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10月～12月イベントカレンダー

奈良県コンベンションセンター
なら記紀・万葉  集大成連続講演会  

主催：奈良県

Pocket  Marche  主催：Pocket  Marche実行委員会

れじフェス！美まつり  主催：（有）レジオン

奈良県コンベンションセンター まちびらきイベント  

主催：奈良県 、 PFI奈良賑わいと交流拠点（株）

奈良県大芸術祭・奈良県障害者芸術祭

大芸祭・障芸祭フェスティバル

蚤の市  主催：奈良 蔦屋書店

共催：奈良県コンベンションセンター

10月11日（日）

10月17日（土）、18日（日）
10月21日（水）、22日（木）
10月31日（土）、11月1日（日）

11月15日（日）

12月12日（土）

天平ホールコンベンションホール 天平広場

1F会議室 2F会議室

奈良県コンベンションセンターは県内最大の会議場です。

10月31日
11月1日    

まちびらきイベント
土

日

開催！入場無料

9：30-17：00 
10：00-17：00

ＮＨＫ奈良放送局
2020年9月28日（月）NHK奈良放送局新会館オープン
イベント情報は、NHK奈良放送局のホームページをご覧下さい。

JWマリオット・ホテル奈良
奈良県コンベンションセンター まちびらきイベント  

奈良県コンベンションセンター まちびらきイベント  

ラリック  アフタヌーンティー

10月31日（土）
11月1日（日）
11月1日（日）～2月28日（日）
イベント情報はJWマリオット・ホテル奈良のホームページをご覧ください。

奈良  蔦屋書店
奈良県コンベンションセンター 

まちびらきイベント  

奈良県コンベンションセンター 

まちびらきイベント  

奈良  蚤の市

10月31日（土）

11月1日（日）

12月12日（土）

奈良 蔦屋書店

ファミリーマート

スターバックス

中川政七商店

8：00～23：00

8：00～23：00　
8：00～23：00　
10：00～20：00

ショップ営業時間

イベント情報は、奈良  蔦屋書店のホームページをご覧ください。

近鉄奈良線

三条通り

大宮通り

JR万葉
まほろば線

至大阪

JR 関西本線
（大和路線）

JR奈良駅

369

308

24

平城宮跡

奈良県コンベンションセンター
新大宮駅より徒歩約10分新大宮駅より徒歩約10分

新大宮駅

近鉄奈良駅
新大宮駅

奈良市庁前

三笠中学校前
（奈良県コンベンションセンター前）

平城宮跡

奈良市役所

奈良公園

駐車場（地下）
駐車場（地上）
利用料金

駐輪場

0：00～24：00（24時間）
入庫可能時間　8：30～21：00　出庫可能時間　8：30～22：00
30分／100円（8：00～24：00）　1時間／100円（0：00～8：00）
※入庫後60分以内無料　※最大料金24時間／1000円
自転車、自動二輪・原動機付自転車  ※無料

奈良県コンベンションセンターまちだよりの創刊に際し、一言ご挨拶申し上げます。
奈良の豊富な歴史文化資源をさらに活かすべく、奈良市の中心部に滞在型観光を中心とした新たな
賑わいを創出するため、大宮通り新ホテル・交流拠点の整備を進めてまいりました。
今年４月には奈良県コンベンションセンターが、７月にはJWマリオット・ホテル奈良が、そして９月には
NHK新奈良放送会館が開業し、このエリアの施設がすべて稼働することとなりました。
コンベンションセンターを核として、県及びJWマリオット・ホテル奈良、NHK奈良放送局が連携し、また
地域の皆様とも一体となって、このエリアの新たな賑わいを創出し、奈良の魅力を発信していきたいと
考えております。
本誌が、このエリアと地域の皆様とのさらなる連携の一助となるとともに、このエリアに多くの方々が
訪れ、賑わいの空間となることを期待しております。

奈良県知事 荒井正吾

アクセスMAP
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協力／コープ自然派奈良、五ふしの草、
食の語り部プロジェクト、大和郡山市観光協会、
JWマリオット・ホテル奈良

