
 

 

 

 

 

 

 

 

ガイド・講師依頼は引きも切らず 

 

 

 

 

 

 

 

 

当会では、さまざまな文化振

興・観光振興活動に取り組んでい

ます。9月 30日（火）からは、奈

良佐保短期大学での後期授業「奈

良の伝統行事」が始まりました。

（授業は 27年 1月まで） 

奈良商工会議所、クラブツーリ

ズム奈良旅行センター、啓林堂書

店奈良三条店などからは、奈良検

定の受験対策講座のご依頼をた

くさんいただきました。 

ガイド依頼は引きも切らず、ガ

イドグループを中心にご対応い

ただいています。以下、最近の主

な活動状況を紹介します。 

「日本一の山城」高取城が人気 

兵庫県朝来
あ さ ご

市の竹田城跡が「天

空の城」としてブームになるなか、

高取城跡を訪ねるバスツアーが

人気を集め、当会にもガイド依頼

がたくさん寄せられています。 

これまでは壺阪山駅や壺阪寺

から徒歩で登るコースが主流で

したが、最近は、壺阪寺の駐車場

にバスを駐め、そこからタクシー

に乗り換えて、本丸跡のすぐ下に

ある「七ツ井戸」をめざすコース

が人気です。急坂ですが、徒歩数

分で本丸跡に到着できます。 

采女祭、おん祭、若草山焼き… 

 奈良の伝統行事に関する講話

やガイド依頼も、数多く寄せられ

ています。 

来年からは春日大社の式年造

替も始まります。 

 

 

 

 

 

 

 

講演・講座グループ、啓発グ

ループ、ガイドグループにとどま

らず、ぜひ皆さん 1 人ひとりがス

キルを磨いていただき、急な講話

やガイド依頼にも十分お応えで

きるよう、ご準備をお願いします。 

体験学習プログラムが好評 

 今年は 4 コースの体験学習（奈

良検定 1 級受験者用・奈良商工会

議所主催）に協力しました。 

10 月 25 日（土）に開催した安

堵コースでは飽波神社の「なもで

踊り」も見学でき、ご参加の皆さ

んは大変喜んでおられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Point（パソコン）講座 

NPO 法人「電子自治体アドバ

イザークラブ」にお願いして、パ

ソコンの基礎や、プレゼンテー

ションのツールである Power 

Point に関する講座を実施してい

ただきました。講師養成のための

講座も、引き続き開催します。ぜ

ひ、積極的にご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

アウトプットのためのインプットを 

これまで「NPO 法人の一員と

して、地域社会への貢献を」とお

願いしてまいりました。今後とも、

ぜひアウトプットを念頭に置い

たインプット（自己啓発）に取り

組んでいただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

（専務理事 鉄田 憲男） 
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2014 年 12 月 21 日 

(平成 26 年 12 月 21 日) 

奈良の文化・観光振興に、会を挙げて取組み中！ 

中！ 

佐保短大での授業 

 
ガイドの様子 

 
なもで踊り 

 
プレゼン演習 

－１－ 

－１－ 



 

 

