
No 行　　　　事　　　　名
開催日

（開催期間）
開催時間等
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（TEL)

ホームページ 特記事項・注意事項

1 史跡「頭塔」秋の特別公開
10月26日（土）～
11月14日(木）

9:00～17:00(受
付は16:30ま
で）

史跡「頭塔」
（奈良市高畑町921番地）

奈良県文化財保存課
(0742-27-9866)

http://www.pref.nara.jp/670
9.htm

協力金300円

2 奈良県文化財保護功労者感謝状贈呈式 11月6日(水） 11:30～12:00
奈良県庁内
(奈良市登大路町30)

奈良県文化財保存課
(0742-27-9864)

http://www.pref.nara.jp/170
0.htm

3
昔のくらし関連展③「あそぶ道具 たのしむ
道具」

9月15日(土)～12
月1日(日)

9:00～17:00(入
館は16:30ま
で)

奈良県立民俗博物館
(大和郡山市矢田町545)

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150
8.htm

大人200円　学生150円

4
秋季特別展「絵と道具でたどる昔の奈良の
くらし－永井清繁氏のスケッチ帖から－」

9月21日(土)～12
月1日(日)

9:00～17:00(入
館は16:30ま
で)

奈良県立民俗博物館
(大和郡山市矢田町545)

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150
8.htm

大人200円　学生150円

5 玄関ホール展「奈良の鹿のひみつ」
10月5日(土)～12
月8日(日)

9:00～17:00(入
館は16:30ま
で)

奈良県立民俗博物館
(大和郡山市矢田町545)

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150
8.htm

大人200円　学生150円

6
古民家活用イベント
「お話を聞いてほっこりしよう」

11月3日(日) 13:30～15:00
奈良県立民俗博物館の古民家(旧臼井
家住宅)　　(大和郡山市矢田町545)

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

http://www.pref.nara.jp/150
8.htm

7
アトリウム展「アンコール遺跡バイヨン寺院
の保存と修復」

9月24日（火）～10
月31日（木）予定

8時30分～17
時15分

橿原市畝傍町1番地
橿原考古学研究所１Ｆアトリウム

橿原考古学研究所
0744-24-1101

http://www.kashikoken.jp/
バイヨン寺院調査・修復紹介パネル、バイヨン寺
院模型・写真・レリーフ線画

8
古代オリエント博物館2019年秋の特別展
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館蔵
品巡回特別展「しきしまの大和へ」

10月5日（土）～12
月1日（日）

10:00～17:00
古代オリエント博物館（東京都豊島区東
池袋3-1-4）

03-3989-3491 http://wwwaom-tokyo.com
一般900円・大高生700円・中小
生400円

9

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館・
公益財団法人桜井市文化財協会共同企画
令和元年度桜井市埋蔵文化財センター特
別展「王権の地、桜井」

10月5日（土）～
12月8日（日）

9:00～16:30
桜井市埋蔵文化財センター（奈良県桜
井市芝58番地の2）

0744-42-6005
http://wwwsakurai-
maibun.nara.jp

一般400円・小・中学生150円

10
学び直し講座「図書館学校」令和元年度第
2期

9月～11月
10：00～11：
30、13：30～
15：00

奈良県立図書情報館
（奈良市大安寺西1000番地）

奈良県立図書情報館
（0742－34－2111）

http://www.library.pref.nara.
jp/event/3073

1人2,000円
申込定員120名、事前申込

11 図書館寄席第53回 11月2Ｂ（土） 13：30～16：00
奈良県立図書情報館
（奈良市大安寺西1000番地）

奈良県立図書情報館
（0742－34－2111）

大人1,000円、中学生以下500
円
申込定員200名、事前申込

12 出前図書情報館 11月3日(日) 未定
河合町まほろばホール
（河合町高塚台１－８－３）

奈良県立図書情報館
（0742－34－2111）

13 車木工房と版画のいろいろ。展
11月1日（金）～
17日（日）

9：00～20：00
奈良県立図書情報館
（奈良市大安寺西1000番地）

奈良県立図書情報館
（0742－34－2111）

14 万葉集をよむ
10月16日（水）,11
月27日（水）

14:00～15:30
奈良県立万葉文化館
(高市郡明日香村飛鳥10)

