
奈良県観光ボランティアガイド連絡会

観光ボランティアガイドと
歩く・なら

平成29年度

奈良を歩いて楽しむ情報いっぱいのポータルサイト！
﹁歩く・なら﹂
http://www3.pref.nara.jp/miryoku/aruku/

歩く・なら 検 索

奈良県内に残る記紀・万葉ゆかりの地を歩いて味わうルートを紹介
﹁記紀 ・万葉でたどる奈良﹂
http://www.pref.nara.jp/miryoku/aruku/kikimanyo/

記紀万葉 なら 検 索

奈良県内各地の観光ボランティアガイドよりすぐりの全 15 コースで、地元ガイド

ならではの話を聞きながら、奥深い奈良を歩き、旅をご一緒に楽しんでみませんか。
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参加される方へのご案内
◦ 弁当、飲み物、雨具等必要と思われるものは参加者各自でご持参ください。
◦ 参加者は自己の責任で健康を管理してご参加ください。なお､ 当日は健康保険証をご持参ください。
◦ 現地で発生したけがや事故等の損害等につきましては、各主催者は一切の責任を負いません。
◦ 係員の指示を必ず守り、危険な行動は一切しないでください。
◦ 道路交通法・交通ルール・マナーを守り、交通事故防止に努めてください。
◦ 小学生以下のお子様の単独での参加はご遠慮ください｡ 　
◦ 参加の際には、公共交通機関をご利用ください。
◦ 参加費は当日お釣りのないようにお持ちください。

申込記載事項
【コースNO.1、2、3、6、8、9、11、13】に参加される場合は事前申込が必要です。
※【コースNO.4、5、7、10、12、14、15】は申込不要。
「観光ボランティアガイドと歩く・なら参加申込」と明記のうえ、下記事項を記載し各コースごとにお申込みください。
　①住所　②氏名（ふりがな）　③年齢　④性別　⑤電話番号（当日連絡のつく番号）
　申込方法については、各コースごとの「参加申込方法」「申込・問い合わせ先」「参加申込期間」をご参照ください。

（以下の場合は催行を中止します）催行中止基準
1イベント当日午前 6時時点で、下記地域に気象庁より「警報」が発令されている場合。
　　 【コースNO.1 〜 8、10〜 12、14〜 15】は「奈良県北西部」、【コースNO.13】は「奈良県北東部」。
　　※   【コースNO.9】については、イベント当日午前6時時点で「奈良県北西部」に「注意報（濃霧・乾燥・霜を除く）」又は「警報」が

発令されている場合中止です。
2上記以外であっても、イベント催行中に「警報」の発令される可能性が高い場合。
3その他参加者の安全が確保できないと判断される場合。
　　※当日催行の有無については、開催日の「午前 6 時 20 分～受付終了時間」の間に下記の電話番号にお問い合わせください。
　　080 -9748 -4225
　　※開催日の上記時間帯以外はつながりません。

