おかげさまで
4 周年を迎えました !

皆様に安心して受診していただくために〜院内感染対策について〜

マイクロスコープ
2 台あります
業界 NO.1 のプロエルゴ導入！
肉眼では見えにくい
口腔内を拡大して治療することで
より高度な治療が可能となります。

【普段から行っていること】
・手袋やコップ、エプロンなどは使い回しをせず患者様ごとに取り替えます。
・治療器具など患者様のお口に入るものは感染症予防機
材（患者様ひとりひとりのハンドピースを滅菌するも
の）を使って、すべて滅菌処理を行っています。

診療台増設 7 台あります
予約が取りやすくなりました。
ドクター4 名在籍

【新型コロナウイルス対策として特別な対策】
・入口にアルコールを設置
・手洗い・うがいの徹底
・受付含む全スタッフのマスク着用

院長 橋本正隆

副院長 橋本 梓

予防に勝る治療なし！

MTM（メディカルトリートメントモデル）で
大切な歯を守りましょう。
①お口の中の病原菌を徹底検査して除菌。
②検査で判明した個人リスクに応じてカスタムメイドの清掃・治療。
③予防に特化した歯科衛生士と共に一生涯歯を守れるお口環境作りを。

8/21
（金）
から

診療時間が変更になります。

診療時間

月

火

水

木

金

土

日

9:00〜13:00

●

●

●

▲

●

▲

／

14:30〜18:30

●

●

●

／

●

／

／

休診日…日曜･祝日 ▲…9:00〜14:30 ※各種保険取り扱い

ホテル日航奈良

〒630-8122 奈良市三条本町 9-21 伝宝ビル 1 階
TEL.

0742-36-8241

https://hashimoto-dent.jp
ネットでもご予約受け付けております。
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コロナ禍で考える未来の教育

特集 「人〜次世代〜」
を育てるということ
10

新しい未来を築く次世代を育てるために
〜4市町長トークセッション〜
奈良市長/田原本町長/天理市長/三宅町長

13
14

子どもの生きる力を養うICT活用教育
奈良県立教育研究所

今こそ学びを止めてはいけない！
子どもの主体性を育む先生の役割
御所市立大正小学校

16

大石健一さん、小﨑誠二さん

中西省五先生

職種や年齢も違った みんな が関わって
子どもたちが社会で生きるチカラを
株式会社新閃力 代表取締役社長

18

奈良をもっと子育てしやすい街へ！

街の子育てTOPIC

EDITOR IN CHIEF

夏目地子

EDITOR SUPPORT

中村和歌子

AD CHIEF

井上広之

AD PLANNER

杉本将章

DESIGNER

矢部恵子 中村憲一郎 橋田有加里
amanojack design むかいあつこ
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北尾篤司
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川口尚子 平丸雅
いこまち宣伝部

PRODUCER

渕上繁人
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鐵東敦史

わが子の 強み を知っていますか？
スポーツを通じて育てること

COVER

【撮影協力】

暮らしが変わる、学びが変わる
自ら学ぶ力を引き出す
チャイルドスクール塾長 乾勝善さん

【撮影場所】
SPECIAL THANKS

3

好き を見つけてあげよう

21

子どもの習い事

27

奈良で活躍するパパ・ママ vol.06
ひらひら農園
さん

30

アスレチックのある公園＆味覚狩り・手作り体験

32

平沢大

秋のおでかけ

最新のニュースとお得情報をお届け！

田村さやか

河野稜平

中井秀彦

渡邉敬介
徳永祐巳子

上野典子

尾崎えり子さん

奈良クラブユース監督兼アカデミーダイレクター 浜岡寛さん

20

33

mama News／プレゼント

PHOTO/ 北尾篤司
MODEL/ 森のようちえん ウィズ･ナチュラの
子どもたち
森のようちえんウィズ・ナチュラ
代表：岡本麻友子
住所：天理市長滝町 294
H P：https://www.withnatura.com/
《お知らせ》
毎月 1 回、体験イベント実施中！
詳しくは HP からお問い合わせください。
天理市立山田教育キャンプ場
入川若奈

ぱーぷるmama編集部
〒630-0201 生駒市小明町446-1
TEL.0743-73-8877 FAX.0743-73-7781
E-mail：pa-puru̲mama@niplanning.jp
WEB：http://pa-puru-mama.com
本社
〒630-0257 生駒市元町1-6-12 生駒セイセイビル602
TEL.0743-86-4100 FAX.0743-86-4300
※本誌の一部または全部を無断で、複写（コピー）・複製・転載することを禁
じます。落丁、乱丁本はお取り替えします。編集部までお知らせください。
※掲載のデータは、2020年8月1日現在のものです。やむをえず変更される場
合もございますので事前に各店にお問い合わせください。
※掲載の価格は、2020年8月1日現在のものです。消費税改正により変更にな
る場合があります。
※掲載の施設やイベントは、新型コロナウイルス感染症の状況により、休
園・休館、または中止・延期など変更となる場合がありますので事前に各施
設、各イベント主催者にお問い合わせください。

如意輪寺

南北朝時代にタイムスリップ
後醍醐天皇ゆかりの地

後 醍 醐 天 皇 の 勅 願 寺 である
「如意輪寺」。宝物殿には、当時

天川村洞川673-89 ／ ☎0747-64-0352

を垣間見ることのできる文化財がたくさんあ
り、お寺の方を見かけたら、お話を聴いてみる

創業 332 年。行者の疲れを癒した旅の宿は、
令和の家族連れにも優しい

のもオススメ。広大な境内を散策しながら、悠
久の歴史に心を傾けるひと時に。
吉野町吉野山1024 ／ ☎0746-32-3008

うなぎ屋 太鼓判
吉野山で唯一、本格的なうなぎ料理を堪能できるのがこ

こだわりの食材を使用した寿司・丼もの・うどんなど、メ
ニューは豊富。日替わりセットについていた柿の葉寿司
が、肉厚のしめ鯖といい塩梅の酢飯がマッチして絶品。一
気に私の柿の葉寿司ランキング1位に！