奈良県立万葉文化館
(0744-54-1850)

http://www.manyo.jp
当日先着順定員150名　聴講
無料

15 日本書紀をよむ 11月13日（水） 14:00～15:30
奈良県立万葉文化館
(高市郡明日香村飛鳥10)

奈良県立万葉文化館
(0744-54-1850)

http://www.manyo.jp
当日先着順定員150名　聴講
300円
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16
第16回万葉古代学公開シンポジウム「聖な
るイメージの東西」・関連古典籍展示

11月2日（土） 14:00～17:00
奈良県立万葉文化館
(高市郡明日香村飛鳥10)

奈良県立万葉文化館
(0744-54-1850)

http://www.manyo.jp
当日先着順定員150名　聴講
500円

17 第１３回全国高校生歴史フォーラム 11月23日（土） 午後
奈良大学　講堂
（奈良市山陵町1500）

奈良県文化資源活用課
（0742－27－8975）

http://www.nara-
u.ac.jp/forum/

18 世界遺産フォーラム 11月17日（日） 13：30～17：00
奈良県立橿原考古学研究所
（橿原市畝傍町１）

奈良県文化資源活用課
（0742－27－2054）

http://asuka-fujiwara.jp/ 参加無料、事前申込

19 南円堂・北円堂特別開扉
10月17日(木)～1
１月10日(日)

9：00～17：00
興福寺
（奈良市登大路町４８）

0742-22-7755 http://www.kohfukuji.com/

20 本尊・十一面観音菩薩立像
10月1日(火)～1１
月30日(土)

9：00～17：00
大安寺
（奈良市大安寺２－１８－１）

0742-61-6312 http://www.daianji.or.jp/

21 法隆寺秘宝展
9月22日(日)～11
月30日(土)

9：00～16：30
法隆寺
（生駒郡斑鳩町法隆寺山内１－１）

0745-75-2555 http://www.horyuji.or.jp/

22 夢殿秘仏・救世観音菩薩立像
10月22日(火・祝)
～11月22日(金)

8：00～17：00
11/4からは
16:30まで

法隆寺
（生駒郡斑鳩町法隆寺山内１－１）

0745-75-2555 http://www.horyuji.or.jp/

23 上御堂（釈迦三尊像）
11月1日(金)～11
月３日(日・祝)

8：00～17：00
法隆寺
（生駒郡斑鳩町法隆寺山内１－１）

0745-75-2555 http://www.horyuji.or.jp/

24 本尊大観音尊像
10月12日(土)～12
月1日(日)

9：30～16：30
長谷寺
（桜井市初瀬７３１－１）

0744-47-7001 http://www.hasedera.or.jp/

25
日本最大秘仏　本尊金剛蔵王大権現　特
別ご開帳

10月20日(日)～11
月30日(土)

8：30～16：30 金峯山寺(吉野郡吉野町吉野山２４９８) 0746－32－8371 http://www.kinpusen.or.jp/

26 特別展「平城京の市と商売」

① 8月1日（木）～
10月11日（金）
② 10月27日（日）
～12月21日（土）

① 9：00～17：
00　　　　② 9：
00～16：30

① 奈良市埋蔵文化財調査センター
（奈良市大安寺西2－281）
② 奈良大学博物館
（奈良市山陵町1500）

① 奈良市埋蔵文化財調査セン
ター（0742－33－1821）
② 奈良大学（0742－41－0650）

①
http://www.city.nara.lg.jp/w
ww/genre/0000000000000/
1148016038187/index.html
② http://www.nara-
u.ac.jp/museum/

①・②ともに入場無料
11月24日（日）に講演会「平城
京の市と商売」を奈良大学で開
催

27 埋蔵文化財講演会「平城京の市と商売」 　11月24日（日） 13：00～17：10
奈良大学講堂
（奈良市山陵町1500）

① 奈良市埋蔵文化財調査セン
ター（0742－33－1821）
② 奈良大学（0742－41－0650）

①
http://www.city.nara.lg.jp/w
ww/genre/0000000000000/
1148016038187/index.html
② http://www.nara-
u.ac.jp/museum/

