
平成 30 年の年末は、12 月 26 日（水）までご利用いた

だくことができます。 

12 月 27 日（木）から 1 月 5 日（土）までの期間は年

末・年始のため休館といたします。 

年始は、平成 31 年 1 月 6 日（日）よりご利用いただけ

ます 

平成 31 年 1 月 23 日（水）から 2 月 2 日（土）までの

期間の利用申請は、平成 30年 12 月 26 日（水）から受付

いたしますので、ご留意ください。 

 

 

 

 

 

Letter from Heijo public hall     H31.1.1発行 

 

  
         新年 あけまして おめでとうございます 

館長 粕谷正文 

新しい年を迎える事が出来ました。 

今年は亥年ですね。亥にはどのような意味があるのか調べてみました。 

亥年は草木の生命力が種の中に閉じ込められた状態を表しているということで、この時期には知識を増

やしたり精神を育てたりするなど、エネルギーを蓄えることが大切だと述べられていました。 

さて、平城公民館では、１２月に生涯学習展示会を行い、自主グループの方々に力作を展示していただ

きました。見に来られた方からは、「どれも素晴らしい作品ですね」と称賛いただきました。これを一

つの節目として、また今年から新たに出発していただければと願っております。 

また、亥年は無病息災の年とも言われているようです。猪を食すと、万病予防になるということから来

たのではないでしょうか。平城地域の皆さんにとって、今年も健康で災いのないことを祈っておりま

す。本年も地域の公民館として職員一同努力してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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公民館の主催講座の予定 

[１月]  

8日 おやこふれあいひろば 

10日 元気サロン 

22日 おやこふれあいひろば 

24日 生涯学習セミナー⑦※ 

31日 シニア向けスマートフォン教室※ 

 

[２月] 

2日 知って驚き！ 

温泉の豆知識※ 

7日 元気サロン 

14日 おやこふれあいひろば 

26日 おやこふれあいひろば 

28日 生涯学習セミナー⑧※ 

 

[３月] 

3日 平城ひなまつりコンサート♪ 

5日 春の楽しい折り紙教室 ※ 

7日 元気サロン 

12日 おやこふれあいひろば 

17日 防災セミナー 

19日 おやこふれあいひろば 

28日 生涯学習セミナー⑨※ 

  

※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 



           

☆平城中学校区 入園・入学説明会の予定 

 平城こども園入園説明会 平成 31 年 1 月 22 日(火) 

 平城小学校入学説明会  平成 31 年 2 月 5 日(火) 

 平城中学校入学説明会  平成 31 年 2 月 1 日(金) 

 （詳しくは、各学校園へお問い合わせください。） 

☆奈良市公立こども園、小学校、中学校の卒業式

（国立、私立は日程が異なります） 

こども園卒園式  平成 31 年 3 月 15 日(金) 

 小学校卒業式  平成 31年 3 月 17 日(日) 

 中学校卒業式  平成 31年 3 月 16 日(土) 

 （詳しくは、各学校園へお問い合わせください。） 

☆平城っ子クラブ 

 平成 31年 1月 19 日（土） もちつき大会 

 平成 31 年 2 月 16 日（土） 昔遊び 
 

☆平城こども園生活発表会 

 平成 31 年２月１５日（金）  
 

☆平城防災セミナー(平城地区自主防災・防犯会との共催) 

予定 平成 31 年 3 月 17 日（日）  14：00～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月以降に始まる公民館の講座です。多くの方のご応募 

お待ちしています 

『シニア向けスマートフォン教室』 
スマートフォンの基本操作と便利な 

アプリを使えるように学びます。 

1 月 31 日（木） 13：30～15：00 

参加対象 市内在住・在勤の概ね 60～70 歳の未所有者   

定員 24 名 費用 無料 

※ 申込必要 1/16 必着 申込多数の場合は抽選 
『知って驚き！温泉の豆知識』 
奈良にもたくさん温泉があります。 

温泉の効能、入浴法を学んで 

寒い冬をのりきりましょう。 

２月 2 日（土） 13：30～15：30  

参加対象 市内在住・在勤・在学の成人  

定員 ２４人  費用 無料  

※ 申込必要 1/17 必着 申込多数の場合は抽選 
『春の楽しい折り紙教室』 
  ３月５日（火） 13：30～15：30  

参加対象 市内在住・在勤・在学の成人  

  定員 16 人  費用 100 円 

※ 申込必要 2/19 必着 申込多数の場合は抽選 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講生募集中 地域情報 

  

12 月 1 日～2 日にわたって生涯

学習展示会を開催しました。 

多くの方にご来場いただき、あり

がとうございました。 

どの作品もすばらしく、来場され

た方からもお褒めの言葉をいただ

きました。よかったあ。 

 

クリスマスにちなんで、１２月

１６日に親子でクリスマスケー

キ作りを行いました。 

生地を作ってオーブンで焼き、

ホイップクリームと苺で飾り付

けをしました。 

とても素敵なおいしそうなケー

キが出来上がりましたよ。 

 

「人生 100 年の時代」を迎えよう

としている中、介護は大きな課題と

なっています。そこで、介護保険の

活用、介護用具や介護の方法などに

ついて学びました。 

また、いつまでも健康で長生きでき

るようにするには、どうすればよい

のかについても考えました。 

 

 

３月３日（日）１４時から１５時まで、集会室に

て、『ひなまつりコンサート』を行います。 

今回は、サックス演奏家の伊東さんに来ていただき

楽しい演奏会の開演です。どうぞご参加ください。 

     

去る１０月２８日（日）には自主グループの方々

による館内の大掃除を行っていただきました。 

また、１１月１６日（金）には、万年青年クラブ

の方に、庭の掃除と花植えを行っていただきまし

た。とても美しくなりました。地域の皆様に心よ

り感謝申し上げます。ありがとうございました。 

無料 

申込不要 


