言葉にならない光 景
それは 祈 りでした。

2 017

2 /8

～14（火）

（水）

冬七夕ロード

18:00～21:00

◆ご来場者の安全を確保するため三脚等、カメラを地面に固定する機材の使用、およびセルフィやドローンによる撮影は禁止させていただきます。

光のオブジェ

光の夜神楽

夜参り提灯

願いの花たんざく

●光の演出 ●なら瑠璃絵オフィシャルブース ●マーケットブース ●十津川温泉足湯 ●奈良公園バースデー花火

奈良の魅力を語る 三社寺・奈良国立博物館 特別講演会

「 学びの夜－祈りの回廊」開場16：00
2/9（木）
「文化財修理とその維持について ～法華堂諸尊像の場合～」
東大寺別当 狹川 普文師
場所：東大寺 金鐘ホール
＜各講演会

2/10（金）
「第六十次式年造替を終えて」
春日大社宮司 花山院 弘匡氏
場所：春日大社 感謝・共生の館

奈良県公式まち巡りアプリ

開演16：30（18：00頃終了予定） 無料・要申込

2/11（土・祝）
「奈良 ―神と仏の庭―」
興福寺貫首 多川 俊映師
場所：興福寺会館

2/13（月）
「天武・持統朝の美術」
奈良国立博物館 学芸部長 内藤 栄氏
場所：奈良国立博物館 新館 講堂

お問合せ・お申込み＞フェスティバル奈良実行委員会（株式会社SAP） ＊特別講演会は事前申込制です。
〔締切：2017.1/20（金）〕
問 TEL：03-5226-8537（平日10時～18時） 申 FAX：03-5226-7838 http://www.sap-co.jp/festivalnara/manabi

〈お問合せ先〉なら瑠璃絵実行委員会事務局 TEL：0742-20-0214
Mail：info@rurie.jp http://www.rurie.jp/

割引チ
ケット付

奈良のお店で使える
“割引チケット”
付き！
！
2017.1/15（日）配信開始（無料）
詳しくは

ならたん で検索

作品提供 ： 切り絵作家

石賀直之

◎春日大社、
興福寺、
東大寺夜間特別
拝観（一部 要拝観料）
◆日時／2017年2月8日（水）～14日（火）
◎春日大社 御本殿夜間拝観（20:30まで）、燈籠点灯
◎興福寺

五重塔ライトアップ、東金堂夜間拝観
（夜間拝観受付終了は19:45、
閉扉20:00）

◎東大寺

南大門・大仏殿ライトアップ
かい ひ
観相窓を開扉・八角燈籠点灯
大仏殿は中門外側からの拝観
（20:30まで）
金剛力士像ライトアップ
（21:00まで）

◎春日大社 国宝殿夜間開館（要入館料）
◆日時／2017年2月11日
（土）・12日
（日）
10：00～20：30（入館は20:00まで）
第六十年次式年造替記念展
ほうもつ
「御造替を支える人と宝物」

◎東大寺ミュージアム夜間開館（要入館料）
◆日時／2017年2月8日
（水）
～14日
（火）
9：30～20：30
（入館は20：00まで）
※2/8（水）
は8：30より開館
特別展示「二月堂修二会」

◎奈良国立博物館夜間開館（要入館料）
◆日時／2017年2月8日（水）～14日（火）
9：30～20：30（入館は20：00まで）
特別陳列「お水取り」
名品展「珠玉の仏教美術」、名品展「珠玉の仏たち」

◎オープニングセレモニー
◆日時／2017年2月8日（水）17：30～１８：００
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～
点灯式参加の方で先着 100 名様にしあわせココアと、
冬七夕ロード願いの花たんざくプレゼント。
（17：00～先着100名に達し次第終了）

◎光の夜神楽（観覧無料）

◎冬七夕ロード願いの花たんざく

◆日時／2017年2月8日（水）～14日（火）
19：00～20：00
◆場所／春日大社

◆日時／2017年2月8日
（水）
～14日
（火）
18：00～20：45
（17：45～販売開始）
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～

