
平城公民館では、今年も「おやこふれあいひろば」を

行っています。月 2回ですが、未就園児のお子さんと

保護者の方の集いの場として、一緒に遊んだり絵本の

読み聞かせをしたりなど楽しいひと時を過ごします。

育児相談やママ友づくりもできますよ。 

申込は不要です。9時から 12時までオープンしてい

ます。お子さんの様子に合わせて来ていただき、また

途中で退席もできます。お友達が待っていますよ！ 

 

 

 

 

 

    Letter from Heijo public hall     H30.5.1発行 

   

  
   

          平 城 の 地 で          館長 粕谷正文 
平城地域のみなさん、こんにちは。このたび、平城公民館長として着任いた 

しました粕谷正文（かすたにまさふみ）と申します。前任の牧野綾子館長と 

同様、よろしくお願い申し上げます。 

   先日、いぬい池の横を歩いていると、ワラビを手にされている方に出会いました。 

「ワラビが採れるのですか」と尋ねてみましたら「昔はこの辺りが山だった。ぜん 

まいも採れたもんや。今は開発されて、少なくなったけどな」と教えていただきま 

した。素晴らしい自然がまだ残されており、皆さんはそれを大切にされているんだなと感じました。 

また、公民館に初めて来させていただいた時、門の横に祭られている社が気になりました。地域の自治会

の方にお伺いすると、経門講という人の繋がる組織が受け継がれており、昔はこの社の前で飲食を共にさ

れたこともあったと伺いました。この他にも、人の繋がる組織がいくつかあったようです。今、地域自治

ということが話題となっていますが、まさにこれらが地域自治の礎ではなかったのかと感じています。 

さて、平城公民館では、このような自然や文化、人の繋がりを目指して様々な講座を開催していきます。 

時間がありましたら、ぜひ公民館へお越しいただき、学習をされる合間に、いろんなお話を聞かせてくだ

さい。楽しみにしています。どうかよろしくお願いします。 
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公民館の主催講座の予定 

[５月] 

8日 おやこふれあいひろば 

10日 元気サロン 

17日 シニア映画会 

24日 生涯学習セミナー①※ 

27日 男の料理教室①※ 

29日 おやこふれあいひろば 

[６月] 

7日 元気サロン 

12日 おやこふれあいひろば 

24日 男の料理②※ 

26日 おやこふれあいひろば 

28日 生涯学習セミナー②※ 

 

[７月] 

5日 元気サロン 

10日 おやこふれあいひろば 

22日 男の料理③※ 

24日 おやこふれあいひろば 

26日 生涯学習セミナー③※ 

28日 DAY キャンプ※ 

※の付いている講座は、事前に申込が必要です。すでに締め切った講座もあります。詳しくは公民館まで 



4月の人事異動により、館長の異動がありました。 

本年度の平城公民館の職員を紹介します。 

館長 粕谷 正文 

職員 岡西 史昭 

 職員 藤岡 有子 

 職員 菰池 武志 

  前館長の牧野綾子は富雄南公民館に転勤いたしました。 

皆様にはたいへんお世話になりありがとうございました。 

本年度に行う講座の予定です。 

◎平城元気サロン   （月１回 入場は自由） 

◎平城生涯学習セミナー（5月より 申込５/15まで） 

◎おやこふれあいひろば （月２回 入場は自由） 

◎かしこく節約！男の時短料理  

 （5月より 申込 5/16まで） 

◎平城シニア映画会  （5月 17日 入場は自由） 

◎平城 DAYキャンプ （7月 28日 申込必要） 

◎平城子ども映画会  （8月９日 入場は自由） 

◎探検！奈良の世界遺産その４（秋頃 申込必要） 

◎人生 100年を見つめて （秋頃 申込必要） 

◎平城生涯学習展示会  （11月頃 入場は自由） 

◎シニアが楽しむタブレット（11月頃 申込必要） 

◎平城歴史ウォーク    （12月頃 申込必要） 

◎防犯・防災セミナー   （1月頃 申込必要） 

◎平城ひなまつりコンサート（3月頃 入場は自由） 

講座は変更になる場合もあります。 

詳しくは公民館までお問合せください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、平城公民館で活動されている自主グループです。体験や入会についてのお問い合わせは公民館まで。 

