
ならきたまち

奈良きたまちには、楽しい、美味しい、面
白い、お洒落なお店がいっぱい。自分
だけのお気に入りのお店を見つけてね！

BURAR Iマップ
Ｎ

奈良女子大生が発信中！
YouTubeでも聴ける！

B-naRadio
ビーナラジオ

11時～20:30（LO）
㉁水・木／0742-31-3813

12時～17時
㉁日・月

10時~18時（売り切れ次第終了）
／㉁火・水

0742-37-7123

9/8・10/13・11/10 
 11時頃~16時頃

毎月５日・15日・25日
10時頃~15時頃

11時~21時 ㉁木
0742-25-3338

11:30~13:30 17時~22時
㉁月／0742-27-1477

12時~14時・18時半~20時
㉁日／070-4191-3923

ランチ11:30~14時 ディナー
17時~21時入店迄 カフェ終日

㉁月／0742-26-7662

10時~18時 ㉁水
0742-31-2281

平日8:30～19時
土日祝９時～18時

㉁不定／0742-22-8907

金11時～18時 土日祝９時～18時
㉁月～木／0742-22-2215

0742-22-4557

11:30~17時 ㉁月火・不定
0742-26-1868

土・日・祝日 昼前後~17時 
㉁平日（臨時休業あり）

11:30~19時 ㉁月火
0742-27-5972

月~金11:30~15時 17時~22時
土11:30~22時 日11:30~21時

㉁月／050-3490-6994

11時半~17時(4月~9月は18時)
㉁日水／0742-26-8132

11:30~17:30 ㉁不定
0742-87-1514

マールイ・ミール

11時～18時
㉁不定休

火と実コーヒー

11時~17時 ㉁火～金
0742-26-3755

旅とくらしの玉手箱
フルコト

水・木・金・第２/４土
11時~16時

090-6017-8887

Fu-ra フーラ

panc パンク

火木18-22 水12-15/18-22 土日
12-22 ㉁月金、その他不定休有 

（SNS等でカレンダーをご確認下さい）

11:30～17時 ㉁火・水
0742-27-1027

あじあの薬膳おばんざい
藍布らんぷ

pleased to meet me
プリーズド・トゥ・ミート・ミー

tegaihouse@gmail.com

0742-81-3210

11時~17時 ㉁不定
0742-25-5366

ギャラリーカフェ
蝸牛Katatsumuri 

TEGAI HOUSE

尚古会

Cozy Cafe
コージー カフェ

要予約／土13時~16時
日祝11時~16時

㉁月～金／0742-25-3601

散華美術館

11時～17時 ㉁日月火
0742-87-1025

foo stitch
フゥー  ステッチ

11:30～17:30
㉁日月

0742-24-8231

ミジンコブンコ

9時半~12時・15時~19時
㉁金祝／0742-22-8889

こまつカイロ
プラクティック院

要予約／11時～17時
kimono.shou@gmail.com

着物リメイク
しょう

10時～20時 イベント時は
夜営業の場合有／㉁不定

CAFE TranQuilo
カ フ ェ 　 ト ラ ン キ ー ロ

13時半～19時半 
主に土・日・祝で営業／㉁不定

HAKUGINHI
ハ ク ギ ン ヒ

毎週土日12時～18時
但し第2金曜営業・第2土曜休み

080-6184-0950

ゆりゆりBooks

11:30～15時
㉁水・木

0742-27-0277

田舎料理   畔 ほとり

open 9:00～15:00
(LUNCH 11:30～13:30)

