
　立山の展示

　南都の寺のお坊さん講話

　なかたに ゆか 日本書紀と奈良の昔話の紙芝居

　大立山の展示 　若草山焼き

【場　所】
【日　時】
【定　員】

平城宮いざない館　多目的室
1月25日(土)・26日(日)
各回100名程度

25日（土） 26日（日）

参加費：１プログラム／ 500 円

【場　所】
【日　時】
【参加費】
【定　員】

平城宮いざない館　多目的室
1月25日(土)　16:20～17:20
無料
100名程度

奈良時代を今に感じながら走ることができる“世界遺産”平城宮跡で開催します♪
大会前日と当日は平城宮跡内で大立山まつりを同時開催！県内の絶品グルメや伝統行催事も一緒に楽しめます！

タイムに自信がないチームにも表彰のチャンスがある特別賞は当日発表！こちらもお楽しみに！

会 場 平城宮跡朝堂院とその周辺

参加資格 1周(約2km)を単独で走行可能な方

定 員 2名以上～15名以下  ※ハーフは11名以下

部 門 フルリレーマラソン
　200組／制限時間「4時間30分」
ハーフリレーマラソン
　150組／制限時間「4時間25分」

表 彰 各部門の1位から3位、その他特別賞

入賞特典 賞状及び奈良県特産品

参加特典 大立山まつり会場内で使用できる
飲食ブース割引券(200円分×2枚)
こども縁日チケット(1回分）

参加申込 申込締切 2020年１月13日(月・祝)
※チーム責任者は20歳以上に限る。
※障害があり、単独での走行が難しい場合は、
　伴走者とともに参加可能。

※参加料・完走証・保険料 含む。※別途振込手数料がかかります。 当日受付 10：00～10：40※平城宮跡資料館にて受付

開会式 11：00 ※スタート地点にて実施

競技予定
【フル】 11：15～15：45
【ハーフ】 11：20～15：45

表  彰  式 【フル】 15：00※朱雀門ひろばにて実施
【ハーフ】 13：30※朱雀門ひろばにて実施

※実施スケジュールは変更になる可能性がございます。
　公式HPにてご確認ください。
※受付場所とスタート地点は会場マップ参照

当日受付
※長時間露光による撮影

海獣葡萄鏡

富本銭と和同開珎

完成イメージ

『知れば知るほど好きになる奈良』
　南かおり・石川重元トークショー

　絵画で観る古都奈良の伝統ある祭り

詳細・応募方法については、
エントリーページよりご確認ください！

世界遺産を走ろう！
平城宮跡リレーマラソン
in 大立山まつり

お  お た  て や  ま

世界遺産を走ろう！
平城宮跡リレーマラソン
in 大立山まつり

お  お た  て や  ま

11:30～12:50
西大寺・笹尾正憲師
『古代最後の女帝
 称徳天皇の夢の～跡～』

13:00～14:20
東大寺・平岡慎紹師
『東大寺における福祉医療の実践～
 継承される光明皇后の精神』

11:30～12:50
大安寺・河野裕韶師
『弘法大師空海と奈良』
13:00 ～ 14:20
元興寺・辻村泰道師
『元興寺の歴史について』
14:30 ～ 15:50
興福寺・南俊慶師
『興福寺と藤原不比等の
 　　　　ゆかりについて』

【場　所】
【日　時】

【参加費】
【定　員】

平城宮いざない館　多目的室
1月25日(土)
15:00～16:00
無料
100名程度

【場　所】
【会　期】
【観　覧】

平城宮いざない館　企画展示室
2019年12月7日（土）～2020年2月24日（月・祝）
無料　 問／平城宮跡管理センター

　　TEL：0742-36-8780

橿原市八木地区広陵町大垣内地区

たてやま おおたてやま

御所市東名柄地区

【場　所】
【日　時】

【参加費】

天平うまし館　西側交流スペース
1月25日(土)

無料

①12:00～12:30　②14:00～14:30
③16:00～16:30

フ ル ハーフ

参加料 大人1名／3,500円
小人（高校生以下）1名／1,500円

右記ＱＲコードまたは、大立山まつり公式HPから申込
専用サイトへジャンプし、参加申込を行ってください

参加通知 先着順で受付を行い、定数に達し次第終了。
申込完了時に、参加受付確認メールを送付。
大会約１週間前にゼッケンナンバーを代表者
にメールで送付。当日は受付窓口でゼッケン
ナンバーとチーム名をご提示ください。

その他 荷物預かり／なし
エイドステーション（給水所）／あり
記録計測／あり （ICチップ使用）

スケジュール

【場　所】
【日　時】

【価　格】

朱雀大路 総合案内所
25日(土) 11:00～19:00
26日(日) 11:00～18:00 
800円 ※在庫限り

　靴下素材のオリジナルグッズ

当日受付 当日受付

当日受付当日受付

参加チーム
募集中 !!

