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奈良県コンベンションセンター
この夏、
ご家族でお楽しみください。

7月27日(火)

Go Hobby day 【主催（一社）癒しの会.Nara・
（一社）
ご縁を結ぶ・子育てリボン】
子育てママイベント

8月21日(土)・22日(日)

絨毯展示会

天平広場

【主催 YARN&SOIL】

遊牧民の手織絨毯販売会

ＪＷマリオット・ホテル奈良

ホームページ QR

会議室201
jwmarriott-nara.jp

(問)0742-36-6000

優雅なアフタヌーンティーを堪能したり、
ご自宅でホテルの味をお楽しみいただいたり。
日常に華を添えるひと時をお過ごしください。

ホームページ QR

〜8月29日(日) 映画「ピーターラビット™２/バーナバスの誘惑」コラボレーションアフタヌーンティーブッフェ

<土曜・日曜・祝日の15:00〜17:00に開催。料金:5,900円（税サ込）> 場所：1階シルクロードダイニング
6月25日公開の映画「ピーターラビット２/バーナバスの誘惑」
とJWマリオット・ホテル奈良「シルクロードダイニング」
が初めてのコラボレーションを実施！映画の世界観をお愉しみいただける合計50種類を超えるスイーツ・セイヴォリー
・ノンアルコールカクテル・お飲物をお愉しみください。

〜9月30日(木) ロイヤル コペンハーゲン・コラボレーション「心も体も美しくするハーブ」のアフタヌーンティー

<平日 14:00〜17：00/土日祝12:00〜17:00 料金:5,500円（税サ込）
グラスシャンパーニュ付8,000円（税サ込）> 場所：1階フライングスタッグ
デンマーク王室の保護のもとに開窯された陶磁器メーカー、ロイヤル コペンハーゲンとのコラボレーション
によるアフタヌーンティー。"ハーブ"をテーマにバラエティー豊かな11種のメニューをご用意いたします。

7月15日(木)＆8月19日(木) 日本料理「校倉」料理長吉田信一によるクッキング・デモンストレーション
受付11:30 開始12:00〜14:00 料金：9,000円 場所：1階日本料理「校倉」
毎回、旬のお料理を３品、
ご家庭でもできるプロの技をお伝えするクッキングデモンストレーション。
料理長のトークと手さばきにファンの方も多い人気クラスです。デモンストレーションの後は、
ご紹介
したお料理を含む特別コースをお愉しみくださいませ。

料理長 吉田信一

<テイクアウト・デリバリーのお愉しみ> https://www.silkroaddining.jw-marriott-nara.com/specials
外出が制限される中、
ご自宅やオフィスで少しでも楽しくお過ごし頂きたいと願い、
シェフが心を込めた美味しいお料理やスイーツ、
アフタヌーンティーのテイクアウトをご用意しました。
奈良市内にはデリバリーもいたします。いつもとは違ったホテルメイドの逸品で、心満たされるひと時をお過ごしくださいませ。

ＮＨＫ奈良放送局

https://www.nhk.or.jp/nara/

「ぼくの絵わたしの絵展〜第８０回全国教育美術展〜」

7月7日(水)〜14日(水)

幼稚園・保育園の入選作品

ホームページ QR

奈良 蔦屋書店は、 文化に囲まれ、毎日、好奇心の扉を開く場 をコンセプトに、
悠久の都・奈良ならではの新しい知識の発見がある本や雑貨の提案をいたします。
奈良 蔦屋書店

7月15日(木)〜21日(水) 小学校・中学校の入選作品
場所:奈良放送局1階 鹿どーもひろば ※特選は期間を通じて展示 土日も開館
このイベントは、
「全国教育美術展」の受賞作品を応募園・校の地域で公開展示するものです。
今回の展示には、奈良県内の特選作品21点を全期間、入選作品206点を前期（幼稚園・保育園）
・後期（小・中学校）に分けて展示します。
ぜひご来場ください。