㉁土日祝/0742-20-0500

珈琲や　かじせん

11時～16時(夜要予約)
㉁火／0742-23-6526

お食事処 たちば

0742-22-3450

小 さ な ホ テ ル  
奈 良 倶 楽 部

9:30～19時
㉁水／0742-27-2711

きたまち豆腐 アトリエリジッタ

11時～18時
㉁月・火・水

0742-42-6157

Somi sweets&coffee

10時～18時
㉁水、第２･３･5木

TEGAIMON CAFE
テガイモン カフェ

喫茶スペース
工場跡事務室

大門玉手箱 in
初宮神社2019

初宮五縁市

ワインの王子様

奈良きたまち食堂
IL SORRISO DELLA FAMIGLIA

スペイン料理*おさかなバル
Gentry ジェントリー

食堂 てらかわ

きたまち ce magasin
brasserie スマガザン ブラッスリー

PHOTO GARDEN
フォト・ガーデン

ANNE-MARIE CAFE
アンヌ・マリーカフェ

SAKURA BURGER
サクラ・バーガー

ゲストハウス
奈良バックパッカーズ

je êt nous
ジュエヌ

猫舟美術館

とおく＆らいぶcafé葉音

https://andsmileshostel.com/

and smiles h stel
アンド スマイルズ ホステル

15時~23時(LO) 
㉁水・不定／0742-20-0660

Allez!! le trèfle
アレ!! ル トレッフル

◆10/５（土）　転害会(てがいえ)　転害門で手向山八幡宮の祭礼が行われます。
◆10/６（日）　なべかつ「奈良きたまちスケッチ＆フォト大会」9時半～16時
◆10/8（火）　奈良豆比古神社「翁舞（おきなまい）」
　　能楽の原典と言われています。国の重要無形民俗文化財。
◆10/15（火）　東大寺「大仏さま秋のまつり・慶讃能」
　　10時～大仏さま秋のまつり(大仏殿)、13時半～慶讃能(鏡池舞楽台)
◆10/26（土）～11/14（木）　「御即位記念 第71回 正倉院展」
◆10/26（土）　なべかつ「きたまち正倉院探訪2019」
◆11/２（土）～４（月・祝）　奈良女子大学「第68回 恋都祭」
◆11/3（日・祝）　奈良きたまち転害市　国宝転害門の前の広場
◆11/19（火）　川上蛭子神社「秋祭り」
◆12/14（土）　東大寺二月堂「仏名会」８時半～12時
◆12/16（月）　東大寺開山堂「良弁忌」８時半～
◆1/25（土）　若草山の山焼き　花火18:15～ 点火18:30～
◆2/3（月）　東大寺二月堂「豆まき」
　　14時頃～ 二月堂の舞台から福鈴と福寿の豆まきが行われます。
◆2/3（月）　手向山八幡宮「お田植祭」
◆2/11（火・祝）　竹送りお迎え式

発行：BURARIならきたまち編集部　お問い合わせ：papier@burakita.com  http://www.burakita.com

スマホで見ると
お店のホームページに
リンクしてるよ！

社 寺 伝 統 行 事 ＆
イ ベ ン ト ご 案 内秋冬秋冬

きたまちで撞ける「除夜の鐘」
【五劫院】23:45より順番に参加者全員が一人ひ
と撞き、撞くことができます。甘酒・福酒の振舞
いや合格鉛筆、破魔矢の授与もあり。【東大寺】
22時半頃より整理券配布され先着800名まで。元
旦の０時より8人一組で撞きます。（※整理券配布
時間は前後する可能性あり）大仏殿では元旦０時
より８時迄中門が開扉され無料で参拝できます。

 こんにちは♡キタマチコだよ～！
今回もきたまちのイベントや行事などい
ろんな情報をお届けするね！そうそう、み
んなはこのフリーペーパーを手にとってく
れるの何回目？もう気づけば、ゆる～くゆ
る～く！８年くらい続いてるんだよ！びっく
り！キタシカくんもいつも案内手伝ってく
れてありがとう！秋冬も見所満載な素敵な
きたまち、季節の移ろいを感じながら色々
巡ってみてね～！きたまちのお店の人もお
もてなしできるのを待ってまーす♡



