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斑鳩町
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曽爾村

吉野町

宇陀市 曽爾村 御杖村

宇陀市

山添村

下市町

橿原市

上北山村

下北山村

黒滝村

天川村

大和郡山市

河合町

御所市

広陵町

公益社団法人２０２５年

明日香村

川上村

大和高田市

下北山村の特産品

黒滝村特産品

天川村の特産品

観光PRグッズ

御墳印帖販売、御墳印帖製作体験、

サンダル・履物

「広陵くつした博物館」出張所

PR

PR

川上村特産品

大和高田市立高田商業高校のすき焼き

山添村 東吉野村

柿の葉すし等

日本国際博覧会協会

篆刻印製作体験、町PRチラシ配架など

特産品販売・市町村PR情報一覧
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開場

インフォメーションコーナー

広陵町

田原本町

葛城市

物販ブース紹介　その❶

吉野町

ゆるキャラ紹介

桜井市

物販ブース紹介　その❷

御杖村

ゆるキャラ紹介

奈良市

物販ブース紹介　その❸

広陵金明太鼓保存会

風流舞「奏楽」

けはや相撲甚句会

金峯山寺

大和すくね相撲甚句会

桃俣獅子舞保存会

平城山相撲甚句会

広陵金明太鼓　和太鼓演奏

和楽器舞踊

けはや相撲甚句

節分会　鬼火の祭典

相撲甚句

桃俣の獅子舞

平城山相撲甚句会 

コンベンションホール
OPEN 11:00 ／ START 11:05
コンベンションホールコンベンションホールコンベンションホール
OPEN 11:00 ／ START 11:05OPEN 11:00 ／ START 11:05OPEN 11:00 ／ START 11:051/28

11:00

11:05 - 11:25

11:30 - 11:55

12:00 - 12:15

12:20 - 12:40

12:45 - 13:00

13:05 - 13:30

13:35 - 13:50

13:55 - 14:15

14:20 - 14:35

14:40 - 15:10

15:15 - 15:30

15:35 - 16:00

16:05 - 16:35

タイムテーブル

※実施内容・スケジュールは変更となる可能性があります。予めご了承ください。※実施内容・スケジュールは変更となる可能性があります。予めご了承ください。



當麻太鼓白鳳座

関西舞踊団HARUNA

明日香村伝承芸能保存会

明日香村伝承芸能保存会

明日香村伝承芸能保存会

紅しで踊り保存会

へぐり時代祭り実行委員会

かつらぎ太鼓保存会

菅野獅子舞保存会

和太鼓演奏

創作舞踊

明日香南無天踊り

八雲琴

明日香万葉朗唱

紅しで踊り

へぐり時代祭り

和太鼓演奏

菅野獅子舞

11:00

11:05 - 11:25

11:30 - 11:50

11:55 - 12:25

12:30 - 12:45

12:50 - 13:20

13:25 - 13:40

13:45 - 14:00

14:05 - 14:20

14:25 - 14:45

14:50 - 15:05

15:10 - 15:20

15:30 - 15:55

16:10 - 16:40

1/29 日 コンベンションホール
OPEN 11:00 ／ START 11:05
コンベンションホールコンベンションホールコンベンションホール
OPEN 11:00 ／ START 11:05OPEN 11:00 ／ START 11:05OPEN 11:00 ／ START 11:05

開場

インフォメーションコーナー

葛城市

香芝市

物販ブース紹介　その❶

明日香村

明日香村

明日香村

天理市

平群町

ゆるきゃら紹介

物販ブース紹介　その❷

葛城市

御杖村

※実施内容・スケジュールは変更となる可能性があります。予めご了承ください。※実施内容・スケジュールは変更となる可能性があります。予めご了承ください。



奈良県各地のおまつりを楽しもう！ 伝統行催事

1/29

1/28

【奈良市】平城山相撲甚句会
平城山相撲甚句会

けはや相撲甚句会

明日香村伝承芸能保存会

明日香村伝承芸能保存会

當麻太鼓白鳳座

【天理市】 紅しで踊り
紅しで踊り保存会

【桜井市】相撲甚句
大和すくね相撲甚句会

関西舞踊団HARUNA
【香芝市】創作舞踊

【葛城市】けはや相撲甚句

【葛城市】和太鼓演奏

【葛城市】和太鼓演奏【平群町】へぐり時代祭り
へぐり時代祭り実行委員会

【田原本町】和楽器舞踊
風流舞「奏楽」

【明日香村】明日香南無天踊り

【御杖村】桃俣の獅子舞
桃俣獅子舞保存会

【御杖村】菅野獅子舞
菅野獅子舞保存会

明日香村伝承芸能保存会
【明日香村】明日香万葉朗唱

【明日香村】八雲琴

【広陵町】広陵金明太鼓 和太鼓演奏
広陵金明太鼓保存会

【吉野町】節分会　鬼火の祭典
金峯山寺

かつらぎ太鼓保存会

広陵金明太鼓は平成6年に広陵町内在住・
在勤の有志により結成されました。和太鼓奏
者飛鳥大五郎氏に師事し、ふるさと広陵に熱
い息吹を吹き込むべく「命の響き」をテーマ
に活動しています。