【締切】1月13日（月・祝）

1.26
2020

SUN

START
&
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マラソン受付

マラソンコース
朝堂院周辺

１周
約2.0km

平城宮跡歴史公園
朱雀門ひろば

周辺

大立山まつり
実施会場

会場マップ

※イベント来場者の駐車場はございません。会場へは公共交通機関をご利用ください

【近鉄大和西大寺駅まで】神戸三宮駅から約９０分・梅田駅から約６０分・京都駅から約４０分
【ＪＲ奈良駅まで】　　　  大阪駅から約７０分・京都駅から約５０分・天王寺駅から約４０分

【無料シャトルバス】

アクセスマップ ※会場へは、公共交通機関をご利用ください。

協 

賛

※マラソンコースは平城宮跡内の工事等の関係で変更になる可能性がございます

奈良市在住の紙芝居作家により日本書紀編纂1300年を記念して特製紙芝居を作成・実
演します。小さなお子様から大人まで日本神話を気軽にお楽しみください。
平城宮跡のすぐ近くの尼ヶ辻を舞台にした愉快な奈良の昔話も実演します。

奈良出身のタレント南かおりと海龍王寺住職であり大立山まつりの実行委員会会長を
務める石川重元が奈良の魅力を語りつくします。様々な観点からの奈良を知っていた
だくことでより深い奈良をお楽しみいただけます。

古事記やまとかたり朗誦家大小田さくら子により、古事
記に加え新元号「令和」に因んだ万葉集の朗誦会を開
催。朗誦のための発声法を行い、声に出して詠むことで
口承文芸としての古典の世界を深く体感してください！

【場　所】朱雀大路 中央南側
【参加費】コーナー内にある、券売所にて
  縁日チケットをご購入ください。どれでも１回 200円
  ※イベント期間中随時参加OK　※一部雨天中止

　こども縁日 今年は縁起物コーナーが新
たに出没！巨大だるま落と
しや巨大だるまの目入れ
ゲームもやってきます。鬼
退治ゲームの景品には節分
の豆をご用意！ご家族でお
楽しみください。

　奈良のご当地キャラ＆
スポーツクラブも大集合！
県内市町村のご当地キャラが大集
合！もちろん、奈良県のマスコット
キャラクターせんとくんも登場！さ
らに、奈良県をホームタウンとするス
ポーツクラブ「奈良クラブ」や「バン
ビシャス奈良」のチームキャラクター
のシカッチェもおまつりに参加！

奈良県は靴下生産量が日本一！昨年大
好評だった「靴下素材のペットボトル
カバー（全3色）とアイスコーヒーのく
つした（全6色）」を販売します。

【受　付】
【日　時】

【価　格】

平城宮いざない館 周辺
25日(土) 10:00～19:00
26日(日) 10:00～18:00 
20分：3,000円
40分：5,000円
お子様コース：500円／人

　エンターテイメントツアーライド
奈良時代の歴史を元に物語を繰り広げるエン
ターテイメントツアーライドです。テーマ
パークのアトラクションのように物語も交え
ながら楽しく歴史を感じることができます。

歴史ある古都奈良の地で、時を経て伝承された祭り、また新た
に生み出されてきた祭りや行事を描く画家、川瀬忠氏の作品約
30点を展示して、その成立ちや魅力を紹介します。

　礼服・礼冠の展示

【場　所】
【日　時】
【観　覧】

平城宮いざない館　廊下
1月25日(土)10:00～19:00 、1月26日(日)10:00～18:00
無料

前回の大立山まつりで再現した称徳天皇の礼服と礼冠を展示します。
礼服には天皇の服としての象徴である「日」「月」「北斗七星」を装飾。

　大小田さくら子 万葉集・古事記朗誦の会
お お こ だ

　海獣葡萄鏡＆富本銭・和同開珎つくり

　遣唐使船の絵付け体験

【プログラム内容】

【プログラム内容】

【場　所】
【日　時】

平城宮いざない館　廊下
1月25日(土)・26日(日) 各日／全5回

【受　付】当日受付　※混雑時は整理券を配布

①10:00～　②11:30～　③13:00～
④14:30～　⑤16:00～　

【受　付】

【場　所】
【日　時】

当日受付　※実施中随時受付　※体験時間は絵付けからドライヤーで乾かすまで１時間程度

平城宮いざない館　廊下
1月25日(土)10:00～18:00 最終受付
1月26日(日)10:00～17:00 最終受付

◆ミニ海獣葡萄鏡つくり
高松塚古墳から出土した直径約16.8cmの
海獣葡萄鏡の1/3レプリカを作成(直径約5.5cm)

好きな色を塗って、自分だけのオリジナル遣唐使
船を作っちゃおう！

参加費：１回／600円
◆富本銭と和同開珎つくり
日本最古の鋳造銭である富本銭と和同開珎の
レプリカ作成

【定員】１回：５名

参加費：１回／1,000円 【定員】１回：3名

参加費：１回／900円 【定員】１日：50名

問／平城宮跡管理センターTEL：0742-36-8780

問／飛鳥管理センターTEL：0744-54-2441

家族で楽しめる「縁日」や「ご当地キャラ」情報

※写真はイメージです。当日の天候等により実施内容は変更となる場合がございます。

※朱雀門周辺を少し回って写真を
　撮るコース
協力：心家

問／平城宮跡管理センター
 TEL：0742-36-8780

会場を見守る四天王像。朱雀
門をバックに大迫力な大立山
をご覧下さい。夕刻よりライ
トアップされます。

1月25日(土)は若草山焼き開
催予定。朱雀門ひろばは、山
焼きを遠景で眺めるのに絶好
のスポットです。

大人から子供まで

イベント会場内に
随時登場します！

立山とは、人形 ( ひとがた ) などの「造りもの」を身代わりとし、降りかかる厄を落とす江戸時代から伝わる
という風習のことで、今でも奈良県内の数箇所で見ることができます。本会場にも創意工夫を凝らした立山
が登場します。

奈良のお寺のお坊さんたちによる講話です。
お寺のことや歴史のこと、様々な行事のことにつ
いて、お坊さんのお話を聞いてから社寺を訪れて
みませんか。

近鉄大和西大寺駅南口、ＪＲ奈良駅西口から会場直結の無料シャトルバスを、運行
しています。（15～20 分間隔で運行予定 )