※季節により提供メニューが変更となる場合がございます。

趣深い洞川温泉街の中でも、ひときわ風格あるたたずま
いながら、肩肘張らずにくつろげる。息子がすぐに遊び始

めた縁側は、通りを眺めながら一日中座っていられそ
う。貸切露天風呂があるのも嬉しい。

ちら。うなぎは、愛知県一色産を使用。タレにも、焼き方
にも工夫を凝らしたうなぎ丼は噛むとじゅわっと旨味が
広がり、やさしい味わいが女性にも好評なのだそう。私
達もあっという間に完食！
吉野町吉野山1278 ／ ☎0746-32-3071

天川村洞川240 ／ ☎0747-64-0336

下市町下市13-1 ／ ☎0747-52-2445

カジカガエルのおたまじゃくし
がいる清流や、森の中に突然現
れる赤い鳥居が印象的な大聖大
権現社など、外遊びやお散歩に
ぴったりなスポットがいっぱい!

大聖大権現社

SPOT

母公堂そばの清流

天川そとあそび

市公式 S N S「g o o d c yc l e

ikoma」で、生駒の多様な魅

力を発見・発信している生駒
の市民ＰＲチーム。
いこまち宣伝部の
活動はこちら
「good cycle ikoma 」

吉野町吉野山 ／ ☎0746-32-8371

急斜面をつなぐトロッコ列車に、子どもたちも大興奮！

陽ぼっこ
吉野の山なみが一望できる、ログハウスの可愛いカフェ。
おすすめは、パイナップルを丸ごと使った“映（ば）える”パ
フェ。いつもは子供と半分こだけど、今日は贅沢にも独り
占め♪撮影タイムも、おしゃべりも、ゆっくり楽しみまし
た。

吉野山︑下市・天川で

幻想的な自然の造形美が現れます。ふもとと入口までの

楽しむ旅気分︒

は、驚くほどやわらかい座り心地！

一歩入ると驚くほど涼しく、迷路のような洞内に、次々と

友達や家族と気兼ねなく楽しめ

関西最大級、県の特別天然記念物に指定される鍾乳洞。

行 者の宿 角甚

いこまち宣伝部

ルスの早期退散を祈願しました。

切り株型のトロッコ列車も楽しい！
神秘的な洞窟探検

ん。500年にわたり植林され、人の思いのこもった吉野杉

おけ常

言われる「金峯山寺」。世界遺産

行にも参列。力強く燃えさかる炎に、コロナウイ

天川村坪内107 ／ ☎0747-63-0558

下市町伃邑492-1 ／ Instagram : mokkou.mori

私たちがレポートします。

たる佇まいに、思わずため息が。初めての護摩

なスポット。

の木目は息をのむ美しさ。丸いフォルムが愛らしい椅子

かつて豊臣秀吉が立ち寄ったと
にも登録されている本堂・蔵王堂（国宝）の堂々

調和を表すそう。多くの芸能人も訪れることでも有名

る県内旅行で︑知ってそうで︑ま

すず）は美しい音色を奏でる神宝で三魂（みむすび）の

面不動鍾乳洞

太閤秀吉さんが歩いたという足音、
息づかいにロマンを馳せて

金峯山寺

音楽・芸能の神様として、全国から訪れる人が絶えな

だまだ知らない奈良の魅力を再

奈良の最強パワースポット？！
秘境の中の聖地

発 見 ︒奥 大 和 の 景 色 や 時 間 に 身

天河大辨財天社

を 委 ね て ︑心 と 身 体 を 解 放 す る

時間をゆったり楽しんでくださいね。

い神社。別名、天河神社とも。古くから伝わる五十鈴（い

創業 60 年余、
親子四代で支えてきた
下市の老舗大衆食堂

旅を楽しんで︒

景を眺めつつ贅沢に食を満喫するも良し。
ママ達の

いつもと少し違う時間を家族と過ごしてみては？

吉野杉 を使ったかんな仕上げの家具作りをしている森さ

ママ友といく。

がお出迎え。
歴史や文化にとっぷり浸かるも良し、
絶

あわただしい日常から離れて、

町の廃校が工房に！
吉野杉とかんなで作られた
作品の魅力にふれる

ていたのに…アクセスの良さにびっくり。ひとたび、
吉野山へ入ると、
世界遺産が鎮座する凜とした空気

大自然や見どころをたっぷり楽しめる場所。

木工森

ママ友と、
みずみずしい夏の吉野へ。
遙か遠くと思っ

日 帰 り で楽しむ

子どものペースに合わせながら、

吉野山エリア

家族で行く！

このエリアは、どこを歩いても水や空気が清らか。

一泊で楽しむ

下市・天川エリア

生駒市内から車で約2時間。小さい子連れでも無理なく行ける

奥大和 をめぐる
mamaTRIP

いこまち宣伝部 5期生

吉野山チーム 水上&西山
09：00

生駒より出発

10：30

金峯山寺 散策/拝観

12：00

金峯山寺 とも祈り

12：45

うなぎ屋 太鼓判

14：15

如意輪寺

16：00

カフェ 陽ぼっこ

18：00

生駒 到着

いこまち宣伝部 5期生

下市/天川チーム 田村&真下
09：00

生駒より出発

11：00

木工 森

11：50

ランチ おけ常

13：10

川あそび/母公堂そばの清流

14：40

面不動鍾乳洞

17：00

行者の宿 角甚 チェックイン

19：30

夜の温泉街散策

10：30

そとあそび/大聖大権現社

12：00

天河大辨財天社

15：00

生駒 到着

吉野町吉野山3056 ／ ☎0746-32-3177
お問い合わせ

奈良県 観光プロモーション課
0742-27-8482

※掲載情報は8月1日現在のものです。コロナウィルス感染症などの影響
で情報が変わる可能性もございますので、お出かけの際は事前にHPな
どでご確認ください。
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そろばん 亀井そろばん教室
教室
0745-27-0466
オンラインでも開講中!!
珠算・暗算十段の先生に教わる最新技法