事業の発展と地域活性化の同時達成を！

奈良市大宮地区自治協議会
会長 吉岡 正志

まずは、奈良県コンベンションセンター
「まちだより」
の紙上で、経過を含め発言する機会をいただき感謝いたします。
振り返りますと、奈良市の中心部に滞在型観光を中心とした新たなにぎわいを創出しようと「大宮通り新ホテル・交流
拠点事業」
が立ち上がったとき、
この大きなプロジェクトに対し地域としてどう向き合えばよいのかと戸惑いました。
そこで三事業の建設工事や完成後の運営にまつわる懸念など住民の思いをまとめ、県を窓口に話し合いを続けた結
果、事業の推進に関する
「包括連携協力協定」
なるものを結び、協議の場として
「タウンマネジメント協議会」
を設置し運営
することになりました。
このように、運営期間前から、良好な環境や地域の価値を維持向上させるために情報・意見交換を行い課題解決を
図っていくという連携した仕組みが定着しつつあります。
オープン後に NHK 奈良放送局様に続いて、JW マリオット･ホテル奈良様が、大宮地区を包含する地域組織「大宮地
区自治協議会」
に加入し、地域とお付き合いをしていただくことになりました。
コンベンションセンター始め、コロナ禍で苦いスタートとなったものの、地域に根差したにぎわいの空間づくりで、三事業の
発展と地域活性化の同時達成を目指したいと願っています。

配置図

奈良県コンベンションセンター

ＪＷマリオット・ホテル奈良

ＮＨＫ奈良放送局

奈 良 蔦屋書店

【奈良県コンベンションセンター自主事業イベントのご案内】
営 業 時 間：8: 00〜23: 00
電 話 番 号：0742- 35- 0600
〒630-8013

奈良市三条大路１丁目691-1

https://store.tsite.jp/nara/

Twitter

nara̲tsutaya.books
Instagram

ホームページ QR

「奈良 蔦屋書店」は、歴史ある都市・奈 良で良 質な暮らしを楽しみ、成 熟した知 性を持 つ
大 人 の 方 に向けた、“ 文 化 に囲まれ 、毎 日 、好 奇 心 の 扉を開く場 ”をコンセプトにしたライフ
スタイル提 案書店です。書籍 や 雑貨、
さらに常 設したアートギャラリーに展 示するアート作 品を
通じて、奈 良 の 歴 史 や 文 化とともに、
「 学 ぶ 」だけではなく、新 たな発 見 や 驚きを生み 出 す
提 案を行ってまいります。

〜 奈 良 蔦 屋 書 店 の４つ の 魅 力 〜
① 専門知識を兼ね備えたコンシェルジュ
書棚を作るだけでなく、雑貨を仕入れイベントも企画する。
様々な提案を通じて
「本」
との出会いを演出していくコンシェルジュは、
奈良 蔦屋書店を特別な本屋にしている象徴的な存在です。

② アートがある書店
地域最大級のアート関連書籍に加えて、実際のアート作品を間近で楽
しむことができます。
書店内にある天平ギャラリーでは、
様々なアーティストやアート作品を展示し、
魅力ある世界を新たに発見できる場を提供しています。

③ BOOK&CAFÉ
ご購入前の書籍をコーヒーを飲みながら、ゆっくりとご覧頂けます。
寛ぐことができるサロンのような席やビジネスライクなテーブル席など気分
や目的に合わせ、毎日利用したくなる空間を実現しています。

④ 毎日がイベント！

8月14日(土)・15日(日)「GIVE ME BOOKS!」 9月11日(土)・12日(日)「奈良 蚤の市」

<会場:コンベンションホール>

<会場:天平広場>

天平祭連携イベント
元近鉄名物広報マン福原トシヒロ×女子鉄アナウンサー久野知美×ホリプロマネージャー南田裕介が語る

『奈良を走る鉄道の魅力 in 奈良県コンベンションセンター』
奈良県内では、JR西日本・近鉄電車・阪神電車・大阪メトロ・京都市営交通など多くの車両が
走っています。今回は、元近鉄名物広報マン福原氏と、テレビやラジオ、イベントでおなじみ
女子鉄アナウンサー久野知美氏や、ホリプロマネージャー南田裕介氏が、存分に鉄道の魅力
を語ります! 夏の暑さが吹きとぶほど
「熱く」語る三人に、ぜひご期待ください。

