
 

「『なら記紀・万葉』なら大和路探訪キャンペーン２０１３～古事記縁（えにし）の旅～」 

１．主  催  奈良県、近畿日本鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、奈良交通株式会社 

２．実 施 協 力 天理市、橿原市、桜井市、御所市、明日香村、吉野町 

３．開 催 期 間 平成２５年１０月１日（火）から１２月３１日（火）まで 

４．主なイベント内容

（１）「縁結びビンゴ・スタンプラリー」 

①内 容 指定された記紀・万葉ゆかりのスポットを巡り、専用パンフレットの応募用紙にスタ

ンプを集めて応募するイベントです。ビンゴの要素を加えており、スタンプの収集状

況により「エリア制覇賞」「ビンゴ賞」「全エリア制覇賞」を設定し、抽選で地元特産

品等をプレゼントします。 

②実施期間 平成２５年１０月１日（火）から１２月３１日（火）まで 

③応募締切 平成２６年１月６日（月）まで ※当日消印有効 

④スタンプラリーの参加方法

ａ．駅や観光案内所等に設置している専用パンフレットを手に取ります。

ｂ．指定の記紀･万葉ゆかりのスポットに行き、スタンプを押印します。

ｃ．各スポットのスタンプ押印後、各賞の設定にあわせて応募すると、抽選で合計７０名の方に地元

特産品を、また、応募いただいた方の中から先着１，０００名の方に記念品（せんとくんバッジ）

をプレゼントします。 

※ホームページから専用の押印用紙をダウンロードし、スタンプラリーに参加することも可能です。 

「なら記紀・万葉 なら大和路探訪キャンペーン２０１３」のホームページ 

ＵＲＬ：http://www.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/narayamatoji/ 

※スタンプの収集状況により「エリア制覇賞」「ビンゴ賞」「全エリア制覇賞」に応募いただくこと 

ができます。 

※賞品の抽選結果は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

※スタンプラリーの各賞について（イメージ図） 

○エリア制覇賞： ○ビンゴ賞：

１エリア２ポイントのスタンプを集めます。 ビンゴライン上にスタンプを集めます。
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○全エリア制覇賞：全エリアのスタンプ（１２個）を集めます。

（注）複数エリアを制覇した場合でも、全てのスタンプの押印がなければ、応募対象はエリア制覇

賞のみとなります。 

⑤専用パンフレットの設置場所

近鉄およびＪＲ西日本の主な駅や、天理市、橿原市、桜井市、御所市、明日香村、吉野町（これらを

総称して、以下「キャンペーン実施エリア」）の観光案内所等に設置します。

 

⑥スタンプ設置場所

エリア名
記紀・万葉
ゆかりの地

スタンプ設置場所

石上神宮 石上神宮

氷室神社 ナビ天理（天理市観光物産センター）

大神神社 大神神社

等彌神社 等彌神社

特別史跡　藤原宮跡 橿原市藤原京資料室

橿原神宮 橿原神宮

小墾田宮跡 奈良県立万葉文化館

天武・持統天皇陵 国営飛鳥歴史公園館

葛城一言主神社 葛城一言主神社

鴨都波神社 鴨都波神社

吉野歴史資料館

吉野宮滝郵便局（土・日・祝日を除く）

国栖 吉野ビジターズビューロー

宮滝

桜井市

天理市

吉野町

御所市

明日香村

橿原市

※吉野歴史資料館に設置のスタンプと吉野宮滝郵便局に設置のスタンプは同じです。 

※スタンプが押印できる時間は、スタンプ設置場所の営業時間・開館時間等によります。 
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⑦お問い合わせ 縁結びビンゴ・スタンプラリー事務局 

ＴＥＬ：０６－６３１２－７０６１ 

（９月１日から ９月３０日までの平日および 

１０月１日から１２月３１日までの毎日 １０時から１７時まで） 

（２）「なら記紀・万葉フォトコンテスト」 

①内 容 「縁結び」のテーマに沿って、キャンペーン実施エリアに点在する記紀・万葉ゆかり

のスポットで出会った風景写真のデータを、専用ホームページに投稿していただくフ

ォトコンテストです。ご応募いただいた作品の中から優秀作品を選び、奈良県庁等の

会場で展示を行います。さらに、優秀作品に選ばれた方の中から抽選で 20 名様に奈

良県の特産品をプレゼントします。 

②投稿期間 平成２５年１０月１日（火）から１１月３０日（土）まで 

③展示予定期間 平成２６年１月から３月までの間で、各展示場所で約１週間、優秀作品の展示を行い

ます。 

④展示予定会場 奈良まほろば館（東京）、ＪＡならけんまほろばキッチン内観光案内所、奈良県庁内

展示スペースなど。 

⑤お知らせ方法 優秀作品や詳しい展示期間・会場については、奈良県ホームページで１２月下旬頃お

知らせします。また、賞品の抽選結果は、賞品の発送をもって代えさせていただきま

す。 

⑥応募方法 「なら記紀・万葉 なら大和路探訪キャンペーン２０１３」のホームページから、フ

ォトコンテスト応募専用サイトへアクセスし、応募してください。 

ＵＲＬ：http://www.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/narayamatoji/ 