聴講無料
特別展「平城京の市と商売」関
連行事

28 富雄丸山古墳発掘体験学習

11月1日（金）～5
日（火）、9日（土）
～12日（火）、14
日（木）～18日
（月）

　9:30～12：00
13：30～16：00

富雄丸山古墳
（奈良市丸山一丁目1079－239）

奈良市埋蔵文化財調査センター
（0742－33－1821）

http://www.city.nara.lg.jp/w
ww/genre/0000000000000/
1148016038187/index.html

参加無料
（事前申込者のみ参加可能）

29 企画展示　「奈良奉行梶野良材と奈良 」
10月8日(火）～
1月5日（日）

9:00～17:00
奈良市史料保存館
（奈良市脇戸町1-1）

奈良市教育委員会文化財課
史料保存館（0742-27-0169）

11月9日（土）13：30～14：00展
示解説
無料



30 特別陳列　ならまち歳時記「奈良の紅葉」
10月22日（火）～
11月24日（日）

9:00～17:00
奈良市史料保存館
（奈良市脇戸町1-1）

奈良市教育委員会文化財課
史料保存館（0742-27-0169）

http://www.city.nara.lg.jp/w
ww/contents/14854991316
67/index.html

無料

31
解説付きガイドツアー
もっと知りたい〝正倉院と奈良奉行〞

11月３日（日・祝） 13:00～16:00
奈良市史料保存館及び奈良町周辺
（奈良市脇戸町1-1）

奈良市教育委員会文化財課
史料保存館（0742-27-0169）

 http://www.e-suzaku.net/
なら・観光ボランティアガイドの
会朱雀との共催事業
事前申込・参加費200円

32
奈良町歴史ミニ講座　古文書・古絵図に親
しもう「大塩平八郎の乱－人相書きのお触
れ－」

11月23日（土・
祝）

13:30～14:00
奈良市史料保存館
（奈良市脇戸町1-1）

奈良市教育委員会文化財課
史料保存館（0742-27-0169）

http://www.city.nara.lg.jp/w
ww/contents/14927372300
31/index.html

無料

33
奈良の文化財をもっと知る講座2019
大和高原の芸能と舞台建築

10月20日（日）
11:45～17:00
頃

八幡神社（奈良市月ヶ瀬石打）
八幡神社（奈良市月ヶ瀬桃香野）
長尾神社（奈良市阪原町）

奈良市教育委員会文化財課
（0742-34-5369）

http://www.city.nara.lg.jp/w
ww/contents/14653692974
77/index.html

参加費1000円
定員30名（要事前申込）

34
奈良の文化財をもっと知る講座2019
昔のくらし体験～かまどでごはんを炊こう！
～

10月27日（日） 9:30～15:00
奈良市指定文化財旧田中家住宅
（奈良市五条町204-1）

奈良市生涯学習財団都跡公民
館
（0742-34-5954）
奈良市教育委員会文化財課
（0742-34-5369）

http://manabunara.jp
http://www.city.nara.lg.jp/w
ww/contents/14653692974
77/index.html

参加費こども400円、大人300
円
定員小学生と保護者8組（要事
前申込）

35
奈良の文化財をもっと知る講座2019
宮跡庭園と近隣の庭を巡り歩く

11月24日（日） 13:00～16:40
特別史跡特別名勝平城京左京三条二
坊宮跡庭園（奈良市三条大路一丁目）
ほか

奈良市教育委員会文化財課
（0742-34-5369）

http://www.city.nara.lg.jp/w
ww/contents/14653692974
77/index.html

参加費700円
定員30名（要事前申込）

36 重要文化財木造不空羂索観音坐像公開 11月3日（日・祝） 9:00～16:00
応現寺（東鳴川観音講）
（奈良市東鳴川町31）

奈良市教育委員会文化財課
（0742-34-5369）

http://www.city.nara.lg.jp/w
ww/contents/13093088922
08/index.html

37 鋳造体験　ミニ古墳出土鏡をつくろう！
11月3日(祝)・
11月23日(祝)

10：00～11：30・
13：00～15：30

天理市立黒塚古墳展示館
(天理市柳本町1118-2)

