
平城元気サロンは、５月から再開をする予定で準備を

進めてまいりましたが、現在の新型コロナウィルスの

感染拡大状況を鑑み、５月６日(木)開催については、

中止とさせて頂きます。ご利用の皆さまには引き続き

ご迷惑をおかけいたしますが、６月３日(木)は再開の

予定で準備を進めています。状況によっては、今後も

中止となる場合があります。ご利用につきましてお電

話でお問合せ頂きますよう、お願いをいたします。 

 

 

 

      Letter from Heijo public hall    Ｒ3.4.20発行 

 

   

               新年度スタートにあたり     館長 谷村栄治 
 

平城地区の皆さま、こんにちは。4 月 1 日より館長として着任しました、谷村栄治と申します。 

前任の粕谷館長同様、よろしくお願いを申し上げます。 

さて、うららかな春の日差しが、心地よい季節となって来ました。開花が早かったことも 

あり、入学式を待たずに桜の花が散ってしまいましたが、日本人は古くから桜に親しみ、 

花を愛で、この花を見ることで新しい年度がスタートするのだという気にさせられますね。 

歴史上、初めて桜を思わせる記録が出てくるのは、日本最古の歴史書と言われる古事記に 

かかれている「木花之佐久夜毘売」[このはなさくやひめ]という神様だそうで、この神様 

は富士山の守護神とされ、とても美人ではありましたが、寿命が短く、若くして死んでしまいます。 

まるで桜の木の象徴のような神様ですね。新年度がスタートして、私も気持ちを新たにしていますが、 

この春から新たにこの地区で暮らし始めた方進学・就職で生活環境が大きく変わられる方もたくさんおら 

れると思います。新たな出会いに期待が膨らむ一方で、コロナ禍が続く中、先の見えない不安を抱いて 

いる方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような時期だからこそ、「新しい生活様式」に適した 

事業を模索し、積極的に展開し、地域の皆さまとのつながりを大切にしながら、安心して健やかに暮らし 

て行けるまちづくりに繋げてまいりますので、どうかご協力を賜りますよう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(日) 囲碁サロン 

20日(木) シニア映画会 

23日(日) 囲碁サロン 

27日(木) 平城生涯 

学習セミナー①※ 

 

 

 

[６月] 

3日(木) 元気サロン 

13日(日) 囲碁サロン 

24日(木) 平城生涯学習セミナー②※ 

27日(日) 囲碁サロン 

 

 

 

[７月] 

1日(木) 元気サロン 

11日(日) 囲碁サロン 

25日(日) 囲碁サロン 

27日(火) 子どもお天気教室※ 

29日(木) 平城生涯学習セミナー③※ 

 

子ども向けの講座は、夏休みの期間によっ

て、変更になる場合があります。 

 

 

 

※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お問合せください 

感染症対策のため、変更になる場合があります。 



本年度に行う講座の予定です。 
◎平城囲碁サロン （4 月より 月 2 回 入場は自由） 

◎平城元気サロン （６月より 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・11 月 入場は自由） 

◎子どもお天気教室 （７月頃 申込必要） 

◎夏休み絵画教室  （８月頃 申込必要） 

◎探検！奈良の世界遺産 （９月より ３回 申込必要） 

◎平城の歴史遺産 （10 月  申込必要） 

◎平城自主グループ発表会 （11 月頃 入場は自由） 

◎平城歴史ウォーク （11 月頃 申込必要） 

◎パパおすすめ！子どもとアウトドア（11 月頃 申込必要） 

◎百人一首の世界にふれる （12 月より 2 回 申込必要） 

◎親子料理   （１２月 申込必要） 

◎スマートフォン教室  （1 月頃 申込必要） 

◎子どもバッグを作ろう （2 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合せは公民館まで。 

 

4 月人事異動で、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 谷村 栄治 

主任 谷澤 雅美 

     職員 永井 晶 

     職員 菰池 武志 

どうぞよろしくお願いします。 

前館長の粕谷正文は退職いたしました。, 

前職員の大形楠紀は西部公民館に異動いたし 

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。 

公民館自主グループの紹介 

【平城シニア映画会】 
 
日時/５月２０日(木)１３：３０～ 
場所/平城公民館２階大集合室 
対象/奈良市在住・在勤の６０歳以上 
上映/クレイマー、クレイマー 
※入場無料、お申込み不要 
※長寿ポイント２０ポイント 
※当日、１１時の時点で奈良市に気象警報が 
 発令された場合は中止いたします。 

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～ 楽しいオカリナ オカリナ 第1・３水 10：00～

あしび会 かな書道 第2・４木 9：30～ ダンスサークルティファニー 社交ダンス 毎週水 13：00～

あすか教室 カラオケ 第3水 19：00～ どんぐり会 調理（男性） 第3土 9：30～

あずさ 体操 毎週金 19：00～ なら四季彩スケッチクラブ 水彩画 第1・３金 9：30～

綾の会 着付け 第１木 13：00～ 日写連平城支部 写真 第4日 10：00～

オリーブの会 着物のリメイク 第2・４水 13：00～ にんじん 調理 第3金 9：00～

オリーブ料理教室 調理 第1金 9：00～ はぎの会 かな書道 第1・3木 9：30～

折り紙教室 折り紙 第１火 13：30～ ハッピィイングリッシュ 英会話 第2・４火 13：30～

かきりんご 心理学 第2水 10：00～ 花紫舞踊会 日本舞踊 毎週水 13：00～

グディエクササイズ 健康体操 毎週火 9：30～ ひまわり 調理 第3水 9：00～

元気UP体操クラブ 体操 第2・4金 13：30～ ブーケガルニ 調理 第4火 9：30～

恒友会 書道 第2・４木 13：30～ フランス会 刺繍 第４木 13：00～

コール・ショコラ コーラス 毎週金 13：00～ フルーツパフェ 調理 第4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～ BLOOMe（ブルーミ） キッズダンス 毎週土 9：30～

さくらんぼの会 色鉛筆画 第2・４木 9：30～ 平城絵手紙クラブ 絵手紙 第１木 14：00～

読書会 奇数月第3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～

ボランティア 偶数月第3火 13：00～ マムズキッチン 調理 第3木 9：30～

大和流柔術 毎水　小学 17：15～ みどりの会 手芸 第3火 13：00～

（護身術） 毎水　中学 19：00～ 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～

サロン・ド・まゆ

柔術サークル