好き を
あ
見つけて げよう

王寺町

教室は先生の自宅の2階。アットホームな環境の中で、少人数での練習ができる。学習
スタイルは
「タブレット式そろばん・暗算学習システム」。ひとり1台配布されるタブレットを使
用し、
デジタル教材で練習をする。
まだ数字が書けない小さなお子さまでも安心の、幼児向
けそろばんアプリもある。
また、教室に通えない地域、
そして日本全国・海外にお住まいのお
子さまのために、
オンラインでのそろばん指導を開講しているのも大きな特徴。

＊【教室】

幼稚園年中以上
･週 1 回コース /3,900 円
･週 2 回コース /6,000 円
･無限コース /6,000 円

vol.31 2020 Autumn

＊【まなぶてらす】

（オンライン家庭教師サイト）
年中〜一般

詳しくは「まなぶてらす」で検索！
※全て税込価格

coupon!
北葛城郡王寺町本町 4 丁目18-16
月〜金曜 16:00〜19:00
（お問い合わせ受付時間）
HP http://kameisoroban.com/
備 詳しくは教室 HPをご覧ください。
【まなぶてらす】についてはこちら WEBでもチェック！
https://www.manatera.
com/wte/prfdtlfrm/324

英会話
教室

子どもにさせたい習い事はたくさん！

｢ぱーぷるmama見たよ｣で、

①月謝1カ月無料
②通塾カバンをプレゼント。
さらにお友達と一緒に入学で
景品プレゼント！

ぱーぷるmamaオススメのスクールをご紹介。
coupon利用なら、
合言葉は「ぱーぷるmama見たよ」！

※お友達にも適用。
※他サービス併用不可
※「ぱーぷるmama 見たよ」
と伝える
【有効期限 /'20.8.20〜'20.9. 末】

フープ

「 わ か ら ない 」 か ら 始 め よ う ！

hoooop

ネイティブ講師の充実したレッスンで
楽しみながら英語をマスター
小学校での英語授業本格スタートに伴い、
ますます注目が集まる英
語教育。
『hoooop』
では年齢に合わせた少人数制クラスでネイティブス
ピーカーの先生による対面でのレッスンの他に、
教室に来られない人へ
向けたオンライン授業も導入。
レッスンではテキストの他に歌やゲームな

先生は全てネイティブスピーカー。本物の英語に触れることで英語を聞く力・

ど遊びを通して英語に慣れ親しんだり、
英検Jr.や英検取得もサポートし

話す力が UP！

てくれるので、
より生きた英語が学べる。
その確かな指導力に、
卒業生の
テキスト以外にゲームやクイズなど遊びを通して

ママの8割以上から
「通わせてよかった」
と高い評価を得ている。

英語の楽しさを知り、自ら積極的に英語を学ぶ

hoooop の強み

心を育んでいる。

＊料金

5つのお得クーポン

通常入会金 8,000 円（税別）
月謝 6,500 円〜（税別）
（40 分 / 幼児・園児〜）
月謝 7,238 円〜（税別）
（50 分 / 園児〜）

0742-71-0550
奈良市佐保台 2-902-377
10:00〜20:00

後悔しない教室選びのためにも、
『hoooop』では無料レッ
スンが 2 回まで受講 OK！2 回じっくり体験できるので、教
室の雰囲気や先生の人柄もしっかりチェックできて安心。

※予約時に伝える ※他サービス併用不可 ※グループ全員有効
【有効期限 /'20.8.20〜'20.11.19】

JR郡山駅前校

0743-54-2786

大和郡山市高田町 2-1
グランドメゾン103
10:00〜21:00

スクールカレンダーによる

21

自信があるから無料レッスンは 2 回！

入会金半額＋初回月謝半額＋テキスト代無料＋
図書カード2,000円分プレゼント！＋
友達との入会で5,000円キャッシュバック！

※対象年齢：2 歳〜シニア。
※レッスンはグループです。
※プライベートレッスンは応相談。
※幼児や学年等で曜日・時間が異なります。
※別途要管理費。

佐保台校

coupon!

橿原本校

八木教室

0744-20-0120

橿原市栄和町 103-7 シスタビル1F
10:00〜21:00

WEBでもチェック！

0744-20-0120

橿原市北八木町1-6-12 シャトー八木ビル2F
10:00〜21:00

お問い合わせの際はご希望の教室（橿原本校か八木教室）
をお伝えください。
各校専用駐車場有

http://hoooop.jp/

韓国語の大人クラス有

20

くにしげクリニックの５６７（コロナ）対策

奈 良で

自分の作った野菜をシェフが
一 番おいしい状態に引き出してくれることが、

のうえん

活 躍 する

この仕 事の喜び！

ひらひら農園
ひらさわ
はじ め
平 沢 大 さん

パパ・ママ
vol.06

stay
home

open

次 代 を 見 据 えた 農 業 スタイル
夢 は 家 族 で 海 外 旅 行！

密を避ける
工夫です

オンライン診療
＋電話でお薬

換気

これもコロナの影響
でしょうか？

6月以降︑骨折で来院される方が多くなりました︒

原因としては︑特別なことではなく︑転んだこと

によるものが多いです︒

今までも骨折の患者さんはいらっしゃいましたが︑

1ヶ月に3名以上となると︑コロナの影響で︑運

動不足だったのかな？と思わざるを得ません︒ご

年配の方の中には︑約2ヶ月ほどご自宅から一歩

も出ないという自粛をされ︑

歩けなくなったり︑少し歩い

ただけで筋肉痛になったと

おっしゃる方がおられました︒

外気に触れる︑太陽の光を浴びることで︑体内に

必要なビタミンが作られます︒年齢を問わず数ヶ

！

くにしげクリニックは、ファミリークリニックです。

ご予約は
「EPARKメディカル」
をご利用ください。
「EPARK メディカル」のサイトは、写真がたくさん
掲載されています。初めての方にもクリニックの雰
囲気を見て、安心していただければと思います。

h t t p s: / / e p a r k . j p /

診察代金もキャッシュレス！
くにしげクリニックでは、ライン
ペイでのお支払いが可能です。

すべてのお子さまが、未来も明るい肌で過ごせるように応援します。
お子さまの肌のことを真剣に考えたら、日焼け止めはこうなりました。

日焼け止めの上手な塗り方

0
SPF2
+
+
A
P
おとこのこのひやけどめ
おんなのこのひやけどめ
25mL ／ 1,800 円 ( 税抜 )

●お子さまを紫外線からやさしく守る日焼け止め乳液です。
●低刺激※で、敏感肌の大人の方にもご使用いただけます。
●顔･からだにお使いいただけ、石鹸でキレイに落とせます。