この度、多くの方々の賛同をい

ただき 10 月 25 日（土）に奈良市

はぐくみセンターにて第1回会合

を開きました。現在会員数は 23

名ですが、他にもたくさんの方々

から暖かいお言葉をいただきま

した。厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご期待に応えるべく、一同奈良

のため、奈良に関わるすべてのこ

とに心を込めて取り組み、他のグ

ループの方々とも情報を共有し、

女性組織が隙間を埋める、そんな

役割もと考えているところです。  

会員皆様のご支援とご協力を

どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

第1回会合の話し合いでは、「女

子ならではの体験ツアー」や「観

光客の方々、外国の方も含めて喜

んでいだくためのお手伝い」と、

すでに実践されている方のお話

もあり、出席者一同感心しきりで

した。 

大切な意見の一つとして、「親

と子供が一緒に出掛ける歴史探

索」を企画するというものがあり

ました。子供のころから参加いた

だき、歴史や文化、かけがえのな

い過去の遺産と、大切な自然を守

るという精神を養っていただき

たいという思いからです。 

そして「我々も現場に出かけ、

街道、街並み、村落と民家、伝統

工芸や農産物等など町や村の産

業に携わっておられる方々とも

交流を深め、何かのお役に立つよ

う心を一つに頑張ろう」と拍手と

笑顔で意思確認を致しました。 

11 月には奥明日香に出かけ、そ

してこの会の愛称を女性組織で

募集します。最後になりましたが

会員は随時募集中です！笑顔の

美しき奈良を愛してやまない乙

女大歓迎です！  

（関 美耶子） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

「シルクロードの終着点が奈

良」とよく言われますが、奈良は

古代の芸能の最終到着点でもあ

ります。その楽曲が生まれた国で

は既になくなって演奏されなく

なったものも奈良では連綿と演

奏され、山梨在住の私には悠久の

時間と地球的規模での交流を感

じさせてくれます。 

奈良を訪れた 3 回目か 4 回目

だったと思います。初めて正倉院

展と春日大社神苑で公開雅楽演

奏会を見ました。浮舞台で大編成

の南都楽所の演奏は圧巻でした。

あれだけの規模で演奏されるの

は、他ではまず見あたりません。 

 それがきっかけで、毎年秋の正

倉院展に奈良へ足を運ぶように

なり、今年で連続 20 回になりま

す。大概、演奏会とセットでとい

うのが秋の奈良訪問の定番に

なっています。奈良に来るたびに、

もっと奈良を知ろうと、今までま

わっていなかったところをまわ

るようにしました。 

あるとき、奈良検定が行われて

いることを知り、今までの力試し

のつもりで受験するようになり

ました。2 級は何とか合格しまし

たが、1 級は惜しくも 1 点足りず

不合格。リベンジですれすれ合格、

ソムリエはなんとか合格と、恥ず

かしい経歴です。ソムリエとはい

え名ばかりと、体験学習には毎年

参加しています。体験学習は個人

ではまわれないところがまわれ、

奈良に対する理解も深くなって

いきます。私にとって奈良は奥が

深く、1 回の合格だけではそれを

人に伝えるのは不安です。 

 おかげさまで、今年のソムリエ

試験は合格 2 回目になりました。

来年 1月には 3度目を目指して挑

戦します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回会合 

女性組織発足、この指とまれ！大募集 

会員紹介―山梨の奈良ファン、ソムリエ試験に 2度合格― 

 

 

佐藤 久男さん 

－２－ 



 

 

かつて志賀直哉は、奈良を「食

ひものはうまい物のない所だ」と

書いたが、最近になって「奈良は

うまいものばかり」という事実が

知られるようになってきた。この

ような状況を踏まえて NPO 法人

発足後、啓発グループ内に「奈良

のうまいものを極める会」を立ち

上げ、大和野菜などの県産野菜、

大和肉鶏などの畜産物、奈良の地

酒、郷土料理など、美味しいもの

を探して日々調査・研究（試食・

試飲などの活動？）に努めている。 

「奈良のうまいもの」を極める

にはまずは基礎知識からと、平成

25 年 4 月から 6 月にかけて 3 回

にわたり、NPO 法人「奈良の食文

化研究会」の山根清孝さんによる

「奈良の食勉強会」を開催した。 

そして「実地による勉強会」と

して、同年 6 月に地場産野菜を

使った料理で有名な「旬彩ひより」

（奈良町）で 1 回目の食事会を、

8 月には大和野菜を使うイタリア

ンの「アムリット」（薬師寺境内）

で 2 回目の食事会を開催した。 

また、平成 26 年 1 月には花
はな

巴
ともえ

のブランドで知られる吉野の酒

蔵「美吉野醸造」で、蔵見学と美

味しいお酒の試飲会を行った。 

今年度は 6 月に春日大社で参

拝・講話の聴講と「饗
きょう

膳
ぜん

」（神饌

料理）の食事会、8 月には JR 奈

良駅構内の「奈良のうまいものプ

ラザ」で、地場産食材を使った料

理の食事会を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加された方々の評価も良い

ことから、これからも引き続きこ

れらの会を開催し、奈良のうまい

ものを極める活動を続けていく

予定である。会員の皆さま、ぜひ

ご参加ください！ 

（大山 恵功） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

 

