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「なら大和路探訪 飛鳥キャンペーン」

１．主 催 明日香村、明日香村観光交流活性化事業実行委員会、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．開 催 期 間 平成２４年４月１日（日）～６月３０日（土）

３．主なイベント内容 下記の歴史・食のイベントのほか、様々なウォーキングイベントを期間中に開催いたしま

す。イベント内容は、３月中旬頃から近鉄・ＪＲ西日本の主要駅で配布する「キャンペー

ン専用パンフレット」にてご確認いただけます。

（１）歴史イベント

名 称：「飛鳥時代へタイムスリップ」飛鳥歴史講演会・劇団「時空」特別公演

日 時：平成２４年６月９日（土）、６月１０日（日）

詳 細：別紙２をご参照ください。

（２）食イベント

名 称：飛鳥スイーツ＆グルメフェスティバル

開催期間：平成２４年６月２３日（土）、２４日（日）

開催場所：国営飛鳥歴史公園石舞台地区など

開催時間：１１：００～１６：００（各日とも）

内 容：「キャンペーン専用パンフレット」を持参いただいたお客様先着３００名

様（各日とも）に、各スイーツポイント（配布場所）で下記の飛鳥ブラン

ド認定スイーツを３点無料でご提供いたします。また、石舞台古墳広場で

は、３点すべてのスイーツの販売、および飛鳥の特産品や農産物の物販会

を開催いたします。

【飛鳥スイーツの内容・配布場所】

スイーツ名 事業者
スイーツポイント

（配布場所）
アクセス

明日香村の果実と

野菜のジェラート
石田商店 石田商店

近鉄・ＪＲ

桜井駅

奈良交通バス石舞台ゆき

「万葉文化館」下車

徒歩約２０分

近鉄 飛鳥駅
奈良交通バス橿原神宮前

ゆき「川原」下車

古代米黒殻団子
今西

誠進堂
橘寺

近鉄・ＪＲ

桜井駅

奈良交通バス石舞台ゆき

「万葉文化館」下車

徒歩約１５分

近鉄 飛鳥駅
奈良交通バス橿原神宮前

ゆき「川原」下車

徒歩約３分

富本
ふ ほ ん

銭
せん

煎餅
せんべい

協同組合

飛鳥観光

振興

高松塚古墳

近鉄・ＪＲ

桜井駅

奈良交通バス石舞台ゆき

「万葉文化館」下車

徒歩約３０分

近鉄 飛鳥駅

徒歩約１０分または

奈良交通バス橿原神宮前

ゆき「高松塚」下車

徒歩約５分

別 紙 １
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（３）キャンペーン特典

６月１日（金）から６月３０日（土）の期間中に飛鳥にお越しのお客様先着３，０００

名様に、飛鳥にある社寺やレンタサイクルの割引券が付いた『ミステリーロマンＡＳＵ

ＫＡ「飛鳥王国パスポート」』をプレゼントします。

①プレゼント期間：平成２４年６月１日（金）～６月３０日（土）

②プレゼント場所：石舞台古墳入場券うりば

近鉄サンフラワーレンタサイクル （近鉄 橿原神宮前駅東出口横）

飛鳥総合案内所「飛鳥びとの館」 （近鉄 飛鳥駅すぐ）

※プレゼントを受け取るには近鉄、ＪＲ西日本の主要駅で配布する「キャンペーン専用

パンフレット」の呈示が必要です。

４．バスアクセスの整備（奈良交通バス）

開催期間中の土休日（２９日間）において、「桜井駅南口～石舞台」間のバスを期間中計２３２本増

便します。（１日８本増便、８時～１６時台は１時間に１本の運行。）

近鉄・ＪＲ桜井駅南口から飛鳥エリアまでが便利になります。

【桜井～石舞台間のバス時刻】※開催期間中

①ゆき（桜井駅南口→石舞台） ②かえり（石舞台→桜井駅南口）

桜井駅

南口発
石舞台着 備 考 石舞台発

桜井駅

南口着
備 考

8:45 9:10 平日・土休日 9:13 9:38 平日・土休日

9:50 10:15 土休日のみ 10:18 10:43 土休日のみ

10:25 10:50 土休日のみ（増便） 10:55 11:20 土休日のみ（増便）

11:25 11:50 土休日のみ（増便） 11:55 12:20 土休日のみ（増便）

12:05 12:30 土休日のみ 12:33 12:58 土休日のみ

13:00 13:25 土休日のみ（増便） 13:30 13:55 土休日のみ（増便）

14:00 14:25 平日・土休日 14:28 14:53 平日・土休日

14:30 14:55 土休日のみ（増便） 15:00 15:25 土休日のみ（増便）

15:10 15:35 土休日のみ 15:38 16:03 土休日のみ

16:20 16:45 平日・土休日 16:48 17:13 平日・土休日

「運賃＝おとな（片道）桜井駅南口～石舞台 ４３０円」

※その他、近鉄の橿原神宮前駅、飛鳥駅から石舞台への明日香周遊バス（赤かめバス）も運行してい

ます。（３月１７日～５月３１日の土休日は、赤かめバスを増便して運行します。）

ミステリーロマンＡＳＵＫＡ「飛鳥王国パスポート」
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「飛鳥時代へタイムスリップ」飛鳥歴史講演会・劇団「時空」特別公演

