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【１月】 
 

１２日（木） 元気サロン⑩ 

２５日(水) スマートフォン教室 ※ 

２６日(木) 生涯学習セミナー⑦ ※ 

【２月】  
 
２日（木） 元気サロン⑪ 
５日(日) 親子料理教室 ※ 
１２日（日） バレンタインコンサート 
１６日（木） 生涯学習セミナー⑧※ 
１８日（土） 親子ＤＥハンドメイド※ 
２５日（土) 平城きっずワーク①※ 

【３月】  
 
２日（木） 元気サロン⑫ 
４日（土） 平城きっずワーク②※ 
７日（火）～１２（日） 
 春のグループ体験会ＩＮ平城※ 
２３日（木） 生涯学習セミナー⑨※ 

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。 

いよいよ今号で「長屋王の変」の最終回と
なります。長屋王の変を簡単に説明する
と、奈良時代初期、７２９年に起きた藤原氏
によるクーデターで、皇親側の大官であ
った左大臣・長屋王の排斥事件です。しか
し何故、藤原氏は長屋王を冤罪に陥れて
まで抹殺したかったのでしょうか？前号
でご紹介したように、長屋王は父・高市皇
子（天武天皇の長男）と母・御名部皇女（天
智天皇の娘）との間に生まれ、天武天皇の
直系の孫であり父母とも皇族出身者と、
天皇になる資格を十分有していました
が、父の代で皇位継承争いから外れた存
在になっていました。とは言え、父子とも
に有能で、朝廷内で高い位を授かり、後
には宿敵となる藤原氏のドンであった不
比等との関係もその当時は良好で、順調
な官僚生活を送っていました。ところが、
７２０年に不比等が亡くなり、その子供た
ち藤原４兄弟である武智麻呂（むちまろ・
南家の祖）、房前（ふささき・北家の祖）、宇
合（うまあい・式家の祖）、麻呂（まろ・京家
の祖）が活躍する時代になると有能で血
筋も高貴な長屋王は一変して藤原氏にと
って警戒すべき人物へと変わってしまい
ます。４兄弟は聖武天皇の母・宮子の権威
を高めようと「大夫人」と称するように画
策しますが、長屋王によって阻止（辛巳事
件）されてしまいます。次いで、藤原氏が
外戚となった聖武天皇に基皇子（もといの
みこ７２７生～７２８年没、母は不比等の娘
安宿姫のちに光明子）が生まれると生後
一か月で皇太子にすると言う、異例中の
異例ワザを断行します。これにも長屋王
はそっぽを向きますが、基皇子は生後一
年であっけなくこの世を去ります。こうな
ると長屋王やその妃である吉備内親王と 

その子供たちも皇位継承者として浮上し
てきます。そして何よりも藤原４兄弟が
恐れたのは、基皇子が亡くなった同年、
聖武天皇のもう一人の妃である県犬養
広刀自との間に安積親王（あさかしんの
う７２８生～７４４年没）が誕生したことで
す。県犬養広刀自は不比等の後妻であ
る橘三千代一族であったため、安積親王
にも皇位継承権が生まれます。もしも安
積親王が天皇に即位すると、外戚の座を
県犬養氏にさらわれてしまうことになり
かねません。そうならないためには、藤
原四兄弟の妹である安宿姫を天皇にす
るか皇后（聖武天皇の正妻）にする必要
が生まれます。宮子の敬称ですら反対を
した長屋王がこれを許す筈がないと考
えた４兄弟は、いよいよ長屋王抹殺計画
に突き進んでいきます。７２９年２月に
「長屋王は国家を傾ける事を謀り、皇位
を狙おうとしている」との密告があり、
「基皇子を呪い殺した」などという話まで
付け加わります。さすがに聖武天皇もほ
っておけなくなり、即座に長屋王邸に兵
を差し向けますが、兵を派遣したのは藤
原宇合でした。翌日には藤原武智麻呂た
ちが長屋王に対しその罪を糾問します。
長屋王は「罪無くして捕らえられても、必
ず殺されてしまうだろう。他人に殺され
るよりは、自分で死んだほうがましだ。」
と自分の子や孫に服毒させ、自身も自害
します。長屋王の自殺後、邪魔者がいな
くなった藤原四兄弟は安宿姫を皇后に立
て藤原四子政権を樹立します。これまで
皇后は皇族出身の女性が選ばれること
が通例でしたので、藤原氏と光明皇后は
この時、皇室における新たな先例を作っ
たことになります。ところがこの年から天 

候不順が続き、天変地異がしばしば起こ
り、その８年後の７３７年に都を襲った天
然痘によって藤原４兄弟は次々と亡くな
ります。このため、これらの天変地異は
長屋王の祟りであると噂が流れだしま
す。おや、どこかで聞いたような話です
ね。そうです菅原道真公の冤罪事件とそ
っくりですね。実は長屋王は日本最初の
怨霊とも言われています。日本人が怨霊
という概念をいつ頃から持ち始めたの
かは様々な意見がありますが、祟られる
という恐怖感は祟られる側、つまり何か
後ろめたい行為を行った側にしか存在
せず、そうした意味では神代と言われる
ような時代から存在していたと思われま
す。さて、この長屋王の変に一番心を痛
めたのは、聖武天皇であったようです。
一度は左大臣にまで任命をして信頼もし
ていた長屋王を、藤原氏の画策とはいえ
不本意なまま殺めてしまったという後悔
は、天皇の心に相当重くのしかかったの
でしょう。この四兄弟の死を境に聖武天
皇は政治の世界を離れ、ますます仏教に
帰依していきます。７４１年には国分寺建
立の詔を、７４３年に東大寺盧舎那仏造
立の詔を発したことは、この事件が大き
く関わったと言っても過言ではないと思
います。さて、長屋王の変を３回に分け
てお話してまいりましたが、これはあく
までも歴史書から見た物語です。歴史書
は常に勝者の歴史であり、１３００年もの
昔に本当は何が起こったかは定かでは
ありません。ただ、様々な視点から歴史
を考え、楽しんでみる事がさらに歴史を
深く読み解くことが出来ると言えると思
います。ぜひ、色んな本を読み、様々な
学説に触れることをお勧めします。 