天理市教育委員会文化財課
(0743-65-5720)

www.city.tenri.nara.jp 体験料：1個につき400円

38

桜井市纒向学研究センター　東京フォーラ
ムⅧ
「卑弥呼の宗女台与、年十三なるを立てて
王と為す」－卑弥呼その後－

10月27日(日) 9:50～16:00
よみうりホール
（東京都千代田区有楽町1-11-1）

桜井市観光まちづくり課
（0744-48-3110）

http://www.city.sakurai.lg.jp
/kanko/topics/1502845850
623.html

定員1,100名（先着順、事前申
込要、1,000円）

39 令和元年度特別展　『王権の地　桜井』
10月5日（土）～12
月8日（日）

9:00～16:30
（入館は16:00
まで）

桜井市立埋蔵文化財センター
（桜井市芝58－2）

同左
（0744-42-6005）

http://www.sakurai-
maibun.nara.jp/

入場料　大人400円、小人200
円

40
企画展「條ウル神古墳～巨勢氏との関係
を探る～」

11月1日（金）～10
日（日）

9：00～16：30
御所市アザレアホール　２階
（御所市13）

御所市教育委員会文化財課
（0745-60-1608）

http://www.city.gose.nara.jp
/2427.html

入場無料
11月5・6日（火・水）は休館

41
講演会「條ウル神古墳～巨勢氏との関係
を探る～」

11月4日（月・祝） 13：00～15：00
御所市アザレアホール　文化ホール
（御所市13）

御所市教育委員会文化財課
（0745-60-1608）

http://www.city.gose.nara.jp
/2427.html

事前申込不要・入場無料

42
特別展「聖徳太子と古代王家─片岡・広瀬
地域の開発─」

10月12日(土)～12
月８日(日)

9:00～17:00
香芝市二上山博物館
(香芝市藤山1-17-17)

同左
（0745-77-1700)

http://kashiba-mirai.com/
11月16日（土）・17日(日）は無
料開放

43
特別展記念講演会「葛城北部における敏
達王家と上宮王家」　塚口義信氏

10月13日(日) 14:00～16:00
ふたかみ文化センター・市民ホール
(香芝市藤山1-17-17)

香芝市二上山博物館
(0745-77-1700)

http://kashiba-mirai.com/
事前申し込み不要、詳しくは
ホームページをご覧ください。

44
特別展記念シンポジウム「発掘担当者に聞
く、史跡の発掘調査成果！」

11月10日(日) 13:00～16:00
ふたかみ文化センター・市民ホール
(香芝市藤山1-17-17)

香芝市二上山博物館
(0745-77-1700)

http://kashiba-mirai.com/
事前申し込み不要、詳しくは
ホームページをご覧ください。



45
特別展記念講演会「古代大坂越えの道─
大和と河内を結ぶ交通の要衝─」　近江俊
秀氏

12月７日(土) 14:00～16:00
ふたかみ文化センター・市民ホール
(香芝市藤山1-17-17)

香芝市二上山博物館
(0745-77-1700)

http://kashiba-mirai.com/
事前申し込み不要、詳しくは
ホームページをご覧ください。

46
二上山アドベンチャー教室「フィールドワー
ク二上山誕生のふしぎ」

11月24日(日) 10:00～15:30 二上山北麓地域
香芝市二上山博物館
(0745-77-1700)

http://kashiba-mirai.com/
事前申し込み必要、詳しくは
ホームページをご覧ください。

47
葛城市歴史博物館 第20回 特別展『葛城と
磯長谷の終末期古墳』

１０月１２日（土）
～　１２月８日

（日）

9:00～17:00
（入館は16:30

まで）

葛城市歴史博物館　1階　特別展示室
（葛城市忍海250－1）

葛城市歴史博物館　0745-64-
1414

http://www.city.katsuragi.na
ra.jp/index.cfm/13,0,31,html

休館日：火曜日、第2第4水曜
日。
入館料：大人200（160）円、高
校・大学生100（80）円、小・中
学生50（40）。※（　 ）内は20名
以上の団体料金。11月16日
（土）は無料開放。