（３）「講演会トレイン」 

①内 容 クラブツーリズム専用列車「かぎろひ」を近鉄名古屋駅から西ノ京駅まで運行し、車

内では天武天皇が造営の発願をした薬師寺の執事による｢はじめての仏像講座～如

来･菩薩など仏像の鑑賞のポイント～｣や日本の原点を感じる記紀にまつわる講演を

行います。西ノ京駅にて降車後は、６１年ぶりに特別公開される薬師寺東塔の水煙や

寺内の仏像を拝観して、車内講演に対する理解を一層深めていただきます。その後、

バスにて古代の都、記紀・万葉のふるさとの地を感じていただける桜井・明日香エリ

アへご案内します。 

②実 施 日 平成２５年１０月２６日（土）、２７日（日） 

③募集形態 募集型企画旅行にて実施（日帰り旅行） 

④主催会社 クラブツーリズム株式会社 

⑤募集人員 各日９０名（最少催行人員１名） ※出発決定 

⑥募集締切日 平成２５年１０月１９日（土） 

⑦旅行代金 ９，９８０円 

※上記は大人の代金。子どもの設定はありません。 

※桑名駅や近鉄四日市駅でも乗降いただけます。 

＜旅行代金に含まれるもの＞ 

近鉄往復運賃、昼食代、イベント費、諸税など 

⑧申 込 先 クラブツーリズム株式会社名古屋テーマ旅行センター 

〒４６０－０００８ 

名古屋市中区栄３－３－２１ セントライズ栄５階 

ＴＥＬ：０５２－３００－００１１ 

【電話営業時間】 

９時１５分から１７時３０分まで（日・祝休業） 



⑨行 程 近鉄名古屋駅+++桑名駅+++近鉄四日市駅+++（「かぎろひ」車内で講演会）+++ 

7：56 発  8:19 発  8:46 発 

西ノ京駅---薬師寺（６１年ぶりに特別公開する東塔水煙や寺内の仏像を拝観） 

===（バス）===（名物「三輪そうめん」の昼食）===（バス）=== 

桜井・明日香地域（磯城嶋公園や飛鳥寺を散策）===（バス）===大和八木駅+++ 

（「かぎろひ」車内ではソフトドリンク（１杯）のおもてなし）+++近鉄四日市駅 

19:32 着 

+++桑名駅+++近鉄名古屋駅 

19:46 着  20:05 着 

⑩車内講師 薬師寺 松久保 伽秀（まつくぼ かしゅう）執事 

⑪そ の 他 参加されたお客様には、大和路ゆかりの記念品を進呈します。 

（４）「古事記ガイド列車」とウォーキングイベント ※今回追加のイベント 

①内 容 ＪＲ桜井線（万葉まほろば線）において万葉の香り漂うラッピングを施した列車で「古

事記ガイド列車」を運行します。車内では、古代衣装をまとった劇団員との記念撮影

や、劇団員による古事記の解説を実施し、古事記ガイド列車発車前に奈良駅コンコー

スおよび畝傍（うねび）駅で劇団員による寸劇も行います。 

また、「古事記ガイド列車」運転期間中は、大和三山に囲まれた畝傍（うねび）の地

で歴史を体感できるウォーキングを実施し、さらに１１月３日（日・祝）には、浜村

淳さんが「記紀万葉」について楽しく語る講演会も開催します。 

②「古事記ガイド列車」について

ａ．実 施 日 平成２５年１１月２日（土）から１１月４日（月・休）までの３日間 

ｂ．運転区間 ＪＲ桜井線（奈良～畝傍間） 

ｃ．運転時間 午前 奈良駅  9 時４０分発 → 畝傍駅 １０時１６分着 

 畝傍駅 １１時１７分発 → 奈良駅 １１時５９分着 

午後 奈良駅 １３時３７分発 → 畝傍駅 １４時１３分着 

 畝傍駅 １５時３６分発 → 奈良駅 １６時１３分着 

※通常運行する列車（２両編成）の後部車両の１両で実施するため、車内の混雑

状況によっては、ご覧いただけない場合がございます。 

※参加費は無料（奈良駅～畝傍駅間の運賃が必要です）。 

※天候等の影響により、運行ダイヤの乱れや運行不能が発生した場合は、運行

を取りやめたり、車両の変更、イベントを中止することがあります。 

ｄ．お問い合わせ 西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部営業課 観光推進室 

ＴＥＬ：０６－７６６８－７０８１（平日９時３０分から１７時４５分まで） 

クラブツーリズム専用列車「かぎろひ」 薬師寺 松久保 伽秀 執事 



ラッピング列車写真 古代衣装をまとった劇団員 

③ウォーキングイベント「ＪＲ畝傍（うねび）駅から古道を歩く」について