天平広場では、体に優しい自然派食材のメニューのフードイベント

を開催。キッチンカーも登場。オーガニック野菜・果物などの販売

を行います。奈良の書店、雑貨販売の「蔦乃葉市(ツタノハイチ)」

や、金魚すくいコーナーなど楽しい企画も満載！

屋外イベント

（

（コープ自然派奈良 、金魚すくいコーナー、
プチトマトすくいコーナーなど、ちびっこには
「ちょこっとプレゼント」もあり

両日会場  天平広場   時間   10：00～17：00

奈良県コンベンションセンター  新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

イベントにご参加の皆様には、下記の点にご協力をお願いします。
・発熱・かぜ症状があるときには参加をお控え下さい。
・来館者はマスク着用にご協力下さい。
・人との間隔をできるだけ2メートル（最低1メートル）確保して下さい。
・会場内では大声での発声、歌唱等はお控え下さい。

● 来館者への検温チェック
● 正面玄関入口に消毒液の設置
● 来館者への手指消毒の利用及び咳エチケット徹底の呼びかけ
● 厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称COCOA）
　インストールの案内

● 館内の利用エリアの制限
● 空調機器による建物全体の換気
● 当施設スタッフのマスク着用

※プログラム内容・時間等、変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

ワークショップ
詳細はHPを
ご覧ください。

開会式
会場  天平広場    時間  9：30～

10月31日（土）天平広場で開会式が執り行われます。開会挨拶・くす玉割りの他、

奈良市立一条高等学校吹奏楽部によるウェルカム演奏やファンファーレも披露。

10月31日 土

今回のまちびらきイベントのテーマ「奈良の歴史・魅力の再認識と発見！」

に因んだ講演会として、講師に奈良県立万葉文化館の井上さやか先生を

お招きします。

特別講演会「平城京と『万葉集』」
会場   2F会議室203-204    時間   14：00～16：00
定員   120名    
参加方法  奈良県コンベンションセンターHPよりお申し込み下さい。
　　　　（http://www.nara-cc.jp）

奈良県立万葉文化館　指導研究員
1971年宮崎県生まれ。博士（文学）。
中京大学非常勤講師等を経て、現職。
専門は『万葉集』を中心とした日本文学・日本文化。
著書に『山部赤人と叙景』（新典社研究叢書）『万
葉集からみる「世界」』（新典社新書）などがある。

井上さやか 氏

11月1日 日

1966年岡山県生まれ、日本体育大学を卒業し

て（株）リクルート入社、1992年バルセロナ、

1996年アトランタの五輪メダリスト。2007年

に競技を引退し、現在は、ハート・オブ・ゴール

ド代表理事、スペシャルオリンピックス日本理

事長など、あらゆるフィールドで活躍。

奈良マラソン～2020年のRUN～トップアスリート講演会
「有森裕子×齋藤浩哉  いまをどう駆け抜けるか」
会場   天平ホール   時間   13：00～16：00  定員   200名   
参加方法   奈良マラソンHP内の応募フォームからお申し込み下さい。（ http://www.nara-marathon.jp/）

奈良マラソン関連イベントとして、元アスリートの有森裕子さん、齋藤浩哉さんをお迎えし、

10月31日（土）13時～16時まで天平ホールにて講演会を開催。金メダリストと出会えるチャンス

をお見逃しなく。　

1970年9月1日生まれ  北海道余市町出身

1989年4月雪印乳業株式会社入社

1998年長野冬季五輪ジャンプラージヒル

団体  金メダル獲得

齋藤浩哉 氏
（雪印メグミルク株式会社　北海道本部）

有森裕子 氏

10月31日 土

奈良市立一条高等学校吹奏楽部

ダンスステージ

10：10－10：30
11：00－12：00

10月31日（土） 11月1日（日）

ダンスステージ　

和六区

大和郡山こども和太鼓クラブ  童

11：00－12：00
13：00－13：30
14：00－15：30

展示・ステージイベント
両日会場  コンベンションホール
時間  10：00～17：00

奈良県の市町村、各観光協会などの観光PR展示、物産の販売などの観

光物産展を行います。奈良の良さをさらに深く知り、奈良の再発見へと

つなげます。

ならリビングプロデュースの手作り雑貨ワークショップの開催やクリ

エーター・作家の展示販売なども注目。会場内の特設ステージでは、県

内で活動している団体・サークル(ミュージック・ダンス）や大和獅子太

鼓などの音楽やダンスをお楽しみ下さい。

●10月31日 土 11月1日 日

●10月31日 土 11月1日 日

奈良市立一条高等学校吹奏楽部

大和獅子太鼓

イメージ

イメージ イメージ

和六区雑貨ワークショップ

主催  奈良県、PFI奈良賑わいと交流拠点株式会社