※おとこのこのひやけどめ、おんなのこのひやけどめは、全て同一成分です。

大和西大寺

形成外科 / 整形外科 / 美容外科

KUNISHIGE CLINIC

くにしげクリニック
https://www.kunisige.com
Tel.0742-49-6766

facebook もチェックしてね♪

P

あり

マルエス●

●きらら薬局
●デイリー
ヤマザキ
●大戸屋

顔に使用する場合

腕や脚など広範囲に
使用する場合

1円硬貨１個ぶんを手のひらに
取る。額、鼻の上、両頬、アゴに
分けて置き、
そこからまんべん
なくていねいに塗りのばす。

容器から直接、直線を描く
ようにつけてから、
手のひら
でらせんを描くように均一
にムラなくのばす。

診療時間

近商●

KUNISHIGE CLINIC

いる︒﹁自分が動きやすいように畑もデザイン

効率よく動けるようになれば時間がつくれる

しているし︑
大きな機械も使っている︒
自分が

でしょ︒
自分の時間を作ることが︑
野菜に時間

をかけることにもつながる﹂
と︒
ここでも︑平

沢さんの農業に対する愛が伝わるが︑
いかに

疲れず長く働けるか︒
これが︑
一人でやり続け

るための秘訣とも言えるだろう︒

自然を肌で感じながら
子どもたちの感性を育む

平沢さんは現在︑
３歳と８ヶ月の愛娘をも

つ現役パパ︒﹁効率よく仕事をすることで︑
子

どもたちと過ごす時間も増やせるし︑
休みも

しっかり取れる︒
将来は家族で海外旅行にも

行きたい﹂
とも︒
昔ながらの農業のイメージか

業の楽しさや魅力を伝えていきたいとも考え

ら︑
現代に合った働き方を発信することで農

ている︒
そして子どもたちに願うことは︑
自然

を肌で感じながら︑
自然の豊かさ美しさ︑
怖さ

を理解し育ってほしいということ︒﹁それを教

と︑好奇心いっぱいの目で語る笑顔がとても
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えてあげられるフィールドを僕は持っている﹂

印象的だった︒

住所：生駒市高山町3872
TEL：0743-20-5735
Facebook：
https://www.facebook.com/hirahirafarm/

月の 自 粛 期 間 がこれほ ど までも︻健 康︼を 左 右

載中！
連
ム
にコラ
リ
プ
ア

▲このサイトから予約ができるようになりました

ひらひら農園

するのかと驚いています︒まだまだ心配なことは

自然の営みの中で仕事をする

農業で見つけた自分らしい生き方

平沢さんが営む
﹁ひらひら農園﹂
があるのは︑

生駒市高山町︒
リーフレタスをメインに︑
県内

各地のレストランに卸す野菜を栽培している︒

﹁僕がお店へ配達しているんです︒
シェフの声

が直接聞けるし︑僕の想いも直に伝えられる

でしょ﹂
と日焼けした素敵な笑顔で語る平沢

さん︒
でも実は︑
昔から農業に興味があった訳

ではないのだ︒
就農したのは 歳の時︒
美容学

校へ進学し︑
美容師としてスタートしたものの

肌に合わず約２年で退職︒
今度は屋外で働こ

うと︑
建築や造園などいろんな仕事を経験し

てきた︒﹁いろんな仕事をしては海外を旅した

りして︑
ふらふらしていたんですが
︵笑︶
︑ 歳

の頃に人生ちゃんとやろう！って決めたんで

す﹂
と︒
それには︑
群馬県での農業経験が大き

な転機となったとも︒﹁自然のサイクルの中で

働く農業が僕の肌に合った﹂
とひと言︒
この肌

に合うという感覚から︑平沢さんの農業ライ

フがはじまったのだ︒

一人でやるからこそ効率よく
できた時間で畑をじっくり見る

﹁うちの野菜はちょっとマニアック﹂
と語る

平沢さんだが︑
それらの野菜がプロの技でさ

らにおいしく調理されていくことが
﹁たまらな

く嬉しい﹂
のだとか︒﹁まるでシェフと一緒にお

もてなしをしているような気持ちになる﹂
との

言葉に︑平沢さんが心から農業を楽しんでい

ることが伝わってくる︒
また栽培や収穫など

畑での作業は一人でやっているからこそ︑
効率

よく動ける方法を探求することも大切にして
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ありますが︑外で動くことを欠かさないようにし

1976年、
生駒市生まれ。
高校卒業後、
美容専門学校へ進学。
美容師として2年余勤め退職。
美容業界からは離れ、
造園や建築など様々な仕事を経験し、
26歳の時に群馬県の農園で働
いたことをきっかけに農業をスタート。
38歳で就農。
主にリーフレタスを栽培。

たいですね︒アイタタタ⁝となったら︑くにし げ

クリニックまで︒

平沢 大さん
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抗ウイルス・抗菌ミスト
で清潔な院内

いつもの
お薬を
ください

0K

抗菌ミストを
院内循環
させています

clean

月 火 水 木 金 土 日 祝

10:00~13:00 ● ● ／ ● ● ● ／ ／
14:30~16:00 ▲ ▲ ／ ▲ ▲ ※1 ／ ／
阪奈道路

〒631-0842 奈良市菅原町東 2 丁目29-13

17:00~19:00 ● ● ／ ● ● ／ ／ ／
※土曜日の午後は 14:00~16:00
※1 / 14:00~ ▲リハビリ・手術

ラインで 1 対 1 のお問い合わせをスタートしました！
先生、こんな時はどうすればいいですか？気づいた時にラインしてください。
なお、緊急のご対応はできかねます。ご了承ください。
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mama News

毎日を頑張るママ達のための、最新ニュースをお届け！

vol.31 2020 Autumn

子育てセミナー

ショッピング
子どもが今を幸せに生き、
すべての
って成長することができる
持
を
望
まち
夢と希

奈良

県女性セ

ンター講座のご

案内

奈良をもっと
子育てしやすい街へ

ナラノコト Y ah o o ! 店 ・ 楽 天 市 場 店

お祝いギフトに奈良のこだわり品はいかが？

N ICO S CA FE&T A B L E

子どもの才能発見&子育てマネーのお勉強会開催!!