観光ボランティアガイドと歩く・なら　コース一覧
コース タイトル 距離 日時 参加費※

▎ NO.1 高取城下町ミニハイキング 約5km 平成29年	 9月	29日	金 200円

▎ NO.2 能の鑑賞と能ゆかりの地をめぐる　歴史の道を歩くⅠ（6町ガイド連絡会）①　 約6.4km 平成29年	10月	 7日	土 300円

▎ NO.3 国宝の木簡出土地をめぐる 約4.5km 平成29年	10月	28日	土 200円

▎ NO.4 あなたに見せたい秋の斑鳩三塔めぐり　歴史の道を歩くⅠ（6町ガイド連絡会）② 約7km 平成29年	10月	29日	日 無料

▎ NO.5 小泉城址一帯の散策 約6km 平成29年	10月	30日	月 無料

▎ NO.6 達磨寺で「座禅体験」　歴史の道を歩くⅠ（6町ガイド連絡会）③ 約8km 平成29年	11月	18日	土 400円

▎ NO.7 ミステリアス香具山 約8.5km 平成29年	12月	 2日	土 200円

▎ NO.8 知られざる？世界遺産・春日山原始林　－神が鎮まる山に分け入り若草山頂へ－ 約6.5km 平成29年	12月	 3日	日 650円

▎ NO.9 伊勢本街道・暗峠越えハイキング 約8km 平成29年	12月	 9日	土 100円

▎ NO.10 歴史を歩く、愛を歌う。　歴史の道を歩くⅠ（6町ガイド連絡会）④ 約7km 平成29年	12月	10日	日 無料

▎ NO.11 奈良朝ゆかりの史跡を巡る 約8km 平成29年	12月	17日	日 300円

▎ NO.12 歴史の町、安堵町を歩き廣瀬神社（砂かけ祭り）へ　歴史の道を歩くⅠ（6町ガイド連絡会）⑤ 約10km 平成30年	 2月	11日 200円

▎ NO.13 豊臣大阪城を守る大和三城の1つ宇陀松山城と重伝建の城下町 約3km 平成30年	 2月	24日	土 500円

▎ NO.14 蘇我4代－見え始めた終焉の地　飛鳥時代最大方墳やピラミッド型古墳の被葬者は？－ 約8km 平成30年	 3月	 4日	日 200円

▎ NO.15 神のいます里と古墳　歴史の道を歩くⅠ（6町ガイド連絡会）⑥ 約6.5km 平成30年	 3月	24日	土 無料

祝·日

※別途入館料等が必要な場合あり。



観光ボランティアガイドと歩く・なら
コース NO.14 概算距離：約 8km 定員：なし

蘇我4代－見え始めた終焉の地
飛鳥時代最大方墳やピラミッド型古墳の被葬者は？－

近年明日香村では、「飛鳥時代初」や「飛鳥時代最大」と冠のつく古墳の報道が相次ぎました。
これらと蘇我氏の関係性をテーマにガイドとともに被葬者について考えてみましょう。 

　開催日 : 平成 30 年 3 月 4 日 日 参加費 :200 円　
◦集合／近鉄飛鳥駅　9時10分〜 9時40分
◦解散／近鉄岡寺駅　14時30分頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／飛鳥京観光協会ボランティアガイド
◦備考／参加費に石舞台古墳入場料を含む。

都塚古墳→石舞台古墳（入場有）→飛鳥宮跡→小山田古墳→菖蒲池古墳→丸山古墳

問い合わせ先 飛鳥京観光協会　TEL：0744-54-3240

コース
概 要

歴史の道を歩くⅠ（6町ガイド連絡会）

コースNO.1 概算距離：約5km 定員：なし

高取城下町ミニハイキング
日本一の山城の街、城下町を歩く、古い町屋の家並と薬の街の象徴薬草タイル舗装をミニハ
イキングをしましょう。

　開催日:平成29年9月29日 金 参加費:200円　
◦集合／近鉄壼阪山駅前　10時〜10時30分
◦解散／砂防公園　14時頃
◦参加申込方法／事前受付（はがき・電話・ＦＡＸ・Eメール）
◦参加申込期間／8月10日（木）〜8月31日（木）必着
◦案内団体／たかとり観光ボランティアガイドの会
◦備考／団体申し込み可

城下町土佐街道（町屋の家並）→武家屋敷→壼坂観音霊験記のお里
沢市（信楽寺）→砂防公園

申込・
問い合わせ先

高取町観光案内所「夢創舘」　
〒 635-0152 高市郡高取町上土佐 20-2
TEL・FAX：0744-52-1150　E-mail :musoukan@m4.kcn.ne.jp

コース
概 要

コースNO.3 概算距離：約4.5km 定員：100名（先着順）

国宝の木簡出土地をめぐる
平城宮跡で最初に千点規模の木簡群が見つかった遺構等を巡り、木簡が語りかける、ロマン
を感じながら楽しく歩きましょう。

　開催日:平成29年 10月28日 土 参加費:200円　
◦集合／平城宮跡資料館前（最寄り駅：近鉄大和西大寺駅）9時〜 9時30分
◦解散／朱雀門（最寄り駅：近鉄大和西大寺駅）　12時頃
◦参加申込方法／事前受付（はがき・電話・FAX・Eメール）
◦参加申込期間／9月1日（金）〜10月15日（日）必着
◦案内団体／NPO法人平城宮跡サポートネットワーク

