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どこに行ったら会えるの？

「祈りの回廊　秘宝・秘仏特別開帳」期間中の社寺
不空院、大安寺、金剛山寺（矢田寺）、帯解寺、壷阪寺などなど！
（※奈良県からの派遣のため対象社寺には毎年変更があります）

ガイドはすべて無料！赤いベストが目印です。お気軽にお声かけください。

お問い合わせ先：☎0743-70-8830

がんばってます！
「ナント・なら応援団」

壷阪寺でのガイドのようす

金剛山寺（矢田寺） 春日大社第六十次式年造替記念
特別公開に向けて勉強中！

奈良県知事から感謝状を
いただきました

地元に住み、地元を愛する南都銀行OB・OGでつくる「ナント・なら応援団」
奈良県下の社寺などで拝観のガイドを行うボランティアグループです！

「親切、丁寧！」「説明がわかりやすい」と大好評。
2010年には奈良県知事から感謝状も。
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