街の子育て

33

子どもの一時預かりなら
「こども広場」へ

新型コロナウイルス対策で家にこもりがちなお母さ
ん・お父さんたちへのメッセージとして、Instagramで
育児に関する情報発信を始めました。お母さんたち
のちょっとした疑問や育児に関することなど、日々
訪問でよく聞かれる相談を中心にアップしていま
す。子育て中のお母さん・お父さんが、明るく楽しく
育児できるように応援しています。また、赤ちゃんの
すこやかな成長を一緒に見守っています。子育て世
代包括支援センターでは、子育てコンシェルジュで
ある助産師や保健師が妊娠・出産・育児について相談
に対応しています。どんなことでも、お気軽にご相談
ください。
Instagramで
「さんて郡山」を検索！
右のQRコードからもアクセスできます。
問合せ：0743-58-3333
（大和郡山市保健センター
「さんて郡山」
）
文／大和郡山市保健センター「さんて郡山」中谷 里子

生駒市民だけでなく近隣市町村の皆さんも交流し楽しめ
る広場として、賑わいを作りたいという市民の声でス
タートした「いこママまるしぇ」。生駒の玄関口である生
駒駅前の広場「ベルステージ」で月1回開催しています。出
店者は主にママ。お客さんとして楽しむだけではなく、手
作りの可愛い雑貨やアクセサリーなど、ママの好きや得
意を生かした出店もできます。また、持ってきた服を3枚
まで交換できる「子ども服無料交換会」は毎回大人気。マ
マの好きをいっぱい集めて、楽しみ、癒される場所になっ
ているマルシェをぜひ一度のぞきに来てください。
日 時：毎月第3木曜 10:00〜14:00
場 所：ベルテラスいこま 3階ベルステージ
（生駒市北新町10-33）
※市外の人も出店できますが、
新型コロナウイルス感
染予防のため、
当面の間は県内在住者に限定。
※月によっては場所と時間が異なります。
文／いこママまるしぇ実行委員長 佐村佐栄子

近鉄八木駅前「かしはらナビプラザ」3階の「こども広
場」では、子どもの一時預かりを行っています。交通
に便利な場所で橿原市外の方もご利用いただけま
す。子どもを一緒に連れて行けない用事があるとき、
リフレッシュしたいときなど、気軽に利用してみま
せんか。利用日の2週間前からの事前予約を忘れずに
お越しください。

こんにちは。助産師の中谷です。助産師
(midwife)とは、
「 女性のそばにいる人」
という意味です。心身ともに元気に育
児できるよう、あなたらしく生きてい
けるよう、いつも見守っています。

2014年からママの居場所づくりをコ
ンセプトにいこママまるしぇを開催。
2019年にはコミュニティスペース
good neighborsをオープンさせ、更に
奈良のママの笑顔のために日々活動を
続けています。生駒市在住。

橿原市では一人ひとりの子どもが健や
かに成長し、安心して子育てができる
まちづくりに取り組み、子育て世代に
選ばれるまちの実現をめざしていま
す。

対 象：1歳〜小学校入学前の子ども
利用日：12/29〜1/3以外の毎日
（1ヶ月12日まで）
時 間：9:00〜19:00
（1日4時間まで）
料 金：子ども1人につき1時間700円
場 所：橿原市観光交流センター（かしはらナビプラザ）3階
こども広場
（橿原市内膳町1丁目6-8）
問合せ：0744-47-2330

カフェでゆっくりとラン

各

ママに癒しを、ウキウキを。
みんなでつくる月１マルシェ

詳しい内容と
応募はこちらより

11月19日（木）

応募〆切／2020年

をダウンロードして下のプレゼントを当てよう!!
5 名様

3 名様

ママ・パパへのメッセージ♪
Instagramで情報発信中！

チを楽しみながら子育てお

ロマンのまちかしはら
子育て

勉強会参加はいかが？相談

らせる街、育
が幸せに暮
マチ
主婦

件 数２０ ０ ０ 世 帯 以 上 の 経

橿原市兵部町 3-14
☎ 0744-24-2818
（セミナー担当 松葉）
P 有
内容のお問い合わせは担当松葉まで

P RE S E NT
シンボル、金魚が泳ぐ城下町
。
平和の

によるお勉強会は
﹁子ど

掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の状
況により、休園・休館、または中止・延期など変更となる
場合がありますので事前にご確認ください。
2020 年 8 月 1 日現在

F
P

験 を 持 つ 子 育 て 診 断 士・

奈良県女性センターでは、
他にも男女共
同参画を推進するための啓発、
女性の活
躍推進、チャレンジ応援、女性への暴力
防止などをテーマに様々な講座を開催
しています。
詳細はホームページをご覧
ください。

生駒市小明町 446-1
☎ 0743-86-4330
WEBでもチェック！
10:00〜17:45（Webからのお問合せは24時間可）
土・日曜、祝日（Webからのお問合せは24時間可）
https://www.rakuten.ne.jp/gold/naranokoto/
https://shopping.geocities.jp/naranokoto/
Instagram・facebookで新商品を紹介中！

もの個性と才能を開花させ

奈良市の子育て応援キャラクター「も
もいろいくジーカ」は、やさしいパパ・
ママと3匹の子鹿たちの5匹家族。子鹿
たちは元気いっぱい！パパジーカは、
子育てにも積極的に参加するパパだ。

