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 ３月 27 日（土）午前 10 時 30 分から午後２時ま

で奈良市中心市街地商店街（ＪＲ奈良駅・近鉄奈良駅

周辺）において「ならセグスタンプラリー 中心市街

地まちなかウォッチング！」を実施いたしました。 

 このスタンプラリーは、奈良テレビ放送のワンセグ

放送「ならセグ」特別番組と連動させたスタンプラリ

ーで事前に申込みされた 32 組、86 名の参加者が、

奈良市観光センター内に設置された総合案内所をスタ

ートし、ゴール地点へと。時間内に中心市街地内のご

協力店舗で試食・試飲していただき、お一人 10 店舗

（スタンプ 10 個）まわっていただくと共に、５パタ

ーンのワンセグ放送番組内で発表されるキーワード５

文字を並べてゴールすると参加者全員に図書カードを

プレゼント。さらに抽選で商店街内各協力店から提供

いただいた商品をプレゼントするというダブル景品と

なっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このスタンプラリーで、試食・試飲に協力していた

だいたお店は 29 店舗、また商品を提供していただい

たお店は 20 店舗、番組出演していただいたお店は 33

店舗のご協力を得、紙面にてお礼を申し上げます。 

 ワンセグ放送を利用したスタンプラリーは、全国で

も始めての試みで、ラリー終了後の参加者アンケート

でも好評なご意見を多数いただき主催者としても喜び

を感じております。 

参考にアンケートのご意見を紹介させていただきます。 

・いろいろなところの食べ物を食べれて楽しかった。 

・今日のスタンプラリーは楽しかったです。私は近所

に住んでいるのですが、知らないお店もあってまた

行きたいと思いました。お店の方々も優しくて気持

ちよく参加出来ました。 

・日頃歩く機会がない商店街の再発見 

 など他多数の意見をいただきました。 
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奈良もちいどのセンター街協同組合（松森重博 理

事長）では４月 17 日（土）より、もちいどの夢 CUBE

二期生の方々の９店舗が一斉にオープンされました。 

同商店街では、４月 17 日（土）から 25 日（日）ま

での間「新生もちいどの夢 CUBE 誕生祭」を開催、商

店街でお買い上げ 3,000 円で１回ガラポン抽選会や

18 日（日）と 25 日（日）には飴細工の実演、17 日

（土）と 18 日（日）はバルーンアートの実演などの

イベントが実施されました。 

また夢 CUBE 誕生祭記念イベントのチラシ裏面に

は新しく同商店街マップも印刷され広く周知を図られ

ていました。 

この夢 CUBE は、若手起業家を育成する目的で、

2007 年の春頃にオープンされた第一期生 10 店舗が、

それぞれ契約期限の３年目に当たる今年３月までに卒

業され、うち６店舗は市内で独立されました。二期生

は昨年 10 月から 12 月にかけて募集され、県内外か

ら 20 店舗の応募があり、書類審査と面接審査の結果、

雑貨店やカフェの９店舗が二期生として新たなスター

トを切られました。 

松森理事長は「既存の店と新しい店が手を組んで、

商店街を盛り上げていってほしい」と話しておられま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、同センター街では 65 インチと 85 インチの

液晶大画面が本年３月から「夢 CUBE 前」と「もちい

どの駐車場」センター街側入口横の２箇所に設置され

ました。 

現在は、商店街の年間催し、奈良観光と PR 映像の

四季、奈良国立博物館の大遣唐使展の案内 HP の画像

を流しておられ、今後 DVD だけではなく、パソコン

で編集したいろいろな情報の発信も可能で、コンテン

ツを商店街の皆さんと吟味しつつ、活用して行かれま

す。 
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 いよいよメイン会場「平城宮跡会場」では４月 24

日（土）から 11 月７日（日）まで通季フェアが開

催されます。４月 24 日から５月９日まで春季フェ

ア「花と緑のフェア」、８月 20 日から８月 27 日ま

で夏季フェア「光と灯りのフェア」、10 月９日から

11 月７日まで秋季フェア「平城京フェア」がそれ

ぞれ開催されます。 

「平城宮跡会場」には駐車場はなく、公共交通機

関での来場をお願いしており、鉄道でのアクセスは

最寄り駅の近鉄大和西大寺駅及び JR 奈良駅から無

料シャトルバスが運行、また会場から近鉄奈良駅へ

は帰路専用シャトルバスが 13 時から約 45 分間隔

で運行されます。マイカー利用者のアクセスについ

ては、会場周辺に設置された特設駐車場に車を止め、

そこからシャトルバスを利用してのパーク＆バスラ

イドの利用をお願いしております。 

特設駐車場については、京都方面からは「木津川

中央体育館」大阪方面からについては「第２阪奈道路

中町ランプ付近」奈良南方面からは「大和郡山九条公

園」の 3 箇所が設置されており、運営協力金として自

家用車が 500 円、50cc 以上のバイクは 200 円が必

要で、シャトルバスは無料となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは平城遷都 1300 年記念事業協会事務局 