ａ．実 施 日 平成２５年１１月２日（土）から１１月４日（月・休）までの３日間 

ｂ．定  員 １１月 2 日：５０名、３日：１００名、４日：５０名 

ｃ．場所・時刻 ＪＲ畝傍駅１０時２０分集合、藤原宮跡１３時頃解散 

ｄ．コ ー ス

ＪＲ畝傍駅・貴賓室（特別公開）→接待場跡→八木札の辻・札の辻交流館→芭蕉句碑 

→おふさ観音→藤原宮跡（歩程：約３ｋｍ） 

※ボランティアガイドによる案内のほか、「おふさ観音での講話」やプロカメラマンによる撮影

講習をお楽しみいただけます。 

※ゴールの藤原宮跡では、「歴史巨大迷路藤原京ラビリンス」が開催されます。 

・「藤原京ラビリンス」お問い合わせ先：橿原市観光課 

ＴＥＬ：０７４４－２２－４００１（平日８時３０分から１７時まで） 

ｅ．参 加 費 無料 

ｆ．お問い合わせ 一般社団法人橿原市観光協会 

予約申込み ＴＥＬ：０７４４－２０－１１２３（年中無休 ９時から１７時まで） 

ｇ．予約方法 電話でお申込みください。（先着順） 

ｈ．予約締切 平成２５年１０月２０日（日） 

④浜村淳さんによる「記紀万葉」講演会について

ａ．名  称 浜村淳さん「幸せさがして～記紀万葉にふれる～」講演会 

ｂ．開催日時 平成２５年１１月３日（日・祝） １４時３０分開演 １６時終了 

ｃ．開催場所 橿原市立かしはら万葉ホール５階 レセプションホール 

（ＪＲ畝傍駅または近鉄畝傍御陵前駅から徒歩約１５分） 

ｄ．定  員 ４００名 

ｅ．参 加 費 無料 

ｆ．応募方法 往復ハガキに以下の要領で記入し、お申込みください。 

・往信用表面宛先：５３０－００４１ 大阪市北区天神橋３－６－２６ 

扇町パークビル１Ｆ 浜村淳講演会事務局 

・往信用裏面：郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、 

参加希望人数 

・返信用表面：応募者の郵便番号、住所、氏名 

・返信用裏面：白紙 

※応募者多数の場合は抽選となります。 

ｇ．応募締切 平成２５年 10 月 6 日（日） （当日消印有効） 

ｈ．お問い合わせ 西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部営業課 観光推進室 

ＴＥＬ：０６－７６６８－７０８１（平日９時３０分から１７時４５分まで） 



浜村淳さん 

５．記紀・万葉ゆかりの地を巡るアクセスバスの運行 

（１）桜井駅（南口）～石舞台間（増便） 

増便期間：平成２５年９月２１日（土）から１２月８日（日）までの土休日（２７日間） 

増便区間：桜井駅（南口）～石舞台間（運賃 ４３０円） 

増便本数：２１６本増便（1 日あたり 8 本） 

※ゆきは、８時台から１６時台までの間、約 1 時間に１本運行。ただし、１４時台は 

２本運行となる。 

かえりは、9 時台から１６時台までの間、約１時間に 1 本運行。 

ただし、１０時台と１５時台が１時間に２本の運行となる。 

（２）近鉄御所駅～かもきみの湯間（ごせ★葛城の道臨時バス） 

運行期間：平成２５年１０月５日（土）から１２月８日（日）までの土休日（２２日間） 

運行区間：近鉄御所駅～かもきみの湯間（運賃 １乗車均一３００円） 

運行本数：３０８本（１日あたり１４本） 

※ゆきは、９時台から１５時台までの間、約１時間に１本運行。 

かえりは、９時台から１６時台までの間、約１時間に１本運行。 

ただし、１４時台は運行しない。 

（３）天理駅～桜井駅（北口）間（増便） 

増便期間：平成２５年１０月５日（土）から１２月８日（日）までの土休日（２２日間） 

増便区間：天理駅～桜井駅（北口）（運賃 ５９０円） 

増便本数：１５４本増便（１日あたり７本） 

※ゆきは、８時台から１８時台までの間、約１時間に１本運行。 

ただし、１０時台、１２時台、１４時台、１６時台は１時間に２本運行し、１３時台は

運行しない。 

かえりは、８時台から１８時台までの間、約１時間に１本運行。 

ただし、１０時台、１３時台、１８時台は１時間に２本の運行となる。 

※増便のバスは、通常運行のバスとは一部違うルートを経由します。 

（４）そ の 他  橿原市や御所市のコミュニティバス、明日香村の赤かめ周遊バスは、キャンペーン期間

中も通常どおりご利用いただけます。 




