
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年始は１月５日まで休館いたします。 
・１月１０日は「成人の日」で月曜日と重なるため、翌日の 
１月１１日も休館となります。 

・２月１１日は「建国記念日」、２月２３日は「天皇誕生日」 
のため休館いたします。 

・３月２１日は「春分の日」で月曜日と重なるため、翌日の 
３月２２日も休館となります。 

[１月] 
 

６日(木) 元気サロン⑤ 

１５日(土) 五色百人一首②※ 

１８日(火)～２２日(土)  

自主グループの作品展示 

２３日(日) 親子段ボール工作 ※ 

２５日(火) スマートフォン教室 ※ 

２７日(木) 生涯学習セミナー⑥※ 

[２月] 
 

３日(木) 元気サロン⑥ 

１３日(日) バレンタインコンサート 

１９日(土) 子どもバッグ製作 ※ 

２４日(木)生涯学習セミナー⑦※ 

２６日(土)日本の笑いと文化 ※ 

[３月] 
 

３日(木) 元気サロン⑦ 

２４日(木) 生涯学習セミナー⑧※ 

 

 

 

公民館の主催講座の予定 感染症の動向によっては、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。 

新年あけましておめでとうございます。 
館長の谷村です。新たな年を迎え本号では
日本の古い国名である｢やまと｣について調
べてみました。『やまとは くにのまほろば た
たなづく あおがきやまごもれる やまとしうる
はし』古事記に書かれたヤマトタケルの歌
で、伊吹山の荒ぶる神との闘いに臨んで「や
まと」の地を懐かしむ歌です。まほろばは｢素
晴らしい場所」「住みやすい場所」という意味
の日本の古語で、たたなづくは「幾重にも重
なっている」、あおがきは「周囲を取り巻いて
いる山々を青い垣に見立てた言葉」です。 
つまり「やまとは(これまで渡り歩いた国々と比
べても)素晴らしい国だ。 青く重なり合うよう
に連なった山々に囲まれているやまとはとて
も美しい」という意味に解釈されます。この歌
にも出てくる「やまと」という言葉ですが、語源
については諸説紛々としていてなかなか一
致をみていません。古代、奈良県の一部を
「やまと」と呼んだことは確かで、そこに本拠
地を置いた勢力が日本列島全体を代表する
政権となったことから、「やまと」は日本列島
全体を指すことばとしても使われたと考えら
れます。そのころ、中国では日本のことを
「倭」と呼んでいました。「倭」と言う呼び名が 

出てくる最古にして確実な文献は漢書地理
史の有名な一節で｢・・・楽浪の海中に倭人有
り。分かれて百余国を為し、歳時を以って来
たりて献見すという」と記されています。中国
人が、なぜ日本人を｢倭｣と呼んだのかにつ
いても、諸説があります。｢倭｣は｢背が丸く曲
がって低い人｣の意味で、｢倭人｣は華北人や
韓人に比べ背が低いので、身長の特徴から
名づけられたものだろうという説もあります
が、この説は漢字の意味の解釈と、日本人が
中国人からどう見られていたかについての推
測から導かれたものと思われます。中国王朝
が周辺国に悪字を以て呼称としたのは、自国
が｢中華｣つまり、世界の中心であるという思
想によるのでしょう。さて、訓読みとは、漢字
が中国語として表す意味を、日本語に翻訳し
たものです。そこで、中国語の｢倭｣は日本語
で｢やまと｣なのですから、｢倭｣に｢やまと｣とい
う訓読みが生まれました。しかし、もともとは
必ずしもいい意味ではない｢倭｣という漢字
を、日本人は気に入らなかったのでしょう。や
がて日本人は、自分たちを表すのに｢倭(ワ)｣
と同音で、もっといい意味を持った｢和(ワ)｣と
いう漢字を用いるようになります。｢和｣は｢仲
が良いこと、助け合うこと、戦いをやめること｣ 

