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「春の夜の 夢見て咲や 帰花」 加賀千代女 

令和 2 年もあとひと月余りで幕を下ろすことになります。今年 1 年はや

はりコロナウイルスに振り回された一年となりました。公民館としては利用

者の皆様方の理解ある対応のお陰をもち何とか乗り越えることができまし

た。皆様には感謝の言葉もありません。現在も「 3密」をさけ、コロナに「 か

からない、うつさない」対策を進めながら全ての活動を再開させています。

公民館の主催事業も再開し、例年の活動を行うことができ、参加者の皆さん

と楽しい時間を過ごさせていただいています。全ての制約がなくなり気兼ね

なく活動ができるまではまだまだですが、お互いの存在を大事にしあいなが

ら活動を進めていただきたいと考えています。しかしながら、最近、コロナ

感染者が増加しつつあります。寒くなり換気を怠りがちかもしれませんが、

 かからない、うつさない」コロナ対策の見直しを今一度お願いします。 

今月の詩は津村信夫さんの「 冬の夜道」です。かつて小学５年生の教科書

にも採用されていたようです。初めてこの詩を読んだときとてもほっこりと

した気持ちになった記憶が有ります。 男はどんな気持ちでゆっくりと格子

戸をあけたのだろう」 どんな家族なんだろう」 私の心に灯ったろうそくは

どんなだろう」と思いました。これから年末年始になり家族で過ごすことも

多くなります。家族のことを考えてみるのもいいかもしれませんね。 

少し早いかもしれませんが、今年 1 年間大変お世話になりありがとうご

ざいました。よいお年をお迎えください。（澁谷正人） 

 

要申込 
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（公財）奈良市生涯学習財団 南 部 公 民 館 
[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[月曜日に当たる場合はその翌日も休館] 

年末年始 

図書ボラ 

「みなくる」の 

12 月 3 日（木）：ヨガ 
講師：西川 弥生さん 
1 月 14 日（木）：映画鑑賞 
「タイトル：未定 
2 月 4 日（木）：健康体操 
講師「：奈良市運動習慣づくり推進員協議会「 「（100 円） 
3 月 11 日（木）：「手芸（干支の小物づくり） 
講師「：手作りサークル 窪田佐江子さん 「（500 円） 
対 象：都南中学校区在住・南部公民館利用者

の 60 歳以上の方 
時 間：13 時 30 分～15 時 30 分 
場 所：南部公民館 ２階ホール 
持ち物：飲み物、タオル、参加費など 
 

 

 

日 時： 12 月２日（水） 
     10:00～11:30  
対 象： 奈良市在住、在勤、在学の成人 15人 

  講 師：かたりすと 田畑陽子さん 
 ※申込締切 11 月 20 日ですが、これ以降に参加希望され

る場合は公民館までお問い合わせください。 

※この講座は長寿健康ポイント対象事業です。70 歳以上の
方は、参加すると 20 ポイントがもらえますので、ななま
るカードを必ずお持ちください。(「  )内は費用です。 

 世間で起こるあんなこと、日常で見かけるこんなことへの 

いやいや、これは違う！もう一人の私が譲らない。「いや」と「違和感」に切り込むエッセイ。いちいち突っかから

なくても、笑える変わった本です。コロナウイルス自粛生活の中で、笑えるひと時を私のお薦め本です。  

図書ボラ「みなくる」 有賀さよ子 

 

◇申込方法◇  
①往復ハガキ（講座名、〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を記入）で南部公民館まで郵送。 ②（公財）奈良市
生涯学習財団ホームページ http://manabunara.jp の「参加
申込」フォームからの申し込み。 ③FAX（62－5931）でのお
申込み。 ④直接窓口でお申込みの場合は、返信用はがきをご持
参ください。 
 

今年２回目の絵本時間。毎回、感動の輪を広げてい

ます。忙中に閑あり、たまにはちょっと絵本の世界

に浸ってみるのもいいかもしれませんね。 

 

高齢者の皆さんの繋がりづくりや交流の場として

月替わりでさまざまなプログラムを実施します。 

申込は不要です。どうぞお気軽にご参加ください。 

申込不要 

冬の夜道          津村信夫 

冬の夜道を 一人の男が帰ってゆく 

はげしい仕事をする人だ 

その疲れきった足どりが そっくり それを表している 

月夜であった 

小砂利をふんで やがて 一軒の家の前に 立ちどまった 

それから ゆっくり格子戸を開けた 

「お帰りなさい」 

土間に灯がもれて 女の人の声がした 

すると それに続いて 

どこか 部屋のすみから 

一つの小さな声が言った 

また一つ 

また一つ別の小さな声がさけんだ 

「お帰りなさい」 

・ 

冬の夜道は 月が出て ずいぶんと明るかった 

それにもまして 

ゆきずりの私の心には 

明るい一本のろうそくが 燃えていた 

         「津村信夫全集」 角川書店 

タイトル：「いかがなものか」 

作者  ：群 ようこ 

出版社 ：集英社 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 18 日（日）2回目を行いました。今回は、仕掛け絵本作りでした。奈良市

