
　くらしのコンシェルジュ

子育ての相談や交流がしたい
パパ・ママの“知りたい”が“ぎゅっ”と詰まったホームページ「子育て＠なら」をチェック！ 
子育て＠ならは、奈良市での子育てに必須の情報をわかりやすく整理して掲載していま
す。また、Facebook 等のSNS でも子育てに関する講習会や楽しいイベント情報など
を発信中！パパ・ママ達の子育てのヒントになるサイトを目指しています。

Q.
A.

休日や夜間に急な病気に。
どこに行けば良い？
①休日夜間応急診療所（☎0742-34-1228）
場所…柏木町519番地の28

　　（市総合医療検査センター（メディカルなら）南隣）
◆休日診療：日曜日、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
　診療時間…午前10時～午後7時

　　　　　（但し、正午～午後1時は休憩時間）
　診療受付…午前9時30分～午後6時30分
　診療科目…内科、小児科
◆土曜日診療：年末年始を除く
　診療時間…午後3時～午後7時
　診療受付…午後2時30分～午後6時30分 
　診療科目…内科、小児科
◆夜間診療：毎日
　診療時間…午後10時～翌朝6時
　診療受付…午後9時30分～翌朝5時30分
　診療科目…内科、小児科

②休日歯科応急診療所（☎0742-70-4182）
場所…左京五丁目3番地の1（総合福祉センター 2階） 
◆休日診療：日曜日、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
　診療時間…午前10時～午後4時（但し、正午～午後1時は休憩時間）
　診療受付…午前9時30分～午後3時30分

Q.

A.

ごみ分別アプリを配信しています。ごみ
の分別方法がスマホですぐにわかりま
す。分別方法だけではなく、収集日のア
ラート機能もありとても便利です。

ごみの分別、リサイクル
方法をもっと知りたい

Q.

A.

A.

奈良市の魅力や
オススメスポットを
もっと知りたい
まち、ひと情報が満載！
「なら、らぶ、りぶ」

子育て・教育に関する支援サービス
や、ガイドブックにない奈良の魅力ま
で、奈良の情報がたっぷり。奈良市で
暮らす人の声も多数紹介しています。
ぜひご覧ください。

動画で楽しむ
ならを味わう「ならじかん」

「一期一会」の「味わい」を体験してほ
しい。そんな思いから、「Taste Nara

“ならじかん”」と題して、奈良市内の
食、特に大和茶・日本酒・いちごの古
都華の作り手や伝え手のストーリーを
紹介しています！

市のイベント情報が満載！
「奈良市動画ニュース」

奈良市内でのイベント情報だけでな
く、健康情報やリニア誘致の動画も多
数公開しています。

Q.

A.
A.

電話リクエスト方式です。月曜日から金
曜日の午前８時～午後３時に大型ごみ
受付（☎0742-71-9011）に電話して
ください。㈱奈良市清美公社の収集区
域は（☎0742-33-8782）に電話して
ください。電話が混みあうことがありま
すのでご了承ください。
【問合せ】まち美化推進課

☎0742-71-3003

大型ごみを出したい時は
どうすれば良い

Q.

最近話題になっている
「空き家」のことを
知りたいのですが。
空き家等の総合窓口は住宅課（☎0742-
34-5175）へ、空き家の利活用について
は、ＮＰＯ法人空き家コンシェルジュ（☎
0744-35-6211）へご相談ください。

Q.

こんなときどうすれば？

iPhone用QRAndroid用QR

休日歯科
応急診療所

休日夜間
応急診療所

URL：http://www.naracity-
kosodate.jp/

奈良市子ども未来部

LINE@
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文化遺産の世界を
　大きく広げた「奈良文書」。
　　そして、今年「古都奈良の文化財」は
　　　登録から20年に。