■日時:令和3年8月21日(土)14:00〜
■会場:奈良県コンベンションセンター 天平ホール
■参加費 ￥500(税込) ■参加定員 200名（先着順）
■申込方法 HPより受付
URL：suzakumon-heijokyo.com/news/8204/

POP UP SHOP

◆6月29日(火)〜7月18日(日)
『夏へと走り出そう』
◆7月20日(火)〜8月9日(月・祝)
『夏も、
アジアン雑貨で日常を楽しむ』

福原トシヒロ

久野知美

南田裕介

申込先QR

夏休み!イベント

ならリビング KIDS＆ガールズクラフトFESTA‼2021
やってみたい！がいっぱい。夏休み特別手作り体験イベント！
夏休みの宿題にもピッタリの手作り体験ブースが約30ブース出展！

■日時:令和3年7月29日(木) 開場10:00 閉場15:00
■会場:奈良県コンベンションセンター コンベンションホール
■入場無料・各体験参加は有料
主催：株式会社奈良新聞社
共催：奈良県コンベンションセンター
問い合わせ先：ならリビングフェスタ事務局
(TEL 0742-32-2118)
URL:http://www.naraliving.com

BLANC学園前
『キッズ茶碗をつくりましょう』

ビーズフレンズ
『マスク飾り』

フルールミサキ
『キラキラ・フラワー
ケーキの貯金箱』

ギャラリー恵あんど恵
『バームクーヘンストラップ』

ワンニャンモスペット
『カラフル苔玉ミニアニマル
バージョン』

いけばなイベント

IKENOBOYSいけばなパフォーマンスin奈良

華道家元池坊は、華道を広くＰＲすることを目的に、花を“いけるメンズ”（イケメン）集団
“IKENOBOYS”を結成。花のように美しい”イケメン”たちがいけばなパフォーマンスやワー
クショップなどの活動を行い、伝統文化である華道の素晴らしさや奥深さを若い世代へ発信
します。会場には奈良県を代表する華道家の作品も展示されます。
メンバー3人が集結
!
関西

いけばなパフォーマンス
in奈良

店内では毎日のように工芸や手芸、
フラワー系などのワークショップをはじ
め、様々な分野のトークイベントが行われています。
また天平広場では、本格的なアンティーク市「奈良 蚤の市」
が定期的に開
催され、賑わいの場となっています。

EVENT

※新型コロナウイルス感染症の状況等により、イベントを予告なく変更・中止させていただく場合があります。

レッツ！トライ！いけばな体験

奈良の花をいけよう

秋を生ける

山室 涼平

小杉 秀樹

■日時:令和3年10月3日(日)
第1部 13:00〜13:30
第2部 15:10〜15:40
■会場:奈良県コンベンションセンター
天平ホール
■参加費 無料
■参加人数 各200名（先着順）
■申込方法 奈良県コンベンションセンターHPをご確認ください
http://www.nara-cc.jp/

馬場 健

■日時:令和3年10月3日(日)
第１部13:45〜14:45 第2部16:00〜17:00
■会場:奈良県コンベンションセンター 2階会議室201
■参加費 ￥1,500(税込) ■参加人数 各10名（先着順）
■申込方法 奈良県コンベンションセンターHPをご確認ください
http://www.nara-cc.jp/

初めての方でもどなたでもお気軽にご参加いただけます。
IKENOBOYSが講師を務めます。

主催：奈良県コンベンションセンター
共催：一般財団法人池坊華道会

ホームページ QR

