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ＥＡＴ3月20日(土)～5月30日(日) ストロベリー・アフタヌーンティー・ビュッフェ

奈良県のブランド苺「古都華」をはじめ、スイーツ＆セイボリーとお飲み物含む50種類以上のストロベリーアイテム
を取り揃えました。大きな窓から自然光が差し込む心地いい空間で、スペシャルなストロベリーアフタヌーンティー
ビュッフェをご堪能ください。 

<土曜・日曜・祝日の15：00-17:00に開催。料金：5,900円（税サ込）>

<14:00-16:00  料金：8,000円（税サ込）※お土産付き>【４月１５日(木) アフタヌーンティーセミナー】
アメリカロサンゼルスのプレミアムティーハウス「アートオブティー」より講師をお招きして、紅茶の楽しみ方、アフタ
ヌーンティーとのマリアージュをお愉しみいただけるティーセミナーです。桜をテーマに、ペストリーシェフ白山の作
るこの日限りの特別なアフタヌーンティーをお愉しみくださいませ。

４月22日(木)･5月20日(木)・6月17日(木) 日本料理「校倉」吉田料理長　クッキングデモンストレーション
<毎月第3木曜日に開催。4月22日(木)／5月20日（木）／6月17日（木）11:30-13:30  料金：9,000円（税サ込）>
日本料理「校倉」の料理長 吉田信一のクッキングデモンストレーションをご覧頂き、
会席料理コースをお楽しみ頂くイベントです。
ご家庭で実際に行って頂ける日本料理のコツをお伝えいたします。

4月16日(金)・5月21日(金) 「フライングスタッグ」カクテルナイト
<毎月1回開催するスペシャルカクテルナイト。4/16(金) ／5/21(金)18:30ドアオープン19:00-開始　料金：18,000円（税サ込）>
バーテンダー椋本が用意する５種類のカクテルと、4種のお料理のマリアージュをお愉しみいただけるカクテル
イベント｡

“本を作る人、売る人、読む人が奈良の都に集まる本の祭典”

4月15日(木)・16日(金) ならリビングフェスタ with パンとお菓子のフェスタ  【主催:（株）奈良新聞社】

4月15日(木)・16日(金) CREATORS SPIRAL NARA 2021　【主催:NDA奈良デザイン協会】

4月30日(金)～5月5日(水) ペルシャ＆ギャッベ・スタイル展　【主催:(株)絨毯ギャラリー】

5月15日(土)・16日(日) 奈良アート・クラフトフェア 【主催:奈良アートクラフトフェア実行委員会】

5月22日(土)・23日(日) Pocket Marche 【主催:Pocket Marche実行委員会】

絵本の挿絵のようなかわいい「ギャッベ」に出会える展示即売会

さまざまなジャンルの手作り＆クラフトがそろうハンドメイドのフェスティバル

フリーランス・クリエイターとクライアント企業、バイヤーが直接出会える展示商談会

独創的な手作り作品の展示・販売会

手作り雑貨やクラフトの「ワールドワイドな蚤の市」
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ENJOY

ENJOY

5月8日(土)・9日(日) 「GIVE ME BOOKS!!」　【天平広場10:00-18:00】

第5回目を数えるアンティーク・ブロカントはじめ、グリーン・フードが会する市。
6月19日(土)・20日(日)(予定) 「奈良 蚤の市」　【天平広場10:00-17:00】
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ギャッベ

奈良アート・クラフトフェア

Pocket Marche

吉田料理長

イメージ

わたしたちが目指すのは

「物語を、奈良から。」

ＮＨＫ奈良放送局は

奈良の人と土地が織りなす物語を

地域の皆さんとともに発信します。
(問)0742-36-6000

【店内フェア】

始まりの季節に使いたくなる
文房具・雑貨がいっぱい♪

3月30日（火）～4月25日（日） 
「こころ春めく わたしの文具」

4月1日（木）～5月30日（日） 
食 「医食同源フェア」
4月1日（木）～5月31日（月） 
くらし 「インドア グリーンフェア」

4月15日（木）～5月31日（月） 
キッズ 「ぼくらを乗せて！」

3月28日（日）～5月23日（日） 
旅 「Fatima Morocco」

3月23日（火）～4月8日（木） 
アート 「鳥獣戯画が好き」
4月10日（火）～5月9日（日） 
アート 「Have A Herbal Harvest」
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●所在地
●開館時間
　　　　　   　
●電話番号
●HP　　　　  

〒630-8540　奈良市三条大路1-1-20
１階の公開スペース「鹿どーもひろば」は年末年始を除き土日祝も
午前10時から午後6時まで開館しています。
0742-30-0300（土日祝日除く午前10時から午後5時まで）
https://www.nhk.or.jp/nara/