平城宮跡資料館→大膳職推定地→内裏北外郭官衙→造酒司跡→
朱雀門

申込・
問い合わせ先

NPO 法人平城宮跡サポートネットワーク
〒 630-8577 奈良市佐紀町247-1
TEL･FAX :0742-34-7713　E-mail :npoheijyo@yahoo.co.jp

コース
概 要

コースNO.2 概算距離：約6.4km 定員：150名（先着順）

①能の鑑賞と能ゆかりの地をめぐる
能ゆかりの田原本で、能楽師による講演と能「敦盛」を鑑賞（子供たちの仕舞発表もありま
す）。世阿弥参学の補厳寺と秦河勝建立の秦楽寺を訪ねます。

　開催日:平成29年10月7日 土 参加費:300円　
◦集合／近鉄田原本駅（西口広場）　8時30分〜 9時
◦解散／近鉄笠縫駅　15時30分頃
◦参加申込方法／事前受付（電話・Eメール）
◦参加申込期間／9月15日（金）〜 9月25日（月）
◦案内団体／田原本町観光ボランティアガイドの会

田原本青垣生涯学習センター（能楽師の講演と能鑑賞）・昼食→ 
補厳寺→秦楽寺

申込・
問い合わせ先

田原本町観光協会
TEL：0744-33-4560
E-mail：shikinosato@arion.ocn.ne.jp

コース
概 要

コースNO.4 概算距離：約7km 定員：なし

②あなたに見せたい秋の斑鳩三塔めぐり
聖徳太子ゆかりの「法隆寺」、現存最古の三重塔「法起寺」、太子の病気平癒を願い建立された

「法輪寺」の三塔を巡るコースです。

　開催日:平成29年10月29日 日 参加費:無料　
◦集合／JR法隆寺駅　9時〜 9時30分
◦解散／法隆寺iセンター（最寄り駅：JR法隆寺駅）　13時頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／斑鳩の里観光ボランティアの会
◦備考／当日は、藤ノ木古墳石室特別公開日です。

JR法隆寺駅→上宮遺跡公園→法起寺→法輪寺→法隆寺
※各寺院境内には入りません。

問い合わせ先 斑鳩町観光協会・法隆寺ｉセンター
TEL：0745-74-6800

コース
概 要

コースNO.6 概算距離：約8km 定員：100名（先着順）

③達磨寺で「座禅体験」
日本書紀ゆかりの達磨寺で聖徳太子と達磨大師の前での座禅は貴重な体験となるでしょう。
その後は鎮守の社や孝霊天皇陵へ王寺の里巡りを楽しんでください。

　開催日:平成29年11月18日 土 参加費:400円　
◦集合／ＪＲ王寺駅（北口）　9時〜 9時30分
◦解散／ＪＲ王寺駅　15時頃
◦参加申込方法／事前受付（電話・FAX・Eメール）
◦参加申込期間／10月30日（月）〜11月16日（木）
◦案内団体／王寺観光ボランティアガイドの会

達磨寺（座禅体験）→尼寺廃寺跡（昼食）→白山姫神社→火幡神社
→親殿神社→孝霊天皇陵

申込・
問い合わせ先

王寺町観光協会
TEL：0745-33-6668　FAX：0745-33-3001
E-mail：yukimaru@oji-kanko.jp

コース
概 要

コースNO.10 概算距離：約7km 定員：なし

④歴史を歩く、愛を歌う。
愛の花「あざさ」が香り聖徳太子の「和」の願いと僧忍性の「慈愛の心」が漂い、古墳時代の小
型前方後円墳が多数存在している歴史を歩くコースです。

　開催日:平成29年12月10日 日 参加費:無料　
◦集合／近鉄石見駅　9時30分〜10時
◦解散／近鉄但馬駅　15時頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／三宅ボランティアガイドの会