 

              

旧交流グループに属していた

歴史探訪グループには、現在約 60

名のメンバーが集います。｢記紀・

万葉サークル｣と｢史跡探訪サー

クル｣、｢関東サークル｣で構成さ

れ、それぞれ定期的にウォークや

勉強会を開催し、研鑽ならびに会

員相互の交流に努めています。 

「記紀・万葉サークル」では、

古事記、日本書紀や万葉集に関わ

る勉強を、屋内（座学）屋外

（ウォーク）とかわるがわる実施

しています。本年 7 月これまでの

集大成ともいうべき「吉備路を行

く（日帰りバスツアー）」を実施、

多くの参加者から「参加してよ

かった」と好評です。10 月には「富

雄川流域を行く」と題し、富雄丸

山古墳、登彌神社、矢田丘陵など

を歩きました。古代、中世、近世

の交錯する興味ふかい地域の散

策は、座学と一味違い、参加者の

笑顔に企画の喜びを感じました。

今後も、「横死した皇族の群像と

陵墓」「知られざる斑鳩」と研修を

予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「史跡探訪サークル」では、

ウォークを通して、知識のブラッ

シュアップに努めて参りました。

本年度も 6 月「五條市・栄山寺」、

9 月「安堵町民俗資料館・中家住

宅」、12 月「京田辺の観音寺・寿

宝寺」などを実施、「桜井の忍阪・

石位寺」など今後も探訪予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「関東サークル」でも定期的に

奈良の勉強会を開催、交流に努め

ております。今後も多くの皆様方

が、研修会やウォークにご参加さ

れますこと、お待ち申し上げます。

「奈良のうまいものを極める会」活動報告 

 

 

奈良うまいものプラザでの食事会 

歴史探訪グループ活動報告 

 

10月奈良街道を歩く参加者 

－３－ 

 

9月安堵町・中家住宅にて 

（長岡 光彦） 



 「定期講演会開催のお知らせ」（後 援：奈良県（予定）） 

  ・テーマ：「なら記紀・万葉を味わい楽しむ」 

  ・日 時：平成 27 年 2 月 8 日（日）14 時～ 

  ・場 所：奈良県立万葉文化館 

  ・講 師：井上さやか（万葉文化館主任研究員）         

 

  

12 月 大和神社の山茶花
さ ざ ん か

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月は花の少ない季節ですが、 

赤やピンクや白の山茶花
さ ざ ん か

が咲いて

います。1 枚ごとに散った花びら

も美しいものです。 

 日本の在来種なのに、万葉集に

は一首も詠われていません。 

大和高田市、河合町では市の木、

町の木に、斑鳩町では町の花に指

定されています。 

1 月 石光寺の寒ぼたん 

 

 

 

 

 

 

 

わらの囲いの中で咲く寒ぼたん

で有名な寺といえば、真っ先に名

前があがるのは葛城市の石光寺。 

寒ぼたんは、栽培が難しく花が

咲くようになるのに最低 10 年、

見事な花をつけるのには 20 年は 

かかるそうです。 

長谷寺や當麻寺奥院
おくのいん

でも楽し

めます。 

2 月 月ケ瀬の梅 

 

 

 

 

 

 

 

県内で梅の名所といえば、三大

梅林の月ケ瀬、賀名生
あ の う

、広橋です。 

 もともと月ケ瀬の梅林は、完熟

梅を乾燥させた染色の媒染剤「烏
う

梅
ばい

」の製造を目的に広がりました。 

 今でも東大寺修二会で仏様に供

える椿の造花には、月ケ瀬の烏梅

を使った紅花染めの紙が使われて

います。    （石田 一雄） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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HPの QRコード 

花だより 

 

－４－ 
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