
本年度から、月２回の予定で囲碁サロンを始めます。 

囲碁をされる方に集まっていただき、自由に囲碁を楽

しんでいただきます。講師はおられません。 

原則として、毎月第２、４日曜日の午後１時から４時

まで、オープンしています。無料です。 

５月１２日（日）から始めます。申し込みは不要で

す。当日、直接公民館までお越しください！ 

みなさんの参加を心よりお待ちしております。 

 

（平城公民館の桜） 

 

 

 

 

    Letter from Heijo public hall     H31.4.20発行 

   

  
   

               サ ク ラ           館長 粕谷正文 
 平城の地に春を迎えることが出来ました。 

 公民館に来られる方や前を通られる方が立ち止まって咲き誇っている 

桜を眺められています。 

 先日、テレビでは、どの番組も桜の開花を中継していました。 

桜には我々の心を引き付ける特別なものがあるのでしょうか。 

 そこで、桜について少し調べてみました。 

 「ひさかたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ」 

 有名な紀友則さんの歌ですね。花の命が短いことを口惜しいと歌っています。 

 私たちは、桜の花の短い美しさを味わう醍醐味とともに、散りゆく儚さや潔さを日本の武士道と重ねて 

きたともいわれています。 

 もう一つは、「サクラ」の「サ」は稲の神様で「クラ」は台座を表すそうです。桜に神様が来られて、

様々なものに命を与えてくださる。だから、桜が咲くと、様々な植物が目覚めて芽を出すそうです。 

 このようなことから、日本人は昔から精神や伝統を大切にしてきたということがわかりました。 

 さて、今年度も公民館では様々な事業を計画しています。桜のように、愛着を持っていただき、学習へ

の関心を高めていただけるよう取り組んでまいりますので、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 

[５月] 

9日 元気サロン 

12日 囲碁サロン 

16日 春のシニア映画会 

23日 生涯学習セミナー①※ 

26日 囲碁サロン 

※ 4/29～5/6までは休館となります 

[６月] 

6日 元気サロン 

9日 囲碁サロン 

15日 パパと一緒に運動遊び 

23日 囲碁サロン 

25日 おやこふれあいひろば 

27日 生涯学習セミナー②※ 

 

[７月] 

3日 オカリナ入門①※ 

4日 元気サロン 

14日 囲碁サロン 

17日 オカリナ入門②※ 

18日 元気ならエクササイズ 

20日 パパと一緒に運動遊び 

21日 平城 DAY キャンプ※ 

25日 生涯学習セミナー③※ 

28日 囲碁サロン 

※の付いている講座は、事前申込が必要です。詳しくは公民館まで 



4 月の人事異動により、職員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 

主任 谷澤 雅美 

 職員 大形 楠紀 

 職員 菰池 武志 

  前主任の岡西史昭は二名公民館に転勤し, 

 前職員の藤岡有子は退職いたしました。 

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） 

◎平城シニア映画会   （5 月 16 日 入場は自由） 

◎おやこふれあいひろば（偶数月 年６回 入場は自由） 

◎平城囲碁サロン （５月より 月２回 入場は自由） 

◎パパと一緒に運動遊び（６月より ４回 入場は自由） 

◎音色にうっとりオカリナ入門（７月より 申込必要） 

◎平城 DAYキャンプ   （7 月 21 日 申込必要） 

◎夏休み！子ども映画会   （8 月２日 入場は自由） 

◎夏休み！子ども工作教室   （８月８日 申込必要） 

◎外国文化にふれてみよう ！    （９月頃 申込必要） 

◎探検！奈良の世界遺産          （秋頃 申込必要） 

◎平城生涯学習体験ウィーク（11 月頃 入場は自由） 

◎平城歴史ウォーク      （11 月頃 申込必要） 

◎クリスマス親子クッキング   （１２月 申込必要） 

◎シニア向けスマホ教室     （1 月頃 申込必要） 

◎バレンタインコンサート♪  （2 月頃 入場は自由） 

◎防災セミナー          （3 月頃 入場は自由） 

講座は途中で変更になる場合があります。 

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～ どんぐり会 調理（男性） 第3土 9：30～ 

あしび会 かな書道 第2・４木 9：30～ なら四季彩スケッチクラブⅡ 水彩画 第1・３金 9：30～ 

あすか教室 カラオケ 第3水 19：00～ 日写連平城支部 写真 第2日 10：00～ 

あずさ 体操 毎週金 19：00～ にんじん 調理 第3金 9：00～ 

綾の会 着付け 第１木 13：00～ はぎの会 かな書道 第1・3木 9：30～ 

絵手紙クラブ 絵手紙 第１木 14：00～ ハッピィイングリッシュ 英会話 第2・４火 13：30～ 

折り紙教室 折り紙 第１火 13：30～ 花紫舞踊会 日本舞踊 毎週水 13：00～ 

オリーブの会 着物のリメイク 第2・４水 13：00～ ハローイングリッシュ 英語 第2・４金 9：30～ 

オリーブ料理教室 調理 第1金 9：00～ ひまわり 調理 第3水 9：00～ 

かきりんご 心理学 第2水 10：00～ ブーケガルニ 調理 第4火 9：30～ 

カラオケ秋篠教室 カラオケ 第4火 13：30～ フランス会 刺繍 第2・４木 13：00～ 

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～ 

グディエクササイズ 健康体操 毎週火 9：30～ フルーツパフェ 調理 第4木 9：30～ 

恒友会 書道 第2・４木 13：30～ マムズキッチン 調理 第3木 9：30～ 

コリオミックス・アンジュ ダンス ストレッチ 毎週金 10：00～ みどりの会 手芸 第3火 13：00～ 

コール・ショコラ コーラス 毎週金 13：00～ ライヴリーYOGAクラブ ヨガ 毎週木 9：45～ 

すこやか体操 健康体操 第1・３土 9：30～ ラディッシュ 調理 第2水 9：00～ 

太極拳平城同好会 24式太極拳 毎週火 13：00～ ローズマリー 調理 第2火 9：30～ 

大正琴秋篠会 大正琴 第1・３金 13：00～ 若音の会 三味線・民謡 毎週金 9：00～ 

楽しい体操教室 健康体操 毎週水 9：30～ 平城かきかた習字教室 子ども書道 第2・３・４木 13：00～ 

ダンスサークル ティファニー 社交ダンス 毎週水 13：00～ チョペスケＫＩＤＳ ダンス 不定期  

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  ５月１８日（土） 

      交通安全教室        平城小学校 

☆オープンスクール ６月３日（月）～６月７日（金） 

  平城中学校での自由参観       平城中学校 

☆職場体験    ６月１１日（火）～６月１３日（木） 

  中学生の職場体験学習        各事業所 

☆グリーングリーン   ８月２４日（土）予定 

  平城小・平城中の周辺清掃活動   平城中学校区 

公民館自主グループの紹介 



 