グループ名 内容 活動日 活動時間 グループ名 内容 活動日 活動時間 

秋篠レインボー 童謡・唱歌 第2・４土 10：00～ 日写連平城支部 写真 第2日 10：00～ 

あしび会 かな書道 第2・４木 9：30～ にんじん 調理 第3金 9：00～ 

あすか教室 カラオケ 第3水 19：00～ はぎの会 かな書道 第1・3木 9：30～ 

あずさ 体操 毎週金 19：00～ ハッピィイングリッシュ 英会話 第2・４火 13：30～ 

オリーブ料理教室 調理 第1金 9：00～ 花紫舞踊会 日本舞踊 毎週水 13：00～ 

かきりんご 心理学 第2水 10：00～ ハローイングリッシュ 英語 第2・４金 9：30～ 

キッズクラブ 親子サークル 毎週水 10：00～ ひまわり 調理 第3水 9：00～ 

グディエクササイズ 健康体操 毎週火 9：30～ ブーケガルニ 調理 第4火 9：30～ 

恒友会 書道 第2・４木 13：00～ フランス会 刺繍 第2・４木 13：00～ 

コリオミックス・アンジュ 健康体操 毎週金 10：00～ フルーツパフェ 調理 第4木 9：30～ 

コール・ショコラ コーラス 毎週金 13：00～ マムズキッチン 調理 第3木 9：30～ 

サロン・ド・まゆ 読書会 

ボランティア 

奇数月第3水 

偶数月第3火 

13：00～ 柔術サークル 大和流柔術 

（護身術） 

毎水 小学 

毎水 中学 

17：15～ 

19：00～ 

平城茶道教室 茶道 第1・３火 9：00～ みどりの会 洋裁 第3火 13：00～ 

すこやか体操 体操 第1・３土 9：30～ ライヴリーYOGAクラブ ヨガ 毎週木 9：45～ 

太極拳平城同好会 24式太極拳 毎週火 13：00～ ラディッシュ 調理 第2水 9：00～ 

大正琴秋篠会 大正琴 第1・３金 13：00～ ローズマリー 調理 第2火 9：00～ 

楽しい体操教室 健康体操 毎週水 9：30～ 若音の会 三味線・民謡 毎週金 9：00～ 

ダンスサークル ティファニー 社交ダンス 毎週水 13：00～ 平城かきかた習字教室 子ども書道 第2・３・４木 13：00～ 

どんぐり会 調理（男性） 第3土 9：30～ カラオケ秋篠教室 カラオケ 第3木 10：00～ 

なら四季彩スケッチクラブⅠ 水彩画 第1・３水 9：00～ 平城囲碁クラブ 囲碁 現在休止中  

なら四季彩スケッチクラブⅡ 水彩画 第1・３金 9：00～     

 

明るく爽やかな公民

館を目指します。ど

うぞよろしくお願い

いたします 

 

 
平城っ子クラブの予定 
 5月 19日（土） 交通安全教室 平城小学校 
 6月 16日（土） 校区探検   平城小学校 
 7月 21日（土） 防犯教室（計画中） 
 
平城公民館は、地域の情報発信の一端を担わせていただ
きたいと考えております。そこで、公民館だよりに平城
地域の情報を掲載する計画をいたしました。地域の関係
団体の方、学校園の方、地域の皆様方、地域情報を公民
館までお知らせください。公民館だよりは年 4回発行予
定です。紙面の関係上、いただいた情報をすべて掲載で
きないこともありますのでご了承ください。 

公民館自主グループの紹介 