能楽ゆかりの地名も数多く残る田原本町。
力強い太鼓と繊細な音色の篠笛が奏でる
お囃子と弥生時代をイメージした舞をご覧
ください。

2005年奈良県初の相撲甚句会として設立
した「けはや相撲甚句会」が名所甚句、お祝い
甚句など個性豊かに披露いたします。

結成10年目となる大和すくね相撲甚句会が
「相撲発祥の地　桜井」の当地甚句などを披
露します。

伊勢太神楽（いせだいかぐら）の流れをく
み、大和東部地域の山間部から伊賀地方に
広がる獅子舞の1つです。

大相撲文化のひとつ、力士によって唄い継
がれてきた相撲甚句で、古都奈良の名所・
旧跡、名物行事を披露します。

吉野山の金峯山寺の節分行事がやって来ます！
全国から追われてきた鬼を迎え入れ、仏道に
入らしめる吉野町の新春の風物詩は迫力満点
です。

當麻をイメージしたオリジナル曲を中心とした
和太鼓演奏を通じ、葛城の郷土芸能の伝承
と地域住民のふれあいに貢献します。

関西舞踊団HARUNAは、結成25周年。海外公演
をはじめ、奈良県芸能まつりにも参加させていた
だいたりと、様々なステージで活躍しています。

「日本書紀」の皇極天皇紀に、天皇が飛鳥川
上流で雨乞いをされた記述があり、それを起源
とした農耕の踊りです。

明日香は万葉歌がたくさん詠まれた舞台であ
り、古代の人々の気持ちを声に出して往時の姿
を表現しています。

八雲琴は二弦琴とも言い、起源は古事記に記さ
れている「天の沼琴」を発祥としています。口伝
の曲を採譜し古代の心を今に伝えています。

大和神社への雨乞い成就の感謝を踊りにし
奉納したものです。一時途絶えていましたが
復活しました。天理市無形民俗文化財です。

奈良県の東部、宇陀郡御杖村の菅野地区に
伝わる菅野獅子舞です。地元の四社神社の秋の
例大祭では、村の児童・生徒とともに獅子舞を
奉納しています。

平群町ゆかりの歴史人物に扮した行列が町内
を練り歩くおまつりです。絢爛たる時代絵巻の
ような見応えある行列をご覧ください。

昭和63年5月結成。和太鼓を郷土芸能として
位置づけ、広く市民の手によって伝承し、郷土愛
を育んでいます。



奈良県各地の魅力に触れよう！ 特産品販売・市町村PR
大和
郡山市

大和
郡山市 御所市

矢田 地蔵みそ
紫陽花（よひら）クラブ

※あったかもんブースで販売

観光PRグッズ
一般社団法人大和郡山市観光協会

サンダル・履物
御所市

大和高田市特産野菜
ＪＡならけん高田支店軟弱野菜部会・

担い手営農研究会

大和
高田市

盆地特有の寒暖の差がすばらしい産
地で育った「きくな」、「こまつな」、「し
ろな」、「ほうれんそう」、「ねぎ」の5品
目を大和高田市特産野菜としてブラ
ンド化し、栽培と出荷に努めています。

大和高田市立高田商業高校の
すき焼き

ＴＡＫＡＤＡ元気発信プロジェクト「まち部。」

大和
高田市

大和高田市立高田商業高等学校の
生徒たちが、地元の素材を生かし、企
画開発した商品です。60年続く「新入
生歓迎すき焼きパーティー」の味を
ぜひ味わってください。

大和郡山市産の米と遺伝子組換え
無しの大豆を使用して添加物は一切
使用せずに丹念に仕上げました。是
非一度ご賞味ください。

金魚とお城のまち大和郡山にちなん
だ様々な観光PRグッズを販売してい
ます。

日本有数のサンダル・履物の産地、
御所市。熟練の職人が作り上げた履
物は、履きやすく疲れにくい製品で
す。普段履きやおしゃれアイテムとし
て、足元を魅力的に演出します。

