
 あすか ４月号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の夜のこわいおはなし会 
7/21（金）  
少しこわいお話  18:30～19:00 

こわいお話     19:15～19:45 
対象：お話を楽しめる人 

☆送迎は保護者の方で責任をもってお願いします。 

発行：(公財)奈良市生涯学習財団  

         飛 鳥 公 民 館  

〒630-8306 奈良市紀寺町 984 

TEL/FAX :０７４２（２３）２８０４ 

E－mail   asuka@manabunara.jp 
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飛鳥健康サロン 
7/13（木） 13:00～13:30 
 
飛鳥シネマシアター 
7/13（木） 13:30～ 
上映作品：「恋人たちの予感」（字幕 96 分） 
 
※8月は「健康サロン」「シネマシアター」 

はお休みです。 

           

春
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裏面もご覧ください 

夏休みおもしろ 
サイエンス 

 
備長炭電池をつくって、電気の

仕組みを学ぼう！ 

日程：7/29(土) 

時間：１０:３0～1２:０0 

対象：小学生 20人  

材料費：無料 

締切：7 月 20 日（木） 

 

私だけの絵本づくり 
 

夏休みの思い出に自分だけの絵本を

作ろう。素敵な絵本ができあがるよ！ 

日程： 8/３(木) 絵を描く 

8/5(土) 絵本の製本 

時間：9:３0～1２:０0 

対象：小学生と保護者１５組 

材料費：１組 500 円 

締切：7 月 2６日（水） 

 

 

館長 乾 愛（いぬい あい） 
この4月に伏見公民館より異動してまいりました。私が公民館職員

として初めて配属された思い出がたくさんある飛鳥公民館で、 

10年ぶりに再びお世話になることをとてもうれしく思っております。 

未熟者ですが一生懸命がんばりますのでよろしくお願いします。 

 

夏休み 
シネマシアター 
8/27（日） 

10:00～11:30 
「こぎつねコンとこだぬ

きポン」「ブレーメンの音

楽隊」などを上映します。

お楽しみに♪ 

☆小さなお子様は保護者

の方も一緒にご来館くだ

さい。 

川田 千秋 
（かわだ ちあき） 
地域の皆さまが、楽しく快適

にご利用いただけますよう努

めてまいります。 

どうぞよろしくお願いします。 

加賀見 明男 

（かがみ あきお） 
地域の皆さまが公民館で実に多彩

な活動をされていることに驚きまし

た。文化・健康・自治会などの活動

に、日常生活の中で生き生きと取り

組んでおられることに感銘を受けて

おります。 

どうかお気軽にお声かけください。 

主任 楠木 宏実（くすき ひろみ） 
飛鳥公民館での勤務は２年目になりまし

た。日頃から利用されている皆さまには少

しずつ顔を覚えていただけたかなぁと思っ

ていますが、もっと知っていただけるように

頑張ります。今年、公民館は30周年を迎

え、記念まつりを開催します。地域の皆さ

まと一緒に盛り上げていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

「夏休みおもしろサイエンス」「私だけの絵本づくり」は申込が必要です。 

往復ハガキ・HPからお申込いただけます。飛鳥公民館窓口でも受付けます。 



ジャンル グ ル ー プ 名 学 習 内 容 学習活動曜日 学習時間
英   語 英語サークルSprout 英語レッスン（小学校低学年向け） 木曜日 午後

写   真 フォトクラブあすか 写真撮影と講評 第3日曜日　 午前

絵   画 絵画グループ彩 絵画（主として水彩画） 第1・3金曜日 午後

水墨画 水墨画あすか 水墨画 第2・4金曜日　 午後

北村教室 絵手紙 第2・4火曜日　 午前

コスモス会 絵手紙・墨彩画 第3金曜日　 午後

絵手紙教室ゆりの会 絵手紙創作と親睦 第2火曜日　 午前

押し絵 五月会 押し絵 第1・3水曜日 午前

華　道 さくら会 いけ花 不定期

くらしの書 アート書道 第1木曜日 午後

子ども書道教室 書道教室 土曜日　 午前

カラオケ 飛鳥カラオケ同好会 カラオケの練習 第1・3・4日曜日　 午前

コーラス フラウエン・シェーネンコール 女声コーラス 火曜日　 午後

詩　吟 飛鳥清吟クラブ 詩吟 第1・3水曜日　 午後

オカリナ オカリナ飛鳥 オカリナ 第1・3木曜日 午前

筝　曲 竹絃遊の会 琴 月2回土曜日 午前・午後

着付け 桜会 きもの着付 第2・4金曜日 午前

糀花の会 料理 月1回木曜日 午前

小麦の会 パン作り 第2金曜日 午前

椿会 料理実習 第1火曜日 午前

日本食文化の会 日本料理 第4火曜日 午後

飛鳥サークル 健康体操 火曜日　 午前

飛鳥ジュニアフィットネス 子どもダンス 土曜日　 14～15時

あすか体操クラブ ３Ｂ体操 水曜日　 午前

アスカフィットネス 体操 土曜日　 15:30
～１6:30

飛鳥太極拳教室 太極拳 火曜日 夜

飛鳥太極拳同好会 太極拳 （２４式、３２式剣、総合） 金曜日　 夜

いちスマイリ－クラブ 体操ストレッチ 木曜日　 午前

ラフター（笑い）ヨガ ラフター（笑い）ヨガ 第3・4木曜日 午前

つぼみ会 子ども日本舞踊 月2回土曜日か日曜日 午後

日本舞踊あじさいの会 日本舞踊 第４土曜日 午後

創作盆踊りやまと会 盆踊り、民謡 第2・4木曜日 夜

なでしこ会 盆踊り 第1・3木曜日　 夜

草野派糸東流拳法空手道会
健志舘 空手 水曜日　 夜

凛道奈良の会 空手及び気功 第1・3日曜日　 午後

飛鳥歌声サロン 歌声＆トーク 第2水曜日 午後

飛鳥おはなしの会 読書ボランティア 不定期

あすかこのゆびとまれこども食堂 子ども食堂 第2土曜日 午前・午後

ボランティアグループあすか会 高齢者の社会福祉 第1木曜日 午前・午後

親子リズムとびひのバンビ 親子リズム体操 金曜日　 午前

新婦人とびひの班 みそ作り・体操 不定期

ならあすかの会 地域住民のいのちとくらしを守る活動 不定期

飛鳥紀寺スポーツ少年団 学童軟式野球 土曜・日曜・祝日

スクデットスポーツプランニング サッカー・陸上競技 不定期

体　験 特定非営利活動法人宙塾 親子参加型体験学習 不定期　 

飛鳥公民館自主グループ会員募集中！！
飛鳥公民館では、45のグループが活動しています。(平成29年4月現在）

仲間と一緒に新しい学びにチャレンジしてみませんか？

詳細は、飛鳥公民館（TEL  0742-23-2804）までお気軽にお問合せください！

絵手紙

書　道

料　理

体   操

ボランティア

地域活動

スポーツ

太極拳

ヨ　ガ

日本舞踊

盆踊り

空　手


	飛鳥公民館だより第1号
	飛鳥公民館だより平成29年度第1号裏面