石見鏡作神社→石見（玉子）遺跡→万葉歌碑→伴堂杵築神社→嚴嶋神
社→忍性菩薩碑→屏風杵築神社（白山神社）→古墳群→但馬杵築神社

問い合わせ先 三宅町　政策推進課
TEL：0745-44-2001

コース
概 要

コースNO.5 概算距離：約6km 定員：なし

小泉城址一帯の散策
大和郡山には、町のあちこちに石碑があります。石碑は、その土地の歴史や先人達の思いが
込められています。石碑が語る声を聞いてみませんか。

　開催日:平成29年10月30日 月 参加費:無料　
◦集合／JR大和小泉駅　8時40分〜 9時
◦解散／JR大和小泉駅　12時頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／大和郡山市観光ボランティアガイドクラブ

庚申堂→小泉城址→小泉神社→小白水→九頭上池

問い合わせ先 （一社）大和郡山市観光協会
TEL：0743-52-2010

コース
概 要

コースNO.7 概算距離：約8.5km 定員：なし

ミステリアス香具山
「月の誕生石」など香具山山中に点在する不思議な石を訪ねます。名付けて“ミステリアス香
具山”。その他、大津皇子・吉備真備にまつわる伝説の数々をお楽しみ頂きます。

　開催日:平成29年12月2日 土 参加費:200円　
◦集合／近鉄畝傍御陵前駅（東口）　9時〜 9時30分
◦解散／近鉄大福駅　15時頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／橿原市観光ボランティアガイドの会

本薬師寺跡→鷺栖神社→天香山神社→月の誕生石→蛇つなぎ石
→月の輪石→吉備池廃寺

問い合わせ先 橿原市観光協会
TEL：0744-20-1123

コース
概 要

コースNO.8 概算距離：約6.5km 定員：50名（先着順）
知られざる？世界遺産・春日山原始林
－神が鎮まる山に分け入り若草山頂へ－
町のすぐ近くにこんな所が…春日大社参拝後、春日山原始林に踏み入り、巨樹の緑と紅葉のグ
ラデーションの中をゆっくりと散策して神の気配を。

　開催日:平成29年12月3日 日 参加費:650円　
◦集合／春日大社本殿バス停（最寄り駅：近鉄奈良駅）　9時40分〜10時
◦解散／奈良公園（最寄り駅：近鉄奈良駅）　14時30分頃
◦参加申込方法／事前受付（HP･FAX）
◦参加申込期間／10月1日（日）〜11月29日（水）
◦案内団体／NPO法人 奈良まほろばソムリエの会
◦備考／参加費に若草山入山料150円（各自払い）を含む。

春日大社→水谷神社→春日山原始林→若草山（昼食）→奈良春日
野国際フォーラム甍→浮雲園地

申込・
問い合わせ先

NPO 法人奈良まほろばソムリエの会
HP：http://sguide81.blog.fc2.com/（お申し込みフォームより）
※キーワード「ソムリエと巡る」で検索可能
TEL：080-9126-7063（平日9:00 ～17:00） FAX：0742-90-1037

コース
概 要

コースNO.9 概算距離：約8km 定員：120名（抽選）

伊勢本街道・暗峠越えハイキング
古代から往来が絶えぬ街道で、奈良時代は、難波津と平城京を結ぶ官道で、シルクロードの東
の終端でした。江戸時代にはお伊勢参りで賑わいました。

　開催日:平成29年12月9日 土 参加費:100円　
◦集合／近鉄枚岡駅（枚岡神社大鳥居付近）　9時30分〜10時
◦解散／近鉄南生駒駅付近　15時頃
◦参加申込方法／事前受付（はがき〔複数名申込み可、必要事項は全員分記載要〕）
◦参加申込期間／10月23日（月）〜11月23日（祝･木）必着
◦案内団体／生駒市観光ボランティアガイドの会

枚岡神社→観音寺→慈光寺→暗峠（昼食）→西畑棚田見学

申込・
問い合わせ先

生駒市観光協会
〒 630-0288 生駒市東新町8番38号 生駒市経済振興課内
TEL：0743-74-1111

コース
概 要

コースNO.11 概算距離：約8km 定員：200名（先着順）

奈良朝ゆかりの史跡を巡る
「奈良朝」にかかわった多くの歴史上の人物たち、奈良きたまちの地に残る史跡、その眠ったま
ま忘れ去られた足跡や由来を尋ねながら古都奈良を再発見します。

