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◆ 飛鳥シネマシアター ◆ 
 
9/10（木） 13:30～映画終了まで 

★受付開始は 13:00 から 
上映

作品：「オズの魔法使い（字幕 101 分） 

定員：40 人（定員に達しましたら入場を 
お断りいたします。ご了承ください。） 
 
※8月はお休みです。 

 

春

号 

裏面もご覧ください 

◆世界にひとつだけの絵本づくり◆  
夏休みの思い出づくりに自分だけの絵本を作ろう！ 

日程： 8/20(木) ストーリーを考えて絵を描く 

8/23(日) 絵本の製本  <全 2 回> 

時間： 9:30～12:00 

対象： 小学生と保護者 15 組 

材料費：１組 300 円 

締切：８月６日（木） 

※申し込みが必要です。奈良市生涯学習財団 HP ま

たは公民館窓口にてお申込いただけます。 

9月 13日（日）に館内ワックス清掃を行います。当日は、全室使用できませんのでご了承ください。 

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。 

お知 
らせ 

例年、夏に開催しておりました「夏のこわいおは
なし会」及び「歩こう！飛鳥の地蔵盆」は新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため今年度は中止
します。また「親子でパンを作ろう！」も今年度
は中止します。 

◆ 飛鳥ちびっこひろば ◆  
新型コロナウイルス感染拡大防止のためしば

らくお休みしていたので、久しぶりの開催と

なります。オープンスペースで自由に遊びま

しょう♪申込は要りませんのでお気軽にお越

しくださいね。 
 

８/７（金） 10:00～12:00  
講師：つどいの広場ノル 

対象：飛鳥中学校区在住の未就園児と保護者 

★詳細は別紙チラシをご覧ください。 

【ご利用にあたってのお願い】 

・マスクの着用、手洗い・消毒の励行や換気 

・来館前の検温         

・会場の定員の半分以下の人数での利用） 

・使用毎の利用者名簿の提出 

・上履き（スリッパ）の持参   など 

 

７月１日（水）より、公民館の使用制限を一部緩和しました 

いつも公民館運営にご協力いただき、ありがとうございま

す。6月 2日（火）から公民館の利用を再開しておりますが、

7 月より条件が緩和され、吹く楽器以外の活動はご利用い

ただけるようになりました。ただし使用は一定の条件付と

し、引き続き、３つの密を徹底的に避け、手洗い、マスクの

着用、人と人との距離の確保などの基本的な感染対策をお

願いしております。情勢の変化に対応しつつ、皆様の命と

健康を守ることを最優先に運営してまいりますので、新型コ

ロナウイルス感染症にかからない・うつさないために、ご協

力をお願いいたします。今後は８月１日を目途に、見直しを

行う予定です。 

詳細は飛鳥公民館
（☎23-2804） 

までお問合せください 

 

 

【講座参加にあたってのお願い】 
・マスクは必ず着用してください。 
・事前に検温し、体調のすぐれない方は参加をご

遠慮ください。 
・こまめな手洗い、手指の消毒等の予防対策をお

願いします。 
・参加者名簿の作成にご協力ください。 
・館内用の履物（スリッパ）をお持ちください。 

・新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、講座が 
中止となる場合があります。 

・講座当日、気象警報が発令された場合は中止になります。 



番号 グ ル ー プ 名 学 習 内 容 学 習 活 動 曜 日

1 飛鳥歌声サロン 歌声＆トーク 第２水曜　午後

2 飛鳥おはなしの会 読書ボランティア 不定期

3 飛鳥紀寺スポーツ少年団 学童軟式野球 土曜・日曜・祝日

4 あすかこのゆびとまれこども食堂 子ども食堂の運営 第２土曜　午前午後

5 飛鳥サークル 健康体操 毎火曜　午前

6 飛鳥清吟クラブ 詩吟 第1・3水曜　午後

7 飛鳥太極拳教室 太極拳 毎火曜　夜間

8 飛鳥太極拳同好会 太極拳 （２４式、３２式剣、総合剣） 毎金曜　夜間

9 あすか体操クラブ 健康体操（３Ｂ体操） 毎水曜　午前

10 飛鳥楽碁会 囲碁対局 毎日曜　午後

11 いちスマイリ－クラブ 健康増進の為の体操ストレッチ 第１・３水曜　午前

12 英語サークルSprout 小学生向け英語レッスン 毎木曜　午後

13 NPO法人スクデットスポーツプランニング サッカー・陸上競技を通して少年少女の健全育成 不定期

14 オカリナ飛鳥 オカリナ 第1・3木曜午前
(第1は自主練習)

15 おはなしまめたろう 昔話、ストーリーテリング 偶数月第一金曜日

16 親子リズムとびひのバンビ 親子リズム体操、その他遊びなど 毎金曜　午前

17 折鶴会 折り紙 第2水曜　午前

18 絵画クラブ彩 絵画（主として水彩画） 第1・3金曜　午後

19 北村教室 絵手紙 第2・4火曜　午前

20 草野派糸東流拳法空手道会
健志舘 空手 毎水曜　17時から

21 くらしの書 アート書道 第2火曜　午後

22 馨椒会書道教室 書道 水曜日（月1回）午後

23 糀花の会 料理 月1回木曜 午前午後

24 コスモス会 絵手紙・墨彩画 第4金曜　午後

25 子ども書きかた教室 子ども書道 第2・3･4水曜　午後

26 子ども書道教室 子ども書道 毎土曜　午前

27 小麦の会 パン作り 第2金曜　午前

28 桜会 きもの着付 第4金曜　午前

29 さくら会 いけ花 不定期

30 五月会 押し絵 第1・3水曜　午前

31 ジィー・ジィーズ 音楽活動 毎土曜　午前午後

32 新婦人とびひの班 体操・みそ作り・絵手紙・写真・手作り小物・フラワーアレンジメント 不定期

33 水墨画あすか 水墨画 第2・4金曜　午後

34 創作盆踊りやまと会 盆踊り、民謡 第2・4木曜　夜間

35 竹絃遊の会 和のひびき（琴・尺八） 月２回土曜 午前午後

36 つぼみ会 子ども日本舞踊 月２回土曜または日曜、
または火曜日

37 特定非営利活動法人宙塾 親子参加型体験学習 親子体験学習土曜・日曜　
定例会第１水曜日

38 なでしこ会 盆踊り 第1・3木曜　夜間

39 南柯飛鳥句会 俳句会 第4金曜　午後

40 日本食文化の会 日本料理 第4火曜　午後

41 ピラティスASUKA ピラティス 第1・3木曜　午後

42 フォトクラブあすか 写真活動 第3日曜　午前

43 フラウエン・シェーネンコール 女声コーラス 毎火曜　午後

44 ボランティアグループあすか会 高齢者等の社会福祉の向上活動　 原則第1木曜

45 もみじ会 着付教室 第2・4水曜　午前

46 ラフター（笑い）ヨガ ラフター（笑い）ヨガ 第3・4木曜　午前

47 凛道奈良の会 空手及び気功 第1・3日曜　午後

48 ルフフ子ども食堂 子ども食堂 第4日曜　午前・午後

49 藁書奈良会 藁書 第3水曜　午前

令和2年度　飛鳥公民館　自主活動グループ一覧
飛鳥公民館では、49のグループが活動をしています。(令和２年7月現在）

あなたも生涯学習を始めてみませんか？詳細は、飛鳥公民館（☎ 23-2804）までお問合せください.

（新規会員を募集していないグループもあります。ご了承ください。）