参加お申し込みは下記QRコード
より。参加は先着順。

るノウハウ﹂﹁ほめ方 注(意の

梅澤 奈々

子 育 て 世 帯が
住 み よ い 街 の 情報を
紹 介 し ま す。

開催日
9/10㊍、9/15㊋、10/8㊍
全日10:00〜
参加費880円
（ランチ付）
全日定員10名

や
﹁マイナス金利時の教育費

文／奈良県女性センター

モールイベント時には、
お得に買い物ができる
キャンペーンも実施！

Y
a
h
o
o
!

information

仕 方 の) 適 切 な ア プ ロ ー チ ﹂

文／パパジーカ

information

形 成 ﹂な ど な ど ︒ 参 加 特 典

■働くママと考える
「わたしらしく働きつづけよう」
日時： 9月12日
（土） 10:30〜12:00
内容： 仕事復帰後の不安について、
先輩ママも
交えて話合いましょう！
対象： 育休・産休中の人
（取得予定・復帰後を含む）
※パートナーの参加も可。
■再就職へのファーストステップセミナー
「見つけよう！私らしい働き方」
日時： 10月16日
（金） 10:00〜12:00
10月22日
（木）①10:00〜12:00
②13:00〜15:00
内容： 10/16 再就職活動への準備と進め方
10/22 カードゲームで楽しく自分発見
（①②同内容）
対象： 再就職を希望する女性

としてお勉強会で学んだレ

奈良市では、子育て支援の一環として、子育ての悩み
や不安を抱えやすいとされる、双子や三つ子などの多
胎児を出産された家庭や10代で出産された家庭に対
し、訪問員が乳児に必要なおむつをお届けする「つな
げる乳児おむつ宅配事業」
を開始しました。
多胎育児は2人以上の乳児を抱え外出もままならな
い状況に陥りやすく、また10代での出産は経済的な
問題や知識不足により地域から孤立する傾向があり
ます。そこで家庭児童相談等の従事経験がある保育
士2名体制で対象家庭を訪問し、子育てサービスなど
の情報提供を行い、保護者の悩みや心配事に寄り添
うことにより、保護者の負担を軽減し子育て家庭を
支援していきます。対象者の方には、出産後、子育て
相談課からご連絡いたします。
問合せ：0742-34-4804（子育て相談課）

ポートのプレゼントも有り︒

女性の活躍を応援します！

〝 奈 良の良さを 伝 えたい〟
その一心で奈良の素敵なコト
をお届けしている 通 販サイ
ト
﹃ナラノコト﹄︒乗り物の形
をした立体ケーキをはじめ︑
お子さまのとっておきの一枚
をプリントしたオリジナル写
真ケーキ︑名入れシールに対
応した米粉ロール︑幼児向け
おやつ等︑贈り物におすすめ
の商 品が続々入 荷 中 ︒詳し
くは
店 ︑楽 天
市場店をチェックしてみて︒

「つなげる乳児おむつ宅配事業」で
子育てサポート

A ３Ｄロック付

ワンプッシュダイレクトボトル [480ml]
（プラレール・すみっコぐらし）

B 春日鹿まんじゅう『かのこ』

白餡 夫婦（2 個）、
カスタード餡 夫婦（2 個） 各 1セット

3 名様

C ビューティーエイジング
軟カプセル 90 球

ワンプッシュオープンで飲みたい時に"サッ"と飲めるステン

奈良の名産品を豊富に取りそろえる
『菊一文珠四郎包永

女性の悩みのアンケートを5000人にとり、誕生したサプリ

レスボトル。
ネームプレート付きのショルダーベルト。

本店』
の大人気商品。春日の鹿をお饅頭に仕上げています。

メント。大豆イソフラボンよりも安全で効果の高いレッドク

真空二層構造なので、保冷効果が長持ち。

モチモチとした生地にさっぱりした白餡と、甘さ控えめなカス

ローバーイソフラボン配合。
お肌の悩みやイライラなどにオ

※火傷の恐れがありますので熱い飲み物を入れないでくだ

タード餡の2種類を本店で焼き上げています。

ススメ。

さい。
【商品サイズ
（約）】
サイズ：直径76×高さ238mm
容量：480ml

重量：380g
提供 /スケーター株式会社

提供 / 菊一文珠四郎包永本店

提供 / 御所薬舗株式会社

iPhone

文／さららちゃん
（橿原市観光PRキャラクター）

［ プレゼント応募方法 ］❶｢ぱーぷるmama+｣アプリをダウンロード ❷会員登録(無料)

Android

❸アプリ内の｢プレゼント｣ページより応募
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てもキラリ光る交流のまち
小さく

緑豊かで心豊かな
の歓声がきこえるまち
子ども

子どもの笑顔あふれる
子育てしやすいまち

子育ち”まちづくり
“子育て・

☆笑顔がみたいから
きらきら

で手をつなぎ楽しい子育て
を
みんな

『子育て広場あかり』に
遊びに来ませんか？

子育て・健康・教育
一緒に考えていきましょう！

親子で
絵本や図書を楽しもう！

ベビーマッサージでリラックス
～親子のふれあい～

ドレミの広場で、毎月
助産師・栄養士相談を実施！

手洗い動画配信中

子育て広場あかりは、こども園内にある広場で、保育
教諭や子どもたちと気さくに触れ合えたり、
お話しで
きたりする交流場所です。
お気軽にお越しください。
対 象：安堵町に居住する就学前の乳幼児と保護者
場 所：安堵こども園2階
開館日：月曜から金曜 9:30〜15:00
（祝祭日・年末年始を除く）
問合せ：0743-57-2823
（子育て広場あかり）
■第3火曜に
【遊びましょう】
を開催
10:30〜11:00
絵本の読み聞かせや、体を動かして遊びます。毎月どんな
テーマで遊ぶかお楽しみに♪きっと、こども達だけでな
く、ママも笑顔になれるはず！息抜きになるでしょう。
■子育てに関するお悩みなど、
話してみませんか？
毎週金曜 13:00〜16:00
個別相談なので、
事前にご予約ください。
文／安堵こども園 広場担当