という意味があります。｢和｣は｢和らぐ、なご
む、穏やかになる｣という意味も含まれま
す。この漢字は、｢口｣と｢禾｣で成り立っていま
す。｢禾｣は｢会う｣という意味があり、｢和｣とい
う文字には口から発した音、声と声が合う状
態｢ハーモニー｣を表しています。古代には
｢ハーモニー｣を感じると｢なごむ｣雰囲気が醸
成されたのでしょうか。｢和｣は、歌によって世
界平和を目指した漢字といえるでしょう。日本
人が、｢やまと｣について新たに文字を選択す
るにあたり、その最初に｢和｣を選択したこと
は、古代日本人のセンスの良さが偲ばれま
すね。この文字を｢倭｣に代え、大和朝廷が使
用したのは、平和を尊重した元明天皇の意
志だったのではないでしょうか。こうした熟考
が、｢和＝やまと｣となり、今度は｢和｣が｢やま
と｣と訓読みされることになりました。その後、
さらに｢和｣に｢大｣を付けた｢大和｣という文字
が誕生し、この２文字をまとめて｢やまと｣と読
むようになったのです。この場合の｢大｣は美
称のようなもので、｢立派なやまと｣とでもいっ
たところでしょうか。このことは日本人の平和
への憧れの強さを物語っていると思います。
新たな年を迎えて、令和という時代も平和な
世界が続いてほしいと、切に望みます。 



 

自主グループにご参加ください 
平城公民館では以下の自主グループが活動中です。体験・参加 
したい活動がありましたら、公民館までお問い合わせください。 
活動休止や定員などの理由でご参加頂けない場合もあります。 

【自主グループ作品展示会】 
平城公民館で活動する自主グループのうち、書道や 
絵画、写真など制作グループの展示会を開催します。 
期間/１月１８日(火)～１月２２日(土) 
時間/ ９：０0～1６：０0 
場所/平城公民館１階・２階 ※費用無料、申込不要 