　1946年に設立されたユネスコの主要な事業のひとつは、
文化遺産の保護です。1972年の第17回総会で「世界遺産
条約」が採択されました。
　文化遺産保護の国際基準となっていたのは、1964年の
「ベニス憲章」でした。石材、れんがといった耐久性のある建
材を使っているヨーロッパの古代建築物に沿ったこの基準
は、オリジナルな状態の厳密な保存を求めるものです。
　日本の木造建築は、高い技術を伝承しながら修復を重ね
て守られてきました。傷んだ木材を継ぎはぎしたり、取り換え
たり、解体修理も行われます。しかし、こうした日本の伝統的
なやり方は、オリジナルに手を加えるものであるため、国際基
準では評価が難しかったのです。

　日本は1992年に世界遺産条約を批准します。翌年、日本初となる
世界遺産「法隆寺地域の仏教建造物」、「姫路城」の登録の際、
「木・修復の文化」とどう向き合うかが議論となり、1994年に本市で国
際会議「世界文化遺産奈良コンファレンス」が開催されました。そこ
で採択された「奈良文書」は、遺産の性格や文化的文脈などを踏ま
えた文化の「多様性」を認めるものでした。ベニス憲章の理念を拡
大した「奈良文書」は、日本の木造建築のみならず、アジアやアフリカ
などの、まさに多様な文化遺産の保護に扉を開いたのです。
　2018年は、「古都奈良の文化財」が世界遺産に登録され20年。
その記念すべき年の「なら暮らしの便利帳」では、「古都奈良の文化財」
である東大寺、興福寺、春日大社、春日山原始林、元興寺、薬師寺、
唐招提寺、平城宮跡を紹介します。
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平安時代に狩猟と伐採が禁じられてから、御蓋
山とともに春日大社の神山として保護されてきた
原始林。約300haの広さがあります。わが国独
特の神道思想のもと、自然と神社が一体となっ
て形成する文化的景観を構成しています。

聖武天皇の発願で建立され総国分寺の役割
を担いました。盧舎那仏坐像（大仏）を安置す
る金堂（大仏殿）、聖武天皇遺愛の宝物を納
めた正倉院正倉など、広大な境内には数多く
の国宝建造物が点在しています。

藤原氏の氏寺として建立されました。たびたび
の火災で堂塔は焼失しましたが、そのたびに
再建され、伽藍を保ってきました。鎌倉時代再
建の北円堂・三重塔、室町時代再建の五重
塔・東金堂の４棟が国宝です。

神山である御蓋山の西麓に、奈良時代に平城
京の守護のために創建されました。境内には
御本殿（国宝）をはじめ、春日若宮おん祭で知
られる若宮神社など多くのお社があります。

6世紀に飛鳥に建てられた法興寺（飛鳥寺）
を、8世紀に平城京に移して建立。奈良時代の
僧坊（僧の住まい）の部材を再利用して鎌倉
時代に建てられた本堂（極楽堂）と禅室（共に
国宝）があります。一部には今も飛鳥時代の屋
根瓦が葺かれています。

戒律を学ぶ寺院として、唐僧の鑑真が創建し
ました。金堂（国宝）は、現存する奈良時代の
金堂として唯一です。寄せ棟造りの屋根は、
雄大で、「天平の甍」と呼ばれる鴟尾も有名。
ほかに、平城宮の東朝集殿を移した講堂（国宝）
などがあり、奈良時代建築の宝庫です。

天武天皇が皇后（持統）の病気平癒を祈願し
て藤原京に建立。遷都によって平城京に移さ
れました。白鳳様式で建てられた奈良時代の
東塔（国宝）は、優美。ほかの国宝建造物に鎌
倉時代再建の東院堂があります。

奈良の都・平城京の中枢部。国家の政治や儀
式をする大極殿や朝堂院、天皇が日常生活を
送る内裏、饗宴を催す庭園、行政機関である
各役所がありました。
朱雀門、大極殿が復原されています。

「古都奈良の文化財」8つの資産 奈良市の世界遺産は、8つの資産全体がひとつの文化遺産として登録されています。

東 大 寺

春日大社興 福 寺

春日山原
始 林 唐招提寺

平城宮跡薬 師 寺

元 興 寺
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