子育て支援センターは、
長い新型コロナウィルス感染
予防の休館期間を利用して、
抗菌カーペットへの張り
替え、密にならなくて利用しやすいフロアーへの遊
具全面配置換え、全館の掲示リニューアルなども
行って6月から開館しています。
感染予防策も行って、安全で楽しい子育て支援セン
ターに努めていますので安心してご利用ください。
■平群町子育て支援センター
問合せ：0745-46-1211
新型コロナウィルス感染症収束まで当面の利用方法
・利用は体調の良い方でマスク着用
・午前
（9:00〜12:00）
／
午後（13:00〜17:00・土曜は16:00）の入れ換え制
・センター内での昼食やおやつ、
他市町村の利用・
イベント・行事は中止
・相談業務や育児用品レンタル、衣服のリサイクルは継続中
文／平群町 子育て支援センター

子育て支援センターに毎月、宇陀市立中央図書館か
ら、約70冊の絵本・紙芝居・育児書・教育書・雑誌など
が届きます。
その季節や行事、
子どもたちの興味に合わせた内容の
図書は、
すこやかルームに遊びに来る親子がとても楽
しみにしています。膝の上にわが子を抱いて、読み聞
かせをする方や、離乳食や料理の本を見ては「作って
みよう！」という方もおられます。図書コーナーで
は、親子の触れ合いがたくさん見られ、ゆったりとし
た時間が流れています。

ママもパパもリラックスしながら、赤ちゃんとのコ
ミュニケーションを楽しんでみませんか。赤ちゃんの
からだを、アロマオイルを使って、ゆっくり優しくな
でるようにマッサージします。ベテランの助産師が、
とっておきの ふれあい を教えてくれます。

子育て中のみなさん、こんにちは。新型コロナウイル
ス感染予防対策をしながらの毎日の子育ては、ご心
配、
ご苦労がたくさんあると思います。
感染予防に役立ててもらえればと願いをこめて、
はぐ
〜るスタッフみんなで「オリジナル手洗い動画」をつ
くりました。

■宇陀市立子育て支援センター
「すくすく」
開催時間：9:00〜16:00
住
所：宇陀市菟田野松井473-1
電
話：0745-84-9925

※本年度は、新型コロナウィルス感染症の対策のた
め、急遽、予定を変更することがありますのでご了承
ください。

文／宇陀市子育て支援センター

文／香芝市児童福祉課

桜井駅前まほろばセンター内にあるドレミの広場は、
就学前までの親子が安心して遊べる施設です。
妊娠中
から産後までのママの体や栄養、
出産後の母乳や離乳
食、育児などの疑問や相談を受けています。また専任
の保育士も常勤しています。
事前予約は不要です。
■子ども一時預かり事業
（有料）
も実施。
市外の方も利用可。
詳しくは、
お問合せください。
■ふれあいタイムの動画をホームページで公開中。
「桜井市ドレミの広場」
で検索！
対象：桜井市在住または、
実家が桜井市の方で
妊娠中〜小学校就学前までの子どもと保護者
費用：無料
利用日時：月・火・金・土・日・祝 10：00〜17：00
場所：桜井市まほろばセンター
「エルト桜井」
2階
問合せ：TEL.0744-48-0242
FAX.0744-48-0243
文／桜井市子育て総合支援室 奥泰世

子育て中のパパ・ママを応援していま
す。たくさんの親子と出会えることを
楽しみに、いつでも笑顔でお待ちして
います。

子育て支援センターでの相談業務の充
実を図っています。新型コロナウィル
ス感染予防での長い休校期間や夏休み
の短縮等で、親子のストレスや悩みも
多いかと思います。お気軽にご相談く
ださい。

子育て中の母親や父親が気軽に足を運
んでいただけるように職員は笑顔で温
かく迎え入れ、子育てが楽しくなるよ
うにサポートをしています。

香芝市では、
「地域ぐるみで子どもと子
育てを支えるまちづくり」
「いきいき子
育てできるまちづくり」
「子どもがのび
のび育つまちづくり」を基本目標にお
いて、子育て支援に取り組んでいます。

子育て総合支援室では、助産師と保育士
が子育てについて一緒に考えるお手伝
いをさせていただきます。
「 困ったな」
「どこに相談したらいいのかな？」と感
じた時は気軽にお声がけください。

『はぐ〜る』の愛称名には、 愛情を持っ
て抱きしめる（Hug）と育むという意味
が込められています。地域のさまざま
な人と手をつなぐ「子育て支援の拠点」
として、皆さんと共につながり育んで
いきたいです。

対
象：保護者と2〜6ヶ月ぐらいまでの乳幼児
申込方法：香芝市役所ホームページ「e古都なら電子
申請」で受け付けます。原則1組1回限り。応
募多数の場合は抽選となります。

おでかけした後は…みんなで手洗い♪ごしごし・ぴっ
かぴか♪
親子で手洗いを楽しんでもらえたらと思います。
読み聞かせ動画も配信していますのでご覧ください。
You Tube「天理 はぐ〜る」
で検索！
右のQRコードからもアクセスできます。
文／天理市子育て世代すこやか支援センター はぐ〜る

者まで 誰もがいきいき
から高齢
子ども らしを楽しむまち たわらも とした
と
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の「笑顔」はみんなの笑顔
子ども