１．実 施 日 （１）平成２４年 ６月 ９日（土） 劇団「時空」特別公演

（２）平成２４年 ６月１０日（日） 飛鳥歴史講演会

※各回とも雨天決行

２．テーマ・行程 （１）６月９日（土）劇団「時空」特別公演

公 演 ：劇団「時空
じく う

」

テーマ ：大化の改新「変革の原点を知る飛鳥」

公演会場 ：明日香村中央公民館

【近鉄・ＪＲ桜井駅からのアクセス】

奈良交通バス石舞台ゆき「万葉文化館」下車徒歩約２０分

【近鉄 飛鳥駅からのアクセス】

奈良交通バス橿原神宮前駅ゆき（明日香周遊バス）

「中央公民館」下車すぐ

※近鉄 橿原神宮前駅からもバスが出ています。

募集人員 ：２５０名

公演開始時間：１１時００分（１時間程度）

受付開始時間：１０時３０分

（２）６月１０日（日）飛鳥歴史講演会

講 師 ：鶴見
つる み

泰
やす

寿
とし

（奈良県立橿原考古学研究所 主任研究員）

テーマ ：日本書紀と木簡
もっかん

からみた飛鳥の都

～斎
さい

明
めい

・天武
て ん む

・持
じ

統
とう

天皇の宮殿～

講演会場 ：奈良県立万葉文化館

【近鉄・ＪＲ桜井駅からのアクセス】

奈良交通バス石舞台ゆき「万葉文化館」下車すぐ

【近鉄 橿原神宮前駅からのアクセス】

奈良交通バス飛鳥駅ゆき（明日香周遊バス）

「万葉文化館西口」下車すぐ

※近鉄 飛鳥駅からもバスが出ています。

募集人員 ：３５０名

講演開始時間：１０時３０分（１時間３０分程度）

受付開始時間：１０時００分

３．参 加 料 各回とも無料

※会場までの交通費やレンタサイクル代、昼食代等は各自ご負担ください。

劇団「時空」

別 紙 ２

劇団「時空」とは・・・

明日香村を拠点に、明日香

村の歴史を題材にした公演を

行う。１９９８年に開講。メ

ンバーの力を結集し、台本や

衣装、大道具といった舞台美

術を制作し、創造性豊かな演

劇を通じて、明日香村の歴史

を楽しむことができる。
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４．応 募 方 法 往復郵便ハガキでご応募ください。ハガキに参加イベント（①６月９日：劇団「時空」特

別公演、②６月１０日：飛鳥歴史講演会のいずれか）・人数・住所・氏名・年齢・電話番

号を明記してご応募ください。

※ハガキ１枚で４名様までご応募いただけます（氏名は全員分ご記入ください）。

※９日、１０日両日参加をご希望されるお客様は希望される日にちごとにご応募ください。

※お子様の応募も可能です（ただし、小学生以下のお子様のみの応募はできません）。

※ご記入いただいた個人情報は、当選者へのご連絡等必要な範囲内において利用させてい

ただきます。

５．あ て 先 〒６３４－０１１１ 奈良県高市郡明日香村大字岡５５番地

明日香村役場地域振興室「飛鳥時代へタイムスリップ」係

６．応 募 期 間 平成２４年３月５日（月）から平成２４年５月２０日（日）まで （消印有効）

７．当 選 発 表 応募者多数の場合は抽選により当選者を決定し、当選された方には当選通知を送付します。

（応募された方全員に結果をお知らせします。）

８．お問い合わせ 明日香村役場 地域振興室「飛鳥時代へタイムスリップ」係

電話:0744-54-2001＜内線３２４＞（平日のみ 9時～1７時）

９．そ の 他 （１）当日は特別公演・講演開始に間に合うよう、当選ハガキをご持参のうえ会場にお越

しください。

（２）参加者全員に「きんのしおり（24純金表面加工）」をプレゼントします。

（３）公演会場で「食のガイドブック」、「明日香村わくわくまっぷ」を配布いたしますの

で、劇団「時空」の特別公演をご鑑賞いただいた後、ウォーキング、レンタサイク

ルなどで自由にご散策ください。

（４）６月９日、１０日ともガイドによる史跡等の解説を行います。

ガイド場所：石舞台古墳、伝
でん

飛鳥
あ す か

板
いた

蓋宮
ぶきのみや

跡
あと

、亀形石造物、明日香村埋蔵文化財展示室

きんのしおり
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１０．募集型企画旅行 上記一般募集のほか日本旅行、クラブツーリズムでは、この歴史講演会・劇団「時空」

特別公演をセットした旅行ツアー（貸切バス専用）を販売する予定です。

※日本旅行商品は、ジパング倶楽部会員様限定のプランです。

（１）歴史イベント

①６月９日（土）

公 演 ：劇団「時空」

テーマ ：大化の改新「変革の原点を知る飛鳥」

公演会場 ：明日香村中央公民館

公演開始時間：１３時３０分（１時間程度）

②６月１０日（日）

講 師 ：菅谷
すが や

文則
ふみのり

（奈良県立橿原考古学研究所長）

テーマ ：天武天皇
てんむてんのう

と飛鳥
あ す か

～日本書記の編纂～

講演会場 ：奈良県立万葉文化館

講演開始時間：１３時３０分（１時間３０分程度）

（２）料金、問い合わせ先等（各日とも）

①日本旅行

発着場所：JR奈良駅

料 金：おとな１名様 ５，９００円（税込）

募集人員：１８０名（最少催行人員３０名）

お問い合わせ：ジパング倶楽部 特選旅行電話予約センター

電話：06-6347-9100

②クラブツーリズム

発着場所：JR名古屋駅西口

料 金：おとな１名様 ６，４５０円（税込）

募集人員：１６０名（最少催行人員３０名）

お問い合わせ：クラブツーリズム 名古屋旅行センター

電話：052-300-0011

以 上