宇陀市
宇陀市

曽爾村 御杖村
山添村 
東吉野村

三郷町平群町

薬草を活用した特産品
宇陀市薬草協議会

いちご
三郷町農業委員会

バラ
ヘグリローズ

特産品販売 ・ PRブース 
大和高原（東吉野）観光振興協議会

※あったかもんブースで販売

宇陀市と薬草の関係は1400年前の
飛鳥時代にまで遡ります。この薬草を
活用した「薬草のまちづくり」を進める
ため、生産者と市が連携し、当協議会
を立ち上げ、六次産業化を目指して
います。

大和高原は、奈良県東部の大自然
広がるおおらかで穏やかなところです。
域内の観光資源の有機的連携と周遊
観光ネットワークの形成を図り、観光旅
客の来訪増加と地域の活性化を促進
しています。

山添村

山添村の特産品
山添村観光協会

山添村は奈良県北東部に位置し、里
山文化が色濃く残る山村です。
「大和茶」や「まめくら大豆」、「片平あ
かね」など美しい自然環境で育った
特産品があります。

平群ブランドのバラは、花持ちがよく
品質の良さが自慢です。平群町内の
温室で品質にこだわり丹精込めて
栽培・収穫されたバラをお楽しみくだ
さい。

有機質な肥料を使用し風味豊かに
育てるため、土づくりにこだわった
土耕栽培を行っております。糖度と
酸味のバランスがよく果肉はツヤがあ
り宝石ルビーのような美しさのいちご
「古都華」を、ぜひご賞味ください。

斑鳩町 広陵町 河合町 吉野町 下市町

木工品、割箸、葛湯、
飲む酢、柿の葉すし等

一般社団法人吉野ビジターズビューロー 下市町観光協会

斑鳩ブランド
斑鳩町

「広陵くつした博物館」出張所
一般社団法人広陵町産業総合振興機構 河合町

御墳印帖販売、御墳印帖製作体験、
篆刻印製作体験、町PRチラシ配架など 吉野町の特産品

「斑鳩ブランド」とは、斑鳩町や奈良
県の歴史と文化や自然の中で育まれた
地域資源を生かした商品やサービス
の中から斑鳩ブランド創造協議会が
認定するもので、さまざまなPR活動
を行っています。

「広陵くつした博物館」では町内事業
者のオリジナル靴下に実際に触れて
購入することができます。今回はその
出張所を大立山まつりに出店します。

【河合町史跡＆古墳巡り『御墳印帖』
プロジェクト！】絶賛実施中。古墳・
仏像などの史跡や文化財を巡って、
オリジナル御墳印を集めよう。

日本酒、葛湯、葛餅、割箸、入浴剤、
ボディーソープ、どれも吉野産の原材
料を利用し素材そのものを生かすこと
にこだわった商品ばかりです。どうぞ
お買い求めください。

吉野杉を使った割箸や三宝、木工製
品。無農薬・有機栽培にこだわったレ
モングラスとのコラボ商品の飲む酢
をはじめ、柿の葉寿司や吉野葛を
使った葛湯など、下市町の魅力が詰
まった沢山の特産品をお持ちします。

曽爾村 明日香村

明日香村

桜井市

一般社団法人
橿原市観光協会 桜井市 曽爾村PR PR PRPR PR

橿原市

日本国はじまりの地 橿原(かしはら)。
歴史が色濃く残るこのまちには 橿原
神宮や藤原宮跡、江戸時代のまちな
みが残る今井町など見どころ満載。
そんな橿原の魅力をお届けします。

古代ヤマト王権発祥の地。纒向遺跡や
大神神社・長谷寺など多くの史跡・
寺社があり、冬は「三輪そうめん」を
使った温かいにゅうめんを堪能でき
ます。

曽爾村には、国の天然記念物指定さ
れている鎧岳・兜岳・屏風岩や、年間
40万人が訪れる曽爾高原があります。

豊かな自然と村内に点在する歴史的
文化資産が一体となり美しい景観を
作り出し、誰もがどこか懐かしいと
感じる「日本人の心のふるさと」のよう
な空間が広がっています。

２０２５年に大阪・関西万博が大阪
市夢洲で開催されます。本ブースでは、
大阪・関西万博の公式ロゴマーク・キャ
ラクターデザインの缶バッジ作成体験
（無料）を実施しますので、ぜひお立ち
寄りください。