はらえど

祓戸神社前

ちゃくとうでん

（雨天時は着到殿を予定）
かんごうじんじゃからそのこう

花たんざくをご購入いただい
たお客様は奈良春日野国際
フォーラム 甍 ～ I・RA・KA
～庭園イルミネーション内に
作られた冬七夕ロードを通った
先にある冬七夕ツリーにたん
ざくをかけていただけます。
◎販売価格￥500

ほうらい や たま の すけ

◆出演／漢國神社韓園講（豊来家玉之助、

おおます し し か ぐ ら だん

もものまた し し まい

桃俣獅子舞保存会、大升獅子神楽団）

◎光の演出（観覧無料）
◆日時／2017年2月8日（水）～14日（火）
18：00～21：00
◆場所／「幻想の光」春日大社参道
「呼吸の灯り」東大寺総合文化センター前

◎“しあわせココア”の販売

◎竹あかり
〈高山竹あかり〉
（観覧無料）

◆日時／2017年2月8日（水）～14日（火）
17：30～20：30
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～前

◆日時／2017年2月8日（水）～14日（火）
18：00～21：00
◆場所／興福寺東金堂付近

1615 年創業の黒川本家による吉野本葛入り「しあわ
せココア」を提供いたします。
◎販売価格￥500

◎夜参り提灯（無料、順次受付）
◆日時／2017年2月8日（水）～14日（火）
18：00～20：00（最終受付）
◆出発／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～
及び 興福寺
お客様に提灯を持っていただき、瑠璃絵ナビゲーターが
会場をご案内いたします。

◎瑠璃絵マーケット
◆日時／2017年2月8日（水）～14日（火）
17：30～20：30
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～前
奈良を代表する店舗の温かいフードやドリンクのブース
などが並びます。

～しあわせ回廊～ なら瑠璃絵

◎十津川温泉足湯（無料）
◆日時／2017年2月9日（木）、10日（金）
17：30～20：30
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～前

◎奈良公園バースデー花火・ライブ（観覧無料）
◆日時／2017年2月14日
（火）
19：30～
（ライブは19:00～19:30）
※荒天中止時、順延なし
◆場所／春日野園地
2017年2月14日（火）は奈良公園の137回目のお誕
生日！みんなで祝おう！

ライトアップ会場案内

◆三脚、セルフィ
（自撮り棒）
による撮影、
ドローンの飛行は
禁止されています。
◆混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
専用の駐車場はございません。
◆奈良公園内にはゴミ箱を設置しておりませんので、
ゴミは各自でお持ち帰り下さい。
バス停

順路
なら瑠璃絵エリア
LIGHT

UP

ライトアップ

光オブジェ

info

光のオブジェ
インフォメーション

東大寺総合文化センター
東大寺ミュージアム
金鐘ホール

依水園

呼吸の灯り
インタラクティブ
照明演出

バースデーライブ会場

◆日時／2017年2月14日
（火）
◎19:00～

花火ビューポイント

瑠璃絵マーケット

2017年2月8日（水）～14日（火）

氷室神社

中金堂

夜参り提灯 受付

冬七夕ロード

奈良国立博物館
新館

竹あかり

夜参り提灯 受付

仏教美術資料
研究センター

一之鳥居

〈お問合せ先〉なら瑠璃絵実行委員会 TEL：0742-20-0214

http://www.rurie.jp/

info@rurie.jp

◆詳細につきましては事務局、もしくはホームページにて

なら瑠璃絵

nararurie

着到殿

光の夜神楽

若宮神社

幻想の光
ミスト映像演出

祓戸神社

国宝殿
2/11・12のみ

nararurie

◆イベントスケジュールは変更になる場合があります。◆小雨なら決行します。但し、荒天になれば随時中止決定をします。