【親子で作ろう！ 
段ボールゲーム工作】 

日時/1 月２３日（日）13：30～15：30(予定) 
内容/親子でボードゲームを一緒に作ることで手作 

りの面白さを感じることが出来る人気講座。 
対象/奈良市在住・在学の小学生と保護者  
定員/10 組 ※参加費用 1 組 600 円（材料費） 

申込が必要で 1/１５締切、申込多数の場合は翌日 
公開抽選。生涯学習財団ホームページ、FAX、往復 
はがきで必要事項を記入し、お申込みください。 

公民館からのお知らせ 

【スマートフォン教室】 
日時/1 月２５日(火) １４：00～１６：00(予定) 
内容/アンドロイドスマートフォンでマップ・災害に備

えるアプリの使い方が学べる講座です。 
対象/奈良市在住・在勤・在学の成人  
定員/1５名 ※費用無料 

申込が必要で 1/１５締切、申込多数の場合は翌日 
公開抽選。生涯学習財団ホームページ、FAX、往復 
はがきで必要事項を記入し、お申込みください。 

お申し込みが必要な講座はパソコンや 
スマートフォンからも申し込めます。 
右のQRコードを読み込んでください。 
申込み可能な講座から順次公開中です。 

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

グディエクササイズ 健康体操 毎週火曜 9：30～ マムズキッチン 調理 第３木曜 9：30～

ブーケガルニ 調理 第４火曜 9：30～ ライヴリーYOGAクラブ ヨガ 毎週木曜 9：45～

ローズマリー 調理 第２火曜 9：30～ 綾の会 着付け 第１木曜 13：00～

サロン・ド・まゆ ボランティア 偶数月第３火曜 13：00～ フランス会 刺繍 第４木曜 13：00～

太極拳平城同好会 24式太極拳 毎週火曜 13：00～ 平城かきかた習字教室 子ども書道 第２・３・４木曜 13：00～

みどりの会 手芸 第３火曜 13：00～ 恒友会 書道 第２・４木曜 13：30～

折り紙教室 折り紙 第１火曜 13：30～ 平城絵手紙クラブ 絵手紙 第１木曜 14：00～

ハッピィイングリッシュ 英会話 第２・４火曜 13：30～ オリーブ料理教室 調理 第１金曜 9：00～

楽しい体操教室 健康体操 毎週水曜 9：30～ にんじん 調理 第３金曜 9：00～

ひまわり 調理 第３水曜 9：00～ 若音の会 三味線・民謡 毎週金曜 9：00～

ラディッシュ 調理 第２水曜 9：00～ なら四季彩スケッチクラブ 水彩画 第１・３金曜 9：30～

かきりんご 心理学 第２水曜 10：00～ コリオミックス・アンジュ ダンス ストレッチ 毎週金曜 10：00～

楽しいオカリナ オカリナ 第１・３水曜 10：00～ 元気アップ体操クラブ 体操 第２・４金曜 13：30～

サロン・ド・まゆ 読書会 奇数月第３水曜 13：00～ コール・ショコラ コーラス 毎週金曜 13：00～

ダンスサークルティファニー 社交ダンス 毎週水曜 13：00～ 大正琴秋篠会 大正琴 第１・３金曜 13：00～

花紫舞踊会 日本舞踊 毎週水曜 13：00～ あずさ 体操 毎週金曜 19：00～

柔術サークル 大和流柔術 毎水曜　小学 17：15～ すこやか体操 健康体操 第１・３土曜 9：30～

柔術サークル （護身術） 毎水曜　中学 19：00～ どんぐり会 調理（男性） 第３土曜 9：30～

あしび会 かな書道 第２・４木曜 9：30～ BLOOMe（ブルーミ） キッズダンス 毎週土曜 9：30～

さくらんぼの会 色鉛筆画 第２・４木曜 9：30～ 秋篠レインボー 童謡・唱歌 第２・４土曜 10：00～

はぎの会 かな書道 第１・３木曜 9：30～ 日写連平城支部 写真 第４日曜 10：00～

フルーツパフェ 調理 第４木曜 9：30～ 奈良ギター合奏団 ギター演奏 第２・４日曜 13：00～

火
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜

水
曜
日

木
曜
日

木
曜
日

【バレンタインコンサート】 
今年はフルートと鍵盤ハーモニカ、ピアノの協奏で 
和やかなひと時をお楽しみください。 
日時/２月１３日（日）１３：３０～１４：３０(予定) 
場所/平城公民館２階大集会室 
 ※費用無料、申込不要 

【子どもバッグを作ろう！】 
日時/２月１９日（土）1４：０0～1６：０0(予定) 
内容/保育園で使用する子どもバッグをミシンの 

使い方を学びながら、手作りで製作します。  
対象/平城中学校区在住で入園前の保護者  
定員/１０人 必要な材料などは事前に通知します。 

申込が必要で２/１２締切、申込多数の場合は翌日 
公開抽選。生涯学習財団ホームページ、FAX、往復 
はがきで必要事項を記入し、お申込みください。 

【日本の笑いと文化 
～笑いとユーモアの心～】 

日時/２月２６日(土) １０：00～１２：00(予定) 
内容/笑うことで病も癒す？「日本笑い学会」顧問の 

関西大学名誉教授が哲学的、社会学的、科学的 
視点から｢笑い｣について分り易く解説します。  

対象/奈良市在住・在勤・在学の成人  
定員/５０名 ※費用無料 

申込が必要で２/１２締切、申込多数の場合は翌日 
公開抽選。生涯学習財団ホームページ、FAX、往復 
はがきで必要事項を記入し、お申込みください。 

必要事項とは、参加希望の①講座名、参加される方の②氏名、③ふりがな、④年齢、⑤性別、⑥ご住所、⑦電話番号、 
⑧FAX番号（FAXがない場合は、公民館からのメールが受け取れるメールアドレス）の８項目を必ずご記入ください。 