48

葛城市歴史博物館 特別展記念講演会Ⅰ．
演題　『葛城の終末期古墳』
講師　葛城市歴史博物館館長補佐 神庭
滋

１０月１２日(土)
14:00～15:40
（受付は13:00

から）

葛城市歴史博物館　２階　あかねホール
（葛城市忍海250－１）

葛城市歴史博物館　0745-64-
1414

http://www.city.katsuragi.na
ra.jp/index.cfm/13,0,31,136,
html

受講無料。定員200名。ただし、
事前に電話または窓口にて申
込が必要。

49

葛城市歴史博物館 特別展記念講演会Ⅱ．
演題　　『推古陵と植山古墳』
講師　橿原市教育委員会　竹田 正則 氏 １０月２６日(土）

14:00～15:40
（受付は13:00

から）

葛城市歴史博物館　２階　あかねホール
（葛城市忍海250－１）

葛城市歴史博物館　0745-64-
1414

http://www.city.katsuragi.na
ra.jp/index.cfm/13,0,31,136,
html

受講無料。定員200名（事前申
込制）。ただし、事前に電話ま
たは窓口にて申込が必要。

50

葛城市歴史博物館 特別展記念講演会Ⅲ．
演題　『聖徳太子墓と飛鳥の古墳』
講師　葛城市歴史博物館館長　千賀  久

11月９日(土）
14:00～15:40
（受付は13:00

から）

葛城市歴史博物館　２階　あかねホール
（葛城市忍海250－１）

葛城市歴史博物館　0745-64-
1414

http://www.city.katsuragi.na
ra.jp/index.cfm/13,0,31,136,
html

受講無料。定員200名。ただし、
事前に電話または窓口にて申
込が必要。

51 史学さんごう文化講演会 11月3日（祝） 13:30～15:00
三郷町立図書館視聴覚室
（奈良県北葛城郡三郷町勢野西1-4-4）

三郷町教育委員会生涯学習課
（0745－43－7332）

https://www.town.sango.nar
a.jp/

入場無料・予約不要

52
斑鳩文化財センター秋季特別展
「中宮寺跡を掘る　―聖徳太子ゆかりの尼
寺の全貌―」

10月12日(土)～
12月1日(日)

9:00～17:00
（但し、入館は
16:30まで）

斑鳩文化財センター　展示室
（斑鳩町法隆寺西１-１１-１４）

斑鳩文化財センター
(0745－70－1200)

http://www.town.ikaruga.nar
a.jp/

特別展期間中は無休
入館料：大人３００（２４０）円、
高校・大学生１００（８０）円、中
学生以下無料
（　　）内は２０人以上の団体料
金

53
斑鳩文化財センター秋季特別展関連イベント

「中宮寺跡探検ツアー」
11月9日（土）

11:00～16:00
①11:00
②13:00
③15:00

史跡中宮寺跡
（斑鳩町法隆寺東２丁目・幸前1丁目地
内）

斑鳩文化財センター
(0745－70－1200)

http://www.town.ikaruga.nar
a.jp/

参加費：無料

54

斑鳩文化財センター秋季特別展関連イベント

歴史講演会
・基調報告
・講演「中宮寺跡の創建について」
　　　　「中宮寺跡出土の瓦について」

11月16日（土） 13:00～16:00
斑鳩町中央公民館　大ホール
（斑鳩町龍田南２－２－４３）

斑鳩文化財センター
(0745－70－1200)

http://www.town.ikaruga.nar
a.jp/

参加費：無料
定員：100名程度
基調報告
　報告者：荒木浩司（斑鳩町教育委
員会）
講演会
　講師：大脇潔氏（元近畿大学教
授）
　講師：清水昭博氏（帝塚山大学教
授）

55 第３３回安堵町文化祭
11月１日（金）～3
日（日）

9：00～17：00
トーク安堵カルチャーセンター（安堵町東
安堵８７９）

安堵町歴史民俗資料館（0743-
57-5090）

https://www.town.ando.nara
.jp/

文化祭の中で「安堵町指定文
化財パネル展」を開催します。



56
秋季企画展
「ならの史跡に行こう（縄文－古墳）」

9月29日(日)～12
月1日(日)

9:00～17:00(入
館は16:30ま
で)（月曜休館）

田原本青垣生涯学習センター2階 会議
室（特別展示室）
（磯城郡田原本町阪手233-1）

唐古・鍵考古学ミュージアム
(0744-34-7100)

http://www.town.tawaramot
o.nara.jp/karako_kagi/muse
um/index.html

大人200円(常設展との共通券
300円)、高・大生100円(常設展
との共通券150円)、15歳以下
無料

57 秋季企画展関連講演会 11月9日(土) 15:00～16:30
田原本青垣生涯学習センター1階 視聴
覚室
（磯城郡田原本町阪手233-1）

唐古・鍵考古学ミュージアム
(0744-34-7100)

http://www.town.tawaramot
o.nara.jp/karako_kagi/muse
um/index.html

聴講無料
定員80人(申込不要 先着順）

58 弥生のムラまつり IN 唐古・鍵
11月16日(土)
11月17日(日)