（TEL 0742-25-2010 コールセンター）までお

問い合わせ下さい。 

【【【【平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都 1300130013001300 年祭年祭年祭年祭】】】】    

ホームページ http://www.1300.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ お知らせ ～ 
 平城遷都 1300 年祭も、第一次大極殿の復元完成式典が４月 23 日に開催、そして翌４月

24 日より、いよいよメイン会場となる「平城宮跡会場」での催事が本格的にスタートいたし

ました。 

 奈良を訪れられる多くの観光客の皆さんに、時空を超えて 1300 年前の奈良の都（平城京）

にタイムスリップしていにしえの古都を感じ取っていただきたいと思っております。 

 また大型ショッピングセンターのイオンモール大和郡山が2006年７月の計画発表から約４

年を経て本年３月25日に敷地面積16.6万㎡、延床面積約11.2万㎡、商業施設面積約7.4万㎡、

駐車台数約4,200台、長さ約230ｍのモールには約170の専門店が、核店舗には、１階〜３階

までGMSの「ジャスコ」を配置。大型店舗として、１階に家電の「ジョーシン」、２階に「ス

ポーツミツハシ」「ユニクロ」をはじめ、３階にはアミューズメントの「楽市楽座」などの概

要でオープンしました。 

４月 19 日（月）から当協議会事務局は、奈良商工会議所２階から地下１階に移転いたしま

した。電話番号は従来の 0742-26-1666 と同じですが、FAX は 0742-22-1180➜電話

番号と同じ 0742-26-1666 となりました。 

以前より部屋は広くなりましたので、どうぞ皆さん気軽にお立ち寄り下さい。 
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●●●●「「「「龍頭船遊覧体験龍頭船遊覧体験龍頭船遊覧体験龍頭船遊覧体験」」」」    

とき・・５月 22 日（土）～30 日（日） 

平日は 11:00 13:00 15:00 の 3 回 

土日は 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 の 5 回 

内容・・龍頭船で猿沢池を遊覧体験  

費用・・大人 800 円（中学生以上） 

小人 400 円（小学生以下） 

●●●●「「「「平城平城平城平城シルクロードパレードシルクロードパレードシルクロードパレードシルクロードパレード」」」」    

とき・・５月 30 日（日）午後２時～午後４時 

ところ・・ＪＲ奈良駅前から興福寺五十二段前まで 

内容・・遣唐使船をモチーフした山車を先頭とし、

天平衣装を着た約 180 名の市民がパレー

ドを行います 

●●●●「「「「1300130013001300 年年年年みこしみこしみこしみこし」」」」    

とき・・５月 29 日（土）午後１時～午後４時 

ところ・・中心市街地各商店街 

（ＪＲ奈良駅・近鉄奈良駅周辺） 

内容・・遷都 1250 年祭の時に作られた神輿を、

50 年後の奈良を担う子供たちに中心商店

街内を引いてもらいます。またギャルみこ

し、子供みこしも参加します。 

●●●●「「「「ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ・・・・シルクロードシルクロードシルクロードシルクロード・・・・平城広場平城広場平城広場平城広場」」」」    

とき・・５月 29 日（土）・30 日（日） 

午前 11 時～午後４時 

ところ・・ヨーロッパ広場：旧奈良銀行跡地 

シルクロード広場：南都銀行本店駐車場 

平城広場（30 日のみ）：興福寺五十二段前 

内容・・シルクロード関連の芸能文化ステージ、食

と文化に関するイベント・マルシェなど。 

●●●●「「「「ファイナルステージファイナルステージファイナルステージファイナルステージ」」」」    

とき・・５月 30 日（日）午後４時～ 

ところ・・平城広場：興福寺五十二段前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎主  催：奈良市中心市街地活性化研究会 

◎協力団体：春日大社、興福寺、南都銀行、りそな銀

行、奈良市中心市街地活性化協議会、ＮＰ

Ｏ法人バサラ衆、バサラ祭り実行委員会 

◎後援団体：奈良県、奈良市、平城遷都 1300 年記念

事業協会、奈良市観光協会、奈良商工会議

所、奈良市商店街振興会 

【問合せ】奈良市中心市街地活性化協議会事務局 

（☎０７４２－２６－１６６６） 

となっております。 

関係者の一致協力により、このイベントを行ってああ

良かったなぁっと思えるものに成ることを祈念いたし

ます。 

奈良市中心市街地活性化研究会（もちいどのセンター街理事長：松森重博 会長）の主催

によりシルクロードの食や文化をテーマにした「まちなか 1300 年祭」が今月 22 日（土）

から 30 日（日）までの９日間、奈良市中心部の商店街周辺で開催されます。 

これは、平城遷都 1300 年祭のメイン会場の平城宮跡に対して、奈良市中心市街地でも盛

り上げようと企画されました。 

内容は下記のとおりで、「龍頭船遊覧体験」・「平城シルクロードパレード」「1300 年みこ

し」「ヨーロッパ・シルクロード・平城広場」・「ファイナルステージ」と大きく５つのイベン

トが実施されます。 