ＮＨＫ奈良放送局は、2020 年（令和 2年）9月 28 日、この地に移転し

オープンしました。

このまちだよりを皆さんが手に取ってご覧になるころには、佐保川

沿いの桜が見事に咲き誇り、さらには青々とした葉を茂らせる中、

地域の皆さまがそぞろ歩きを楽しんでいらっしゃることと思います。

ＮＨＫ奈良放送局もそんな風に皆様にふらっと気軽に立ち寄って

いただける場所でありたいと考えています。

ごあいさつ

来て！見て！ください　あなたの街の放送局

聖徳太子の 1400 年遠忌を記念して 4月 27 日（火）から奈良国立博物館で開催される

特別展「聖徳太子と法隆寺」にあわせて、「国宝へようこそ　法隆寺」や新たに制作した

８Kの特別番組を特別上映。

（場所・1階　8K シアター　詳しい放映日時についてはホームページをご覧ください）

聖火リレーが奈良県内を走る 4月 11 日（日）、12 日（月）の 2日間（午前10時～午後6時）、

実物の聖火リレートーチを特別に展示します。オリンピック、パラリンピックそれぞれ

のトーチがあり、記念撮影をお楽しみいただけます。

「顔はめ」ならぬトリックアートで、人気のチコちゃんや奈良のご当地どーもくん「鹿

どーもくん」とツーショット。

スマホで覗けば立体感あふれる「映え写真」がどなたにでも。

奈良県内のニュースや情報を毎日平日の夕方にみなさんにお届けしています。

いち推しのコーナーは、吉田真人キャスターの「ピアノ弾かせてもらえ

ませんか？」全国有数のピアノ保有率を誇る奈良県。

各地のピアノが紡いできた物語とともに、吉田キャスターが玄人は

だしの演奏をお届けします。

お帰りの遅い方は「ならナビ８４５（平日午後 8時 45 分～）」をどうぞ。

5/29（土）～6/6（日）　

5/28（金）～6/6（日）　

5/28（金）

音楽と食が満喫できる10日間！お一人で。ご家族で。お友達と。毎日来ても楽しめる！音楽と食が満喫できる10日間！お一人で。ご家族で。お友達と。毎日来ても楽しめる！

天平広場 天平ホール コンベンションホール

キンダー！ムジーク
キンダー：ドイツ語で“子ども”の意味

うたのお姉さんと楽しむステージのほか、
楽器体験、楽器製作ワークショップや遊具
など親子連れで楽しめる♩
人気かき氷店やパン屋さんが日替わり出店！

※イメージ

※イメージ

プロースト！ムジーク
プロースト：ドイツ語で“乾杯”の意味

バイエルン音楽にあわせて
ドイツビールや料理を楽しもう♩

無  料 申込不要

無  料 申込不要

N
ブラス・トリオ
響首席奏者による

県出身新田幹男
（トロンボーン）
をはじめ豪華
N響首席メンバー
のステージ！
6/4（金）
FM802コラボステージ
SNSなどで話題の
人気若手アーティスト
によるトーク＆ライブ♬

Baby Kiy

週末は、ワンコイン(500円)で
楽しめるコンサートが盛りだくさん♬
5/29（土）
ウインド＆ブラスDAY
日本を代表する
アーティストに
よるアンサンブル
が圧巻！

5/30（日）
クラシックDAY
上質なクラシックに
浸る優雅な1日を。

6/5（土）・6（日）
ラテン＆ジャズDAY
圧倒的な技術と
情熱溢れる演奏に
聞きほれよう♬

要 申 込無  料 要 申 込無  料

要 申 込有  料

毎日

毎日

ムジーク・プラッツ 
in コンベンションホール
ムジーク・プラッツ 
in コンベンションホール
ムジーク・プラッツ 
in コンベンションホール
6/5（土）
沖縄DAY
毎年大人気！
沖縄音楽が
楽しめる1日

ゆいゆいシスターズ

りんけんバンド

6/6（日）
ファミリーコンサート
大人気｢ワンワンと
あそぼうショー」や
コンサート♬
リズムにのって
一緒にあそぼう♬

元木聖也 安藤なおこ

問　ムジークフェストなら 2021 問合せ窓口　☎0742-23-0686

主催：奈良県　ムジークフェストなら実行委員会

全公演の詳細や有料のチケット購入方法は公式ホームページでチェック !
http://www.naraken.com/musik

開催イベント特集
5/28（金） ▷ 6/6（日）

奈良県コンベンションセンター奈良県コンベンションセンター

©Lasp Inc.
菊本和昭    新田幹男    今井仁志    佐竹裕介

古部賢一
     ©土居政則

真砂陽地

前橋汀子
    ©篠山紀信

三浦一馬
   ©井村重人

沖仁

中川英二郎
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① 聖徳太子 1400 年遠忌・法隆寺関連番組を８Kスーパーハイビジョンで公開

② 東京 2020 公認プログラム

  東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチ展示」

③ チコちゃんのトリックアート・鹿どーもくんのトリックアート

④ ならナビ　NHK 総合　奈良県域　月～金　午後 6時 30 分～

いずれのイベントも、1階 ｢鹿どーもひろば｣で開催。詳しくはホームページをご覧ください。

うたのおねえさん:
　　　　　森桜子