あけましておめでとうございます。今年は癸卯（みずのと・う）年です。この干支が示す運勢は、
これからの成長や飛躍のため、力を貯め、準備をし、育んでいくことで、十分に実り、芽吹き始
める年を意味すると言われています。コロナという長かったトンネルから抜け出て、大きく飛躍
し、今までの努力がいっぺんに実り始める年となる事に期待しましょう。         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館からのお知らせ 

【親子 DEハンドメイド 
              ～ひな人形作り～】 
日時/２月１８日（土） 13:30～１５：３０ 
場所/平城公民館２階大集会室 
対象/奈良市内在住、在学の小学生と保護者。  
内容/親子でハンドメイドの「ひな人形」作りに挑戦  
費用/１組 ４００円 
定員/１０組２０名：応募多数の場合は２／１０公開抽選 
※申込が必要です。（２/９締切） 
生涯学習財団ホームページ、FAX、往復はがき 
申込み用紙に必要事項を記入し申込みください。 

 

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。 

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ご住所、⑥電話番号、⑦FAX
番号（FAXがない場合、公民館からのメールが受け取れるメールアドレス）の７項目を必ずご記入ください。 

【バレンタインコンサート】 
日時/２月１２日（日） １３：３０～１４：３０ 
場所/平城公民館２階大集会室 
対象/奈良市内在住、在勤・在学の方。但し、小学生以下 

は保護者同伴 
内容/大和ハーブ奏者によるコンサート  

テネシーワルツのほか、皆が知っている曲を演奏 
定員/なし 入場自由 ※費用無料 

【スマートフォン教室】 
日時/１月２５日（水） 13:30～１５：３０ 
場所/平城公民館２階大集会室 
対象/奈良市内在住、在勤、在学の成人の方。  
内容/スマートフォン（Android）の基本操作と 

アプリを使ったキャッシュレス支払いなど  
費用/無料 
定員/２0名：応募多数の場合は１／１８公開抽選 
※申込が必要です。（１/１７締切） 
生涯学習財団ホームページ、FAX、往復はがき 
申込み用紙に必要事項を記入し申込みください。 
 

奈良市立公民館は１月６日より通常開館します。 
◆１月９日（月）は「成人の日」と重なるため、 

翌日の１月１０日も休館となります。 
◆２月１１日（土）は「建国記念の日」で休館です。 
◆２月２３日（木）は「天皇誕生日」で休館です。 
◆３月２１日（火）は「春分の日」で休館です。 

【親子料理教室～いちご大福づくり～】 
日時/２月５日（日） 1０:０0～１２：００ 
場所/平城公民館１階 料理実習室 
対象/平城・西大寺北小学校区在住の小学生と保護者。  
内容/親子で「いちご大福」づくりに挑戦  
材料費/１組 ５００円 
定員/４組８名：応募多数の場合は１／２７公開抽選 
※申込が必要です。（１/２６締切） 
生涯学習財団ホームページ、FAX、往復はがき 
申込み用紙に必要事項を記入し申込みください。 
 

平城公民館では以下の自主グループが活動中です。
体験・参加したいグループがありましたら、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。 

 自主グループへ是非ご参加ください。 

グループ名 内容 活動日 活動時間 ライヴリーYOGAクラブ ヨガ 毎週木曜 9：45～

グディエクササイズ 健康体操 第１～４火曜 9：30～ ならやまコリオサークル ダンス 毎週木曜 10：30～

ブーケガルニ 調理実習 第４火曜 9：30～ 綾の会 着物着付け 第１木曜 13：00～

ローズマリー 調理実習 第２火曜 9：30～ フランス会 フランス刺繍 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 子ども向け書道教室 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～ なら四季彩スケッチクラブ 水彩画 第１・３金曜 9：30～

体操クラブ 子供向け体操 毎週火曜 19：00～ オリーブ料理教室 調理実習 第１金曜 9：00～

ひまわり 調理実習 第３水曜 9：00～ にんじん 調理実習 第３金曜 9：00～

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

かきりんご 心理学 第２水曜 10：00～ あずさ 体操 第１～４金曜 19：00～

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

花紫舞踊会 日本舞踊・新舞踊 毎週水曜 13：00～ コール・ショコラ コーラス 毎週金曜 13：00～

大和流柔術 毎水曜　小学 17：15～ 大正琴秋篠会 大正琴 第１・３金曜 13：00～

（護身術） 毎水曜　中学 19：00～ 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～

あしび会 かな書道 第２・４木曜 9：30～ すこやか体操 シニア向け健康体操 第１・３土曜 10：00～

さくらんぼの会 色鉛筆画 第２・４木曜 9：30～ BLOOMe（ブルーミ） ストリートキッズダンス 毎週土曜 9：30～

はぎの会 実用書道 第１・３木曜 9：30～ みらくる 発達障害児情報交流 第４土曜 9：30～

マムズキッチン 調理実習 第３木曜 9：30～ 奈良ギター合奏団 ギター演奏 第２・４日曜 13：00～

フルーツパフェ 調理実習 第４木曜 9：30～ 日写連平城支部 写真作品作り 第４日曜 10：00～

木
曜
日

柔術サークル

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

日
曜

土
曜