黒滝村 下北山村 上北山村 川上村

川上村特産品
川上村

下北山村の特産品
下北山地域総合商社

上北山村の特産品
上北山村

黒滝村特産品
黒滝村商工会

天川村の特産品
天川村

天川村

村の面積の約97％が林野を占める
黒滝村。自然の恵みいっぱいの産品
が自慢です。澄んだ空気と清らかな
水が育んだ黒滝村ブランドの数々を
お楽しみください。

自然豊かな天川村の手作りの加工品・
村民手作りの木工品などの特産品の
販売を行います。天川村の商品の良さ
を是非ご堪能ください。

下北山村は、奈良県最南端に位置す
る人口約800人の小さな山村です。
自然の恵みをたっぷり受けながら
地元住民の方々に大切に育てられた
村の特産品をお届けします。

吉野杉を用いたマスクケース、栃・欅
を用いたスマホスタンドやまごの手。
上北山村特産で、優しい味が楽しめる
とちおかきや無添加で柔らかい生芋
こんにゃくなど、様々な商品をご用意
しております。

川上村の野菜や果実を使い、『山の
暮らしのおすそ分け』と題して村民が
新たな特産品を開発しました。また、
店舗によって味の異なる柿の葉寿司
の食べ比べもできます。

公益社団法人２０２５年
日本国際博覧会協会

公益社団法人
２０２５年
日本国際
博覧会協会

1/28（土）
のみ

1/28（土）
のみ

1/29（日）
のみ



1/28

ゆりはちゃん
（上牧町ＰＲキャラクター） 

上牧町

せんとくん 
奈良県 

みくちゃん 
大和高田市 

ゆるキャラたちも大集合！
1/291/28

山添村 

奈良県マスコットキャラクターの
「せんとくん」です。特技はダンス！
好きな食べ物は奈良のうまいも
のです。大立山まつりで奈良のう
まいものをいっぱい食べたいな。

すな丸 
河合町 

天武天皇、持統天皇の時代に国
家祭祀を司った広瀬大社の森に
住む、子どもが大好きな精霊。
河合町の無形文化財でもある砂
かけ祭の装束を着ているよ。

雪丸
王寺町

町民に愛され、元旦に鳴くと豊作
になると語り継がれる聖徳太子
の愛犬「雪丸」。2013年に町観
光・広報大使に就任。まちの魅力
を広く伝える公式マスコットキャ
ラクターです。

上牧ぺたろう
（上牧町商工会キャラクター） 

上牧町

上牧町の牧場のはずれで両親と
ともに暮らしている。「ペガサスに
なりたい！」という夢だけは誰にも
負けず、持ち前の明るさとガッツ
で日々ペガサスになるために
努力している。

町制施行50周年を記念して、
令和4年11月に誕生した上牧町
ＰＲキャラクター「ゆりはちゃん」。
今後は、上牧町の魅力を1人で
も多くのかたに届けられるよう
がんばります。

ごんたくん 
下市町 

下市町が舞台になっている歌舞伎
の演目にちなんで考案されました。
すし屋の勘当息子でしたが、心を
入れかえて、恩義を貫くやさしい
男の子に変わったというかっこいい
一面も持っている、きりっとした目
が特徴のキャラクターです。

パゴちゃん
斑鳩町

聖徳太子の命日である622年
2月22日が誕生日の1400歳の
元気な男の子です。東洋の仏塔
を「パゴダ」ということから、「パゴ
ちゃん」と名付けられました。

葛城市にある當麻寺で、一夜に
して曼荼羅を織ったという、中将
姫伝説をモチーフに生まれた女
の子。好奇心旺盛でせんとくん
が大好き。

広陵町イメージキャラクター

「かぐやちゃん」
広陵町
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蓮花ちゃん 
葛城市

大和高田市マスコットキャラク
ター「みくちゃん」。おひさまの光を
そのまま身にまとい、さざんかの
花をのせた姿はみんなを笑顔
にするよ。大和高田のPRを頑
張っています。

神野山に住んでいるとされる伝説
の「からす天狗」をモチーフとし、
「ぽっちゃりまるい姿で、出会った
人々のこころをまあるく」したいと
いう想いを込めて、山添村のマス
コットキャラクターとして誕生しま
した。

つえみちゃん 
御杖村 

御杖村のイメージキャラクターと
して誕生した「つえみちゃん」で
す。髪の毛は杖の形、手には魔法
の杖を持ち、御杖村を訪れる方
に癒しの魔法をかけてくれます。

町ゆかりのかぐや姫をモチーフに、
2010年に誕生しました。生産量
日本一を誇る「靴下」や特産品の
「なす」「いちご」のPR役も担って
います。町の知名度アップのため
に、日々明るい笑顔を振りまいて
います。


