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＜発 行＞   【平成 28年 4月 13日発行】 
 

[住  所] 奈良市山町 27-1 
[Tel／Fax] 0742-62-5931 
[メ － ル] nanbu@manabunara.jp 
[開館時間] 9 時～17時 
[休 館 日 ] 月曜日・祝祭日

年末年始 【平成28年度 ＮＯ.１】 

◇申込方法◇  
往復ハガキ（講座名、〒住所、氏名（ふりがな）、性別、年齢、電話番号を記
入）で南部公民館まで郵送。または奈良市生涯学習財団ホームページ
http://manabunara.jp の「参加申込」フォームからお申し込みください。 

 

南部女性フォーラム 
都南中学校区の女性同士の交流の場です。 

健康のこと、生活に役立つこと、歴史や 

文化など様々な分野を共に学びましょう！ 

と き：５月 10日、6月 14日、7月 12日 

9月 13日、11月 8日、12月 13日 

    平成 29年 2月 14日 (第 2火曜日) 

＜全７回＞ 

対 象：都南中学校区在住の成人女性 40人 

費 用：無料（材料費等は実費） 

 

桜の季節もいつしか過ぎ、木々の緑が日一日と鮮やかさを

増してきたように感じられる今日この頃です。 

昨年度は、多くのみなさまに南部公民館の事業にご参加い

ただき、また自主グループや地域のみなさま方のお力添えを

持ちまして、公民館活動を滞りなく終えることができました。 

舞台にあがる踏み台を寄贈していただいた方、七夕飾り用

の笹竹を提供いただいた方、いつもロビーに季節のお花を活

けていただいた方、自分の勉強になるからと図書室の資料の

整理をしていただいた方、真冬、エアコンが故障し困った時、

ストーブを運んできていただいた小・中学校の先生方など、

多くの地域のみなさまにご支援・ご協力いただきましたこと

に、心より感謝申し上げます。 

さて、新年度、南部公民館は新しいスタッフを迎えスター

トいたしました。赤ちゃんから高齢者の方まで、多くの地域

のみなさまが気軽に集える場、学びを通して人と人とがつな

がる場となるよう、また地域のみなさんに寄り添い、少しで

もサポートできるよう頑張ってまいります。 

今年度も変わりませず、ご支援・ご指導くださいますよう、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

まだ、南部公民館を訪れたことのない方も、どうぞお気軽

にお越しいただきますよう、職員一同心よりお待ちしており

ます。                 （奥田 保枝） 

 

第 1回：5月 18日（水）13時 30分～16時 
萩原苺農園でいちごの摘み取り体験をし、栽培方法など

のお話をお聞きした後、いちごのムースを作ります。 

第２回：5月 25日（水）13時 30分～16時 
いちごとホワイトチョコのスウィーツを作ります。 

対 象：

： マリア―ジュ 

の乾 祐三さん 

費 用：800円（材料費） 

平成 25 年 4 月より勤務しておりました臨時職員の笹尾敬子、 
平成 22 年 3 月より勤務しておりました管理人の岡田善美は、 
3 月末で退職いたしました。地域のみなさまには、長い間大 
変お世話になりありがとうございました。 

◇平成２８年度職員紹介◇ 

館 長 奥田 保枝（3 度目の春を迎えました） 

職 員 中井川 祐太（2 年目に突入しました） 

 片岡 希（はじめまして） 

管理人 北田 登代子・藪田 淑子 

この度、南部公民館のメンバーになりまし
た片岡希（かたおかのぞみ）と申します。
現在、８か月の子どもの母親として、わか
らないながらに楽しく育児に奮闘中です。 
以前は、管理栄養士として保育園で園児に
給食を提供していました。 
今回、公民館で働かせていただくことにな
り、地域の方々との関わりを楽しみに今後
お役に立てるように頑張りますので、よろ
しくお願いします。 

（中井川） （奥田） （片岡） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お や こ の ひ ろ ば 
同年代の親子の情報交換、交流の場として気軽に立

ち寄れるフリースペースです。 

奈良市健康増進課による妊産婦・乳幼児巡回相談も

同時に開催します。 

と き：4月 13日、６月８日、８月 10日、 

10月 12日、12 月 14日、2月 8日 

時 間：9時～12時  

対 象：奈良市在住の未就園児と保護者 

※入場自由・申込不要です。 

子育てひろば IN南部～リズム体操～ 
山本三歌代先生と一緒に、親子リズム体操で体を動か

して、楽しく遊びましょう！ 

と き：6月 30日（木）10 時～11時 30分 

対 象：奈良市在住の０～3 歳児と保護者 

講 師：日本フィットネス協会公認 

インストラクターの山本 三歌代さん  

共 催：奈良市地域子育て支援センター ゆめの丘 SAHO 

※入場自由・申込不要。しみんだより 6月号に掲載予定 

なんなん？おもしろ体験隊 
都南中学校区内のみんなと色々な 

ことにチャレンジしよう！ハイキ 

ング、キャンプなどいろいろな体験活動をするよ！ 

と き：6月から平成 29年 3月の第３日曜日 

９時 30分～15時 

※8 月、3 月は日程を変更。10 月 15 日（土）・

16 日（日）は１泊２日のキャンプを予定 

対 象：

奈良市生涯学習財団の情報は http://manabunara.jp 学ぶなら（奈良） からご覧いただけます。 

☆公民館だよりのバックナンバーは 施設案内 →南部公民館をクリック☝ →公民館だよりをクリック☝ 

図書ボランティア学習会では、読書推進の活動に必要な知
識や技術を学び、、図書の整理や本の修理を行うとともに、
絵本の読み聞かせやおはなし会を開催するなど、さまざま
な場で実践しました。 
 
牛乳パックを使って、からくり
絵本を作りました。 

六条小学校で活発な活動をさ

れている図書ボランティアの

みなさんと交流し、情報交換す

ることができました。 
移動図書館巡回日や講座「おやこ

のひろば」 

で、絵本の 

読み聞かせ 

や手あそび 

を実施しま 

した。 

 

 
 
奈良市立中央図書館の改
修工事に伴い、５月の移
動図書館の巡回は、運休
となります。 
６月の南部公民館（駐車
基地名「帯解」）の巡回日
は６月１０日（第２金曜）
です。 

都南地域内のこども園・幼稚園では、新しい園児たち、
小中学校では、新１年生の児童・生徒たちを迎え、そ
れぞれ、入園・入学式が行われました。 
地域の宝である子どもたちが、元気で 
健やかに成長してくれるよう、地域の 
みなさんとともに見守り、育てていっ 
てあげたいものです。 
 

 

★都南地域のピカピカの入園児・１年生★ 

移動図書館の巡回日
に、図書ボランティアの
皆さんによる絵本の読み
聞かせを行います。 
時間は１５時２０分頃か
らです。 
ぜひ気軽に、南部公民
館にお立ち寄りください。 

平成２７年４月～ 

平成２８年３月開催 

興味・関心のある講座がございましたら、お気軽にご参加ください。
詳しくは南部公民館（62-5931）までお問い合わせください。 

★リコーダーオーケストラによる 
クラッシックコンサート 

と き：6月 12日（日）14時～ 
出 演：
★ジャズコンサート 
と き：6月 26日（日）14時～ 
出 演：DADs&MAMMYsのみなさん 

 

 

開催予定の 

帯解こども園：27 人 
東市幼稚園： 5 人 
辰市幼稚園：14 人 
明治幼稚園：16 人 

帯解小学校： 26 人 
東市小学校： 30 人 
辰市小学校： 42 人 
明治小学校： 57 人 

★都南中学校：186 人★ 