10:00～15:00
唐古・鍵遺跡史跡公園
（磯城郡田原本町唐古50-2）

唐古・鍵遺跡史跡公園事務所
(0744-34-5500)

https://www.karako-kagi.com体験メニュー一部有料

59 第２回　弥生わらアートコンテスト
8月6日(火)～10月
31日(木)
（受付期間）

制作期間は11
月1日(金)～11
月12日(火)
史跡公園開園
時間内（9時～
17時）に制作

唐古・鍵遺跡史跡公園
（磯城郡田原本町唐古50-2）

唐古・鍵遺跡史跡公園事務所
(0744-34-5500)

https://www.karako-kagi.com
審査発表日は
11月17日（日）午後
（弥生のムラまつり2日目）

60 第２回　弥生土器制作コンテスト
8月6日(火)～10月
31日(木)
（受付期間）

持込期間は10
月19日(土)～
10月31日(木)
史跡公園開園
時間内（9時～
17時）に持込

唐古・鍵遺跡史跡公園内「遺構展示情
報館」
（磯城郡田原本町唐古50-2）

唐古・鍵遺跡史跡公園事務所
(0744-34-5500)

https://www.karako-kagi.com
審査発表日は
11月17日（日）午後
（弥生のムラまつり2日目）

61
片岡城とその時代－葛城北部の中世山城
－

10月1日（火）～12
月3日（火）

9:00～17:00
上牧町文化センター　展示ギャラリー
（北葛城郡上牧町大字上牧3241番地）

上牧町教育委員会　社会教育課
（0745-76-1001）

http://www.town.kanmaki.n
ara.jp/

休館日：月曜日（祝日の場合は
その翌日）

62
文化歴史講演会　　題目未定（西山 厚さ
ん）

11月2日（土） 13:30～15:00
奈良県北葛城郡広陵町大字笠382番地
1
広陵中央公民館かぐや姫ホール

広陵町教育委員会文化財保存
課
（0745-55-1001）

www.town.koryo.nara.jp 入場無料

63
ジュニア古代体験（広陵町新山古墳から出
土した直孤文鏡の鋳造体験、和同開珎の
鋳造体験）

11月3日(日)～4日
(月)

10:00～16:00
奈良県北葛城郡広陵町大字笠382番地
1
広陵中央公民館

広陵町教育委員会文化財保存
課
（0745-55-1001）

www.town.koryo.nara.jp 鋳造体験は先着順および有料

64 発掘調査速報展　巣山古墳発掘調査
11月2日(土)～4
日(月・祝)

10:00～16:00
奈良県北葛城郡広陵町大字笠382番地
１
広陵中央体育館

広陵町教育委員会文化財保存
課
（0745-55-1001）

www.town.koryo.nara.jp 入場無料

65 河合町の文化財展20
11月2日（土）～3
日（日･祝）

9:00～17:00
河合町中央公民館旧館
奈良県北葛城郡河合町池部2丁目13番
1号

河合町教育委員会生涯学習課
0745-57-2271

http://www.town.kawai.nara.
jp/index.html

観覧無料

66
大淀町フリーハイキング「木漏れ日あふれ
る里山とおおよど遺産をたずねて」

10月26日（土）
 9：00～10:30
（受付）

（集合場所）
近鉄・JR吉野口駅（奈良県御所市）

大淀町役場まちづくり推進課
（0747－52－5501）

http://www.town.oyodo.lg.jp
/

無料・申込不要
（健脚向き・約9km）

67
能楽ワークショップ
「能『二人静』を読み解こう！」（第３回）

10月27日（日） 13：30～15：00
大淀町文化会館
（吉野郡大淀町桧垣本2090）

同左（0747－54－2110）
http://www.town.oyodo.lg.jp
/

入場無料・予約不要

68
第45回大淀町文化祭歴史展示・歴史講演
会

11月3日（日）～
4日（月・祝）

10：00～16：00
大淀町文化会館
（吉野郡大淀町桧垣本2090）

同左（0747－54－2110）
http://www.town.oyodo.lg.jp
/

入場無料・予約不要

69 第19回能楽座大淀町公演 11月16日（土） 14：00～17：30
大淀町文化会館
（吉野郡大淀町桧垣本2090）

同左（0747－54－2110）
http://www.town.oyodo.lg.jp
/

有料（自由席）
一般2,000円・学生500円


