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奈良ちとせ祝ぐ寿ぐまつり

＜1 月･2 月･3 月･4 月前半 イベント Pick Up 情報＞

最新のイベント情報は各施設のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルスの感染状況等により、
変更・中止となる場合がございます。

奈良県コンベンションセンター
大立山まつり 2022

1月22日(土)〜23日(日)

http://www.nara-cc.jp/

奈良ちとせ祝 ( ほ ) ぐ寿 ( ほ ) ぐまつり

ホームページ QR

詳細は左面の大立山まつり 2022 特集をご覧ください。

古代から令和の時代につながる歴史や文化などの「奈良の魅力」が一度に楽しめる奈良の冬のイベント、
「大立山まつり」。

2月27日(日)

臨床研究県民公開講座【主催：奈良県立医科大学附属病院 臨床研究センター (FAX:0744-29-8845)】

今年はオンラインでも同時開催します。実施会場から、おうちから楽しめる、7 回目を迎える今回のみどころをご紹介します。

” 県民とともに創る未来への医療 ” をテーマとした公開講座を開催します。
申込：FAX またはメール
（icats@naramed-u.ac.jp）
にて

■開催日時：令和 4 年 1 月 22 日
（土）11 時〜 18 時
1 月 23 日
（日）11 時〜 18 時
■開催場所：奈良県コンベンションセンター・平城宮跡歴史公園（奈良市）

3月12日(土) ･ 3月13日(日) 奈良のおいしい食フェスタ 【主催：奈良県】

「奈良ちとせ祝ぐ寿ぐまつり」の由来とは
『万葉集』に、
「あしひきの

山の木末の

ほよ取りて かざしつらくは

グルメやマルシェ、
キッズ体験など、
「奈良の食」
を楽しめる食フェスタを開催します。
( 要予約 )
問い合わせ :0120-405-533（奈良のおいしい食フェスタ イベント事務局）

ＪＷマリオット・ホテル奈良

千年寿くとそ」
（大伴家持（『万葉集』巻十八の四一三六））

というヤドリギを髪に挿して千年続く命を祈った歌があります。長寿を祝う言葉の響きと意味より、祭りに集まる皆さんにもそうあ

ってもらいたいというのがこの名前の由来です。

バーチャルで奈良を体感できるコンテンツが登場！
今年は奈良の歴史・伝統文化とデジタル技術を融合し、時代・場所・
世代を超えて奈良の魅力を体験できるバーチャルコンテンツが新たに
登場します。奈良にまつわる衣装の試着体験やせんとくんとの撮影体験
などウィズコロナを意識したバーチャルなコンテンツをご用意しております。
［会場］
コンベンションホール

ストロベリー アフタヌーンブッフェ 場所：１階シルクロードダイニング

ホームページ QR

＜土曜、
日曜、
祝日の 15:00 〜 17:00 に開催。 料金：6,900 円 ( お子様 6 〜 12 歳 3,450 円 )＞
人気のストロベリー アフタヌーンブッフェがよりパワーアップして登場、
苺をふんだんに用いたスイーツ
やセイヴォリー、
そしてバーテンダーが作るノンアルコールカクテル、
バリスタが作るカフェアイテムを
含め合計 50 種類以上のストロベリーアイテムをお愉しみいただけます。

< 受付：11:30 開始：12:00 〜 14:30 料金：9,000 円 > 2 月17 日 ( 木 )、
3 月17 日 ( 木 ) も開催予定
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』
ご予約受付中 ホテルの人気の味を楽しめる、

県内各地域の絶品グルメ・特産品等の販売

日本料理
「校倉」
料理長の卓越した技術をご堪能いただける
「季節のお弁当」
や、
黒毛和牛のパティと
奈良県産の柿のジャムを使用した
「JW 奈良バーガー」
など、
逸品揃いのメニューをお届けいたします。

イメージ

イメージ

伝統行催事の披露

＜開館時間＞

午前10時〜午後6時

日本料理「校倉」

シルクロード
ダイニング

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

1月22日(土)･23日(日) 10:00〜18:00 「奈良の歴史に触れてみよう！〜 8K3DCG 公開と“ 手でみる ” 寺院模型展示〜」

ホームページ QR

大立山まつりのコンセプトの 1 つである
「奈良の歴史に触れよう」
にちなんで、
奈良の寺社仏閣を扱った
8K コンテンツの特別公開を行います。
その中の 1 つ、
「3DCG でみる 8K 文化財〜秘仏救世観音〜」
は、
学術調査にも使われた 8K3DCG
（超高精細 3 次元立体コンピューターグラフィック）
機材をみなさまの
前で操作し、
普段は見ることのできない細部にまで迫り、
ご案内します。
（手話通訳あり）
また、
視覚障害のある方もない方も楽しめる 8K 放送を目指し、
手でふれることのできる寺院模型につい
ても展示します。
詳しくは NHK 奈良放送局の HP をご覧ください。

イメージ

まだまだ奈良の魅力が勢ぞろい！
奈良の食文化と観光を深く知るシンポジウムや奈良の魅力を語るトーク
ショーなど、企画盛りだくさん。
また、例年開催しておりました御斎会を今
年も朱雀門ひろばにて実施します。
［会場］
シンポジウム：天平ホール 御斎会：平城宮跡歴史公園 朱雀門

奈良 蔦屋書店

イメージ

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

1月28日(金)〜30日(日) ちいさなフードマーケット in 奈良 蔦屋書店

※今後、新型コロナウイルスの感染状況により、中止または実施内容を変更する場合があります。
※公共交通機関をご利用ください。

奈良県冬季誘客イベント
「大立山まつり」実行委員会事務局

【提供時間】
11:30 〜 20:00
（それ以外の時間帯はご相談ください）
【支払方法】
クレジットカードによる事前決済でお願いいたします。
【予約方法】
1 日前の 17:00 までにご予約ください。
【受渡場所】
5,400 円以上のご注文は、
ご指定先までお届けいたします。
（奈良市内限定）
正面玄関でのドライブスルー又は
「シルクロードダイニング」
でのお渡し。

ＮＨＫ奈良放送局

奈良県各地で古くから受け継がれる伝統芸能や地域を盛り上げている
お祭りが、
コンベンションセンターに大集結。
色彩鮮やかな 4 体の大立山や創意工夫のこらした立山も必見です。
［会場］天平ホール、天平広場、
コンベンションホール

問

jwmarriott-nara.jp

「校倉」
料理長 吉田信一によるクッキングクラス 場所：１階日本料理「校倉」
1月20日(木) 日本料理

イメージ

県内の温かくて美味しい食事と地域自慢の特産品が集結。
まだまだ知られていない奈良県各地域が誇る一品を是非この機会に
お楽しみください。
［会場］天平広場、
コンベンションホール

1月15日(土) 〜5月8日(日)

(問)0742-36-6000 レストラン受付時間：10:00〜19:00

「地域が繋がる場所となり、新しい産業を作る」
をミッションにしたフードマーケットを
3 日間限定で 1F POP UP スペースにて展開。
「DEAN&DELUCA」など人気店も出店します！
！
2月上旬〜2月14日(月) はじけるキャンディチョコレート販売会

☎ 0742-27-8974

（株）
メリーチョコレートカムパニーの人気バレンタインチョコを販売します。
3月5日(土)〜6日(日)

第 6 回 奈良 蚤の市

アンティーク・ブロカント・グリーン・フードの素敵な出店舗が集まる蚤の市です。
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