-3736
http://www.k5.dion.ne.jp/̃shinyaku/

大安寺（だいあんじ）　
馬頭観音立像（重文）
ばとうかんのんりゅうぞう
3/1(月)～5/9(日)
9:00～17:00（受付16:00まで）
大安寺　☎0742-61-6312　http://www.daianji.or.jp/

伝香寺（でんこうじ）　
地蔵菩薩立像（重文）
じぞうぼさつりゅうぞう
3/10(水)～4/4(日)　椿の開花状況で公開期間変更有
9:00～16:00
伝香寺　☎0742-22-1120

不退寺（ふたいじ）　
在原業平朝臣画像
ありはらのなりひらあそんがぞう
3/1(月)～5/31(月)、10/1(金)～11/23(火・祝)
9:00～17:00（受付16:30まで）
不退寺　☎0742-22-5278
http://www3.kcn.ne.jp/̃futaiji/index.html

法華寺（ほっけじ）　
十一面観音立像（国宝）
じゅういちめんかんのんりゅうぞう
本尊：3/20(土)～4/7(水)、5/1(土)～5/9(日)、
6/5(土)～6/9(水)、10/23(土)～11/10(水)(予定)
庭園：4/1(木)～6/9(水)、10/1(金)～11/30(火)
9:00～17:00(受付は16:50まで)
法華寺　☎0742-33-2261　http://www.hokkeji-nara.jp/

薬師寺（やくしじ）　
玄奘三蔵院伽藍・大唐西域壁画殿
げんじょうさんぞういんがらん・だいとうさいいきへきがでん
1/1(金)～12/31(金)
8:30～17:00（受付16:30まで）
薬師寺　☎0742-33-6001　http://www.nara-yakushiji.com/

安倍文殊院（あべもんじゅいん）　
文殊菩薩像 特別拝観
もんじゅぼさつぞう とくべつはいかん
1/1(金)～11/30(火)（予定）　
9:00～17:00（受付16:40まで）
1/11(月・祝)　安倍仲麻呂公詩碑除幕式　
安倍文殊院　☎0744-43-0002
http://www.abemonjuin.or.jp/

久米寺（くめでら）　
多宝塔（重文）初層
たほうとう
3/1(月)～5/31(月)　※雨天時は開扉を中止する場合があります。
9:00～17:00（受付16:30まで）
久米寺　☎0744-27-2470

談山神社（たんざんじんじゃ）　
談峯如意輪観音像など
だんぽうにょいりんかんのんぞう
3/1(月)～5/31(月)
8:30～16:30
談山神社　☎0744-49-0001
http://tanzan.or.jp/

室生寺（むろうじ）　
五重塔（国宝）初層
ごじゅうのとう
1/1(金)～1/17(日)、3/13(土)～3/28(日)、
9/11(土)～9/26(日)
9:00～16:00（3～11月）、9:00～15:00（12～2月）
（受付は閉門30分前）
室生寺　☎0745-93-2003
http://www.murouji.or.jp/

長谷寺（はせでら）　
十一面観世音菩薩御影大画軸など
じゅういちめんかんぜおんぼさつみえいだいがじく
3/1(月)～5/31(月)　9:00～16:00
3/2(火)　開山 徳道上人忌法要
長谷寺　☎0744-47-7001
http://www.hasedera.or.jp/

壷阪寺〈南法華寺〉（つぼさかでら〈みなみほっけじ〉）　
三重塔（重文）初層内陣
さんじゅうのとう
3/1(月)～5/31(月)、10/1(金)～12/18(土)
9:00～16:30（受付16:00まで）
壷阪寺　☎0744-52-2016
http://www.tsubosaka1300.or.jp/

長谷寺
西国三十三所結縁御開帳 
長谷寺大観音 特別拝観
さいごくさんじゅうさんしょけちえんごかいちょう 
はせでらだいかんのん とくべつはいかん
3/1(月）～5/31（月）　9:00～16:00

壷阪寺〈南法華寺〉
西国三十三所結縁御開帳 
壷阪観音 特別拝観
さいごくさんじゅうさんしょけちえんごかいちょう 
つぼさかかんのん とくべつはいかん
3/1(月）～5/31（月）　8:30～17:00（受付16:30まで）

朝護孫子寺（ちょうごそんしじ）　
毘沙門天像（奥秘仏）など
びしゃもんてんぞう
1/1(金)～1/17(日)、2/1(月)～2/16(火)
（7/1(木)～7/15(木)も実施）
9:00～16:00
朝護孫子寺本坊　☎0745-72-2277
http://www.sigisan.or.jp/

信貴山縁起絵巻（国宝）
しぎさんえんぎえまき
2/1(月)～2/16(火)
（4/22(木)～5/5(水・祝)、10/31(日)～11/14(日)も実施）
9:00～16:00
朝護孫子寺霊宝館　
☎0745-72-2318

法隆寺（ほうりゅうじ）　
法隆寺伝法堂（国宝） 阿弥陀三尊像（国宝）など
ほうりゅうじでんぼうどう あみださんぞんぞう
2/18(木)～2/28(日)
2/21までは8:00～16:30、2/22からは8:00～17:00

法隆寺上御堂（重文） 釈迦三尊像（国宝）など
ほうりゅうじかみのみどう しゃかさんぞんぞう
3/1(月)～3/31(水)
8:00～17:00

法隆寺秘宝展
ほうりゅうじひほうてん
3/20(土)～6/30(水)（9/11(土)～11/30(火)も実施）
9:00～16:00

法隆寺　☎0745-75-2555
http://www.horyuji.or.jp/
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通年
公開
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県内各地の歴史・文化・自然等の資源を生かし、四季を通して、訪れる人々が県内各地の多彩な魅力を堪能できるイベントを展開します。

平城遷都1300年を記念し、社寺の協力のもと、
普段では拝観することのできない、
数々の秘宝・秘仏が特別開帳されます。

〈奈良大和路 秘宝・秘仏特別開帳〉〈奈良大和路 秘宝・秘仏特別開帳〉

金峯山寺（吉野町）朱雀会場【南】信貴山朝護孫子寺（平群町）白虎会場【西】

奈良公園（奈良市）玄武会場【北】 室生寺（宇陀市）青龍会場【東】

カウントダウン＆オープニングイベント

2010年1月1日 2009年12月31日 23:00START

し じ ん

平城遷都1300年祭の幕開け。｢四神を巡る｣をテーマにした、記念すべき年の訪れを祝う｢カウントダウン＆オープニングイベント｣を県内４カ所の会場で開催します！
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※実際の見え方とは異
なります

※イメージ

※平城遷都1300年祭公式ガイドＢＯＯＫ Vol.1より抜粋

※記載のデータは2009年9月1日現在のものであり、スペースの都合上、掲載されていない情報がある場合がございます。
　また、掲載されているデータが、やむをえず変更される場合もございますので、事前にお問い合わせください。