9:00～15:00（ランチ 11:30～13:30）／㉁土日祝／0742-20-0500

9:30~19時／㉁水／0742-27-2711

毎週土日12時～18時（但し第2金曜営業・第2土曜休み）080-6184-0950

11時～16時（夜要予約）／㉁火／0742-23-6526

0742-22-4557

9時半~12時・15時~19時／㉁金・祝

10時~18時（売り切れ次第終了）／㉁火・水／0742-37-7123

11時半~17時（4月～9月は18時）／㉁日水／0742-26-8132

11:00～20:30L.O.／㉁水・木／0742-31-3813

平日8時~19時 土日祝９時~18時／㉁不定／0742-22-8907

要予約／11時～17時

11:30～15時／㉁水木／0742-27-0277

11:00~21:00／㉁木／0742-25-3338 11:30~17時／㉁月火・不定休／0742-26-1868

11:30~17時／㉁火・水／0742-27-1027

土・日・祝日 昼前後~17時 ㉁平日（臨時休業あり）
ランチ11:30~14時 ディナー17時~21時入店迄
カフェ終日／㉁月／0742-26-7662

11時~18時／㉁不定休

11:30~17:30／㉁不定／0742-87-1514

10時~18時／㉁水／0742-31-2281

11時~18時／㉁月火水／0742-42-61570742-22-3450

水・木・金・第２/４土 11時~16時／090-6017-8887

15時~23時（LO）／㉁水・不定休／0742-20-0660

11:30~13:30・17時~22時／㉁月／0742-27-1477

フルコト11時~17時／㉁火~金／0742-26-3755

12時~14時・18時半~20時／㉁日／070-4191-3923

10/13 　tamatehako.exblog.jp

 http://hatsumiya.exblog.jp

https://andsmileshostel.com/

11:30~19:00／㉁月火／0742-27-5972 10時～18時／㉁水曜日、第２・３・５木曜日

11時~17時／㉁日月火／0742-87-1025

金11時～18時 土日祝９時～18時／0742-22-2215

11:30～17:30／㉁日月／0742-24-8231

要予約／土13時~16時 日祝11時~16時／0742-25-3601 13時半～19時半／主に土・日・祝で営業／ ㉁不定

11時~17時／㉁不定／0742-25-5366

月～金11:30～15時 17時～22時 土11:30～22時
日11:30～21時／㉁月／050-3490-6994

12時～17時／㉁日・月

https://b-naradio.jimdo.com/

10時～20時 イベント時は夜営業の場合有／㉁不定

「きたまち百四拾字」

きたまちのご隠居、長屋亭隙間風がぼやきます。題して・・・

　ついにきたまちから無くなった。映画館の看板。封切り映画のポスタ

ーが重ね貼られて風雨に耐えて。いつしかポスターは剥がれ枠だけに。

記された映画館の名も薄くなって。「かつてこの町に映画館ありき」と

告げていた看板。ご苦労様でした。それはまるで突然のフェイドアウト

で終わる映画のように消えた。

　いつもの見慣れた光景にほんの少しの違和感を覚えて。その原因は電

柱だった。地域貢献電柱広告と小さく、近鉄奈良駅への方向と距離が大

きく記されたものが電柱に巻かれている。気がつけばそこかしこにご出

現。シックな色でさりげないが、助けられる人も居るだろう。消えゆく

ものだけではない街角風景。

　心から晴天を祈る日。10月5日の手向山八幡宮の祭礼「転害会」である。

昨年は天候不順で御神輿のお披露目だけとなり無念。新調されたばかり

の御神輿がしずしずと転害門へ運ばれる古式ゆかしい姿を一目拝みたい。

60数年ぶりの復活の行列は春日さんのおんまつりの源流ではともいわれ

るほどのものゆえに。

▶どうも、日が昇るのが遅くなってきて寝坊気味

のキタシカ君です。ブラキタの編集長兼きたまち

のアイドルやってます。街を散策するのにピッタ

リな季節がやってきたヨ。ボクも冬毛に着替えて

いかなきゃ！▶というわけで、奈良はお寺とか古い時代の宝物が多いイメー

ジだよネ。でも、後の時代にもスゴイものがあるんだヨ。何を隠そう、きた

まちにはかつてお城があったんだ！それは多聞城。今は若草中学校になって

いるヨ。MAPで確認してみてネ！4階建てのやぐらがあって、中もとても豪華

だったと伝わっているヨ。建てられてから17年で信長に取り壊されちゃった

けど、近世の城につながる重要な城と言われているんだヨ。というわけで、

その城を建てたのが戦国武将の松永久秀。将軍殺しや東大寺を焼いたり、信

長に逆らったり…と伝わる話からはとっても悪い人にしか思えない…。で

も、仕えていた戦国大名の三好家に忠義を尽くし、奈良（当

時は大和国）を治め、茶道を愛する文化人として再評価され

てきてるんだヨ。▶というわけで、多聞城は久秀の住まいで

もあり、実際に戦にも使われたんだ。なるほど、中学校の敷

地から見てみると、奈良の街を見渡せるんだネ。（ボクらシ

カ以外は中学校には勝手に入っちゃダメだヨ！）この景色を

久秀も見たのかナァ。ボクもシカ界の天下統一にむけて出陣

じゃー！なんちゃって。またね、バイバイ～♪

たもんじょう

まつながひさひで
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