の紙芝居作家の中谷さんに来ていただきました。中谷さんは奈良県の昔話も紙芝居

にされています。その一つの 帯解の龍」は知っている人が多かったです。仕掛け

絵本は 3枚の絵を描いてストーリーを作ります。最後は 3枚の絵が揃いおはなしが

完結します。用紙をもらい作業が始まりました。ぱっとひらめきすらすらと描き始

める人と、なかなかいいアイデアが浮かばず図書室で絵本等を参考にした人もいま

した。最後には各自の作品の発表を中谷先生と職員の協力で行いました。 

 9 月 27 日（日）、なんなん？おもしろ体験隊の第 1回目を開催しました。今年は、

帯解・明治・東市・辰市小学校より 2年生から 6年生までの 16 名の隊員が集まりま

した。今回は、生駒市より日本けん玉協会の舘本さんと娘さんに来ていただきました。

けん玉が初めての人から もしかめ」ができる人までいろいろでしたが、みんな失敗

しても何度も何度も練習していました。最後にけん玉検定にも挑戦しました。楽しか

ったですが、三段の娘さんの技にはビックリしました。来年度はけん玉の講座を開設

予定です。有段者を目指し参加してください。なんと大人も入れますよ。 

都南中学校区内の「子育て広場」、年末年始開催イベントのご案

内です。対象は、おおむね０～3歳（児童館は乳児～就学前）の

お子さんと保護者の方です。どうぞお気軽にご参加ください。 

10月28日（水）今回もかたりすとの田畑陽子さんをお迎えしました。昨年度2回開催し評判の

高かった講座です。普段は子ども相手に読む絵本ですが、今日は大人が田畑さんの優しい声に包

まれ、絵本の世界へと誘われホッとする時間を過ごすことができました。また、絵本にまつわる作者の

「しかけ」のお話もあり、絵本への興味が深まりました。今回は「はじめてのおつかい」「やきざかなのの

ろい」「ぜつぼうの濁点」など 6 冊を読んでいただきました。次回（12/2）が楽しみです。 

12/16(水)13:00～16:00 
♪メロディ・アリサさんとクリスマス 
1/20（水）13:00～16:00 
  節分 豆まき 

（駐車場はありません） 

南部公民館では、空きビンは回収できません。月一回の再生
資源収集日（ゴミカレンダーに記載）にお出しください。そして、
ペットボトルと空き缶は一度お水ですすぎ（吸殻厳禁）、キャッ
プをはずしてお出しください。よろしくお願いします。また、年末年
始の休館日は資源ごみの回収はできませんのでお持ちい
ただきませんようお願いします。 

12/11,12,13こども作品展 

12/17（木)9:30～11:30 

おたのしみ会 

12/1（火）9:30～12:00 

  クリスマス準備 

12/15(火)9:30～12:00 

♪せいなさんとクリスマス会 
     リズムで遊ぼ♪ 

育児サロンおびとけ 
（帯解こども園） 

（柴屋町 20） 

古市児童館「いこいのひろば」 
（古市町 1263番地） 

11/25(水) 10:30～ 

おりがみで 

クリスマスかざりを 

つくろう！ ※要予約 

pole pole! 
（南部公民館明治分館） 
（北永井町 508－2） 

令和３年１月 23 日（土）～２月２日（火）の使用申請 
令和２年 12 月 26 日（土）に受付させていただきます 

以上、よろしくお願いします。 

  ママ・はぐ 
（辰市地域ふれあい会館） 
（西九条町 2-2-44） 

 

漢検レベル 

10級（小学校1年程度）9級（小学校2年程度） 

8 級（小学校 3年程度）7級（小学校 4年程度） 

６級（小学校５年程度）５級（小学校6年程度） 

4 級（中学校在学程度）3 級（中学校卒業程度）

準 2級（高校在学程度）2級（高校卒業程度） 

準１級（大学・一般程度 3000 字） 

１級（大学・一般程度 6000 字） 

 

 

絵本ってステキ！大人が楽しむ絵本時間 

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☝ 
 

公開会場で 

受検 

なんなん？おもしろ体験隊 

 