く田舎 ほどよく街に近い
ほどよ
るのに最適なまち
育
子 てす

したい子育て』を
『大切に
応援します！

広げよう市民の輪
つなげよう未来へ

するママ・パパを応援するま
ち
子育て

子育ての「ちょっとおしえて！」や
「困った」を相談ください

保護者と保育士の負担を軽減
「手ぶら登園サービス」

赤ちゃんとお母さんの
ふれあいがいっぱい！

うれしい たのしい だいすき
みんなの五條児童館

みんなでマスクをつけよう！
親子で交流できる「キッズルーム」

お母さんも童心に返って
ホッとするひとときを

田原本町では妊娠・出産・子育て支援の窓口として、役場
と保健センターにて「子育て世代包括支援センター」を
開設しています。保健センターで実施している「すこや
か相談」では、お子さまの発育・発達の心配ごと、子育て
に関する困りごとなどご相談をお受けしています。子育
てにしんどさを感じていたり、子育て支援の制度が知り
たいという方は役場窓口にてご相談をお受けします。一
人で抱え込まず、
いつでもお気軽にご相談ください。
対 象：妊婦から就学前の子どもの保護者
問合せ：子育て世代包括支援センター
・役場内こども未来課 0744-33-9095
・保健センター内こども未来課 0744-33-9035
■すこやか相談
（実施場所：保健センター）
日程 9月29日（火）、10月29日（木）、11月12日（木）
時間 9:30〜11:30の間で時間予約制
■発達相談：日程は随時で予約制（実施場所：保健センター）
文／田原本町公式キャラクター「タワラモトン」

三宅町では、
保育所における保護者の紙おむつの準備
や廃棄の手間を省き、
子育て負担の軽減を図るために
紙おむつの月額定額サービス「手ぶら登園サービス」
を認定こども園に導入しました。
このサービスは、
新型コロナウイルスをはじめとする
感染症防止対策にもなり、
また保育士の紙おむつの管
理業務の削減にもつながっています。

6月より
『赤ちゃん体操教室』を行っています♪
川西町では、子育て環境の充実に向けて『川西町版ネ
ウボラ』に取り組んでいます。その一環として保護者
も一緒に楽しむ赤ちゃん体操教室を開催していま
す。赤ちゃんと目と目を合わせ、声かけをしながら発
達に応じた体操を楽しみませんか。
対 象：町内に住む歩き始める前の赤ちゃんと
保護者15組程度
日 時：月１回
（スケジュールによる）
10:00〜11:30
場 所：川西町保健センター
問合せ・申込み：
0745-43-1900
（川西町保健センター）
※スケジュールはお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染予防のため、今年度は「新
しい生活様式」に配慮した教室運営を行っていま
す。
ご協力お願いします。
文／川西町保健センター

五條児童館は、
未就園児の子どもたちとその保護者を
対象に、
『ぴよぴよの広場
（0歳児）
『
』バンビの広場
（1歳
児）』
『おたまじゃくしの広場（2歳児）』
『つどいの広場
（異年齢児交流）』を開催しています。つどいの広場で
は、毎週金曜、話し手を迎えて「みんなで楽しむ」おは
なし広場を開催しています。
ペープサートやパネルシ
アター、手袋人形などでお話を楽しみましょう。また
生後３か月以上の赤ちゃん対象に
「心と体を育てるベ
ビーマッサージ」
も開催。
肌と肌が触れ合う
「幸せタイ
ム」
を実感してくださいね。
（月・金）
つどいの広場 （火）
ぴよぴよの広場
（水）
バンビの広場 （木）
おたまじゃくしの広場
※各広場無料です。
場 所： 五條児童館
（月曜日のつどいの広場は
カルム五條で開催しています）
問合せ： 0747-22‐2228
（五條児童館）
文／五條市児童福祉課 五條児童館

田原本町観光PVに登場したミニブタ
「タワラモトン」をモデルに、平成30年3
月に誕生！好きな食べ物は、いちご、お
にぎり、味間イモ。語尾に「トン」がつく
のが特徴です。
「田原本に来てみてトン
♪」

三宅町では、住民の方々がつながり、支
え合い、安心できるまちをめざし、安心
して子育てできる町、子どもたちが伸
びやかに育つ町づくりをすすめていま
す。

文／三宅町健康子ども局

植村 恵美

川西町では、子育てにやさしい町を目
指して、妊娠期での出会いを大切に、出
産・育児での不安や悩みにはチームで
支援していきます♪お気軽にご相談く
ださい。

各広場、保育士が遊びを提供します。大き
なホールで思いっきり体を使った遊びを
楽しんでね。また絵本や玩具がいっぱいあ
るお部屋では好きな遊びを見つけてね。各
広場10時〜11時30分 親子で楽しく昼食
OKです。ゆっくり楽しんでください。

新型コロナウイルス感染拡大予防を願って、
職員で手
作りしたマスクをプレゼントしました。子どもたちが
元気で過ごせるようにという思いで、ひと針ひと針、
丁寧にしあげました。みんなに届くとうれしいです。
笑顔でマスクをつけてくれることを楽しみにしてい
ます。マスク着用！手洗いを正しくしましょうね!!
みくちゃんもがんばっていますよ〜♪
日 時： 7:30〜21:00
場 所： 市民交流センター託児室
「キッズルーム」
（大和高田市片塩町12-5）
対 象： 大和高田市にお住まいの小学校就学前 児童
料 金： 1日最大6時間 満3歳未満500円、
満3歳以上400円/1時間
問合せ： 0745-44-3213
備 考： 利用するにあたっては事前の登録が必要で
す。
里帰りの方も一度ご相談ください。
文／市民交流センター託児室
「キッズ・ルーム」
いろんな知育玩具や設備も揃い、子ど
もたちが安心して過ごせるよう、保育
士が託児を行なっています。休館日を
除く土日祝日や、早朝・夜間にも利用が
できます。急な用事や預ける人がいな
い場合などに、
ぜひご利用ください。

『つどいの広場』
では、
「お話を楽しむ日」
と
「童謡を楽し
む日」があります。市内のおはなし会リスピーさん、わ
らべさん、
いろりさんや童謡クラブ花歌娯さんたちが、
子育て支援センターと磐城校区児童館にそれぞれ毎月
１回、素敵な時間を届けに来てくださいます。親子が
知っている歌も多く、小さい子どもも自然と体を揺ら
し、生の歌声やハーモニカの音色にぐいぐい引き込ま
れます。いろんな刺激が入ってきて、
「 あ〜お話を聞
くって楽しいな」
と大人もホッとリラックスでき、
毎回
楽しみに参加されています。