　開催日:平成29年12月17日 日 参加費:300円　
◦集合／ＪＲ奈良駅総合観光案内所　9時30分〜 9時45分
◦解散／奈良県庁前（最寄り駅：近鉄奈良駅）　15時頃
◦参加申込方法／事前受付（はがき・電話・HP）
◦参加申込期間／11月1日（水）〜12月11日（月）必着
◦案内団体／NPO法人なら・観光ボランティアガイドの会
◦備考／１枚のはがきで３名までお申し込みできます。

西方寺→佐保川沿い→興福院→不比等顕彰碑→那冨山墓→（昼食）
→奈保山西陵→奈保山東陵→奈良豆比古神社→般若寺→空海寺→
転害門→戒壇院→真言院

申込・
問い合わせ先

NPO 法人なら・観光ボランティアガイドの会（朱雀）
〒 630-8228 奈良市上三条町23-4
TEL：0742-27-9889　HP：http://www.e-suzaku.net/

コース
概 要

コースNO.13 概算距離：約3km 定員：100名（先着順）

豊臣大阪城を守る大和三城の１つ宇陀松山城と重伝建の城下町
豊臣系大名の居城として東からの守りを一手に引き受けていた宇陀松山城。破城後もなお残る
情緒あふれる古いまちなみと城のロマンを味わうコースです。

　開催日:平成30年2月24日 土 参加費:500円　
◦集合／道の駅「宇陀路大宇陀」　9時30分〜10時
◦解散／道の駅「宇陀路大宇陀」　15時30分頃
◦参加申込方法／事前受付（はがき・電話・FAX・Eメール）
◦参加申込期間／1月15日（月）〜2月20日（火）必着
◦案内団体／宇陀市観光ボランティアガイドの会
◦備考／登城しますので、アップダウンがあります。

薬の館→春日神社→登城口→松山城→千軒舎

申込・
問い合わせ先

宇陀市 商工観光課（宇陀市観光ボランティアガイド事務局）
〒 633-0292 宇陀市榛原下井足17-3
TEL：0745-82-2457　FAX：0745-82-8211
E-mail：s-kankou@city.uda.lg.jp

コース
概 要

コースNO.15 概算距離：約6.5km 定員：なし

⑥神のいます里と古墳
数多く残されている古墳は、外形・石室ともに変化に富む。春先の野を歩き、特色ある古墳
や神社を訪れて、古代からのメッセージを全身に受けとめたい。

　開催日:平成30年3月24日 土 参加費:無料　
◦集合／近鉄竜田川駅（西側広場）　9時〜 9時30分
◦解散／ 道の駅「大和路へぐり」（最寄り駅：近鉄平群駅または近鉄竜田川駅） 

15時頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／平群町観光ボランティアガイドの会
◦備考／道の駅（解散場所）で抽選会あり。

烏土塚古墳→柿塚古墳→石床神社旧社地→消渇神社（昼食）→西
宮古墳→宮山塚古墳

問い合わせ先
あすのす平群

（平群町観光文化交流館・図書館）
TEL：0745-46-1120

コース
概 要

コースNO.12 概算距離：約10km 定員：なし

⑤歴史の町、安堵町を歩き廣瀬神社（砂かけ祭り）へ
古い町並みや太子道を歩いていると、聖徳太子にまつわる伝説に触れられます。壮大な廣瀬
神社の砂かけ祭りを楽しみ“感動の一日”を満喫してください。

　開催日:平成30年2月11日 祝·日  参加費:200円　
◦集合／ＪＲ法隆寺駅　9時〜 9時30分
◦解散／ＪＲ法隆寺駅　15時頃
◦参加申込方法／当日受付
◦案内団体／安堵観光ボランティアの会
◦備考／安堵町歴史民俗資料館に入館する場合は別途100円必要。

天理軽便鉄道跡→上宮遺跡公園→善照寺・広峰神社→飽波神社
→安堵町歴史民俗資料館→極楽寺→大道教（昼食）→廣瀬神社

問い合わせ先
安堵町商工会
〒 639-1061 生駒郡安堵町東安堵 958（安堵町役場内）
TEL：0743-57-1524　FAX：0743-57-1526

コース
概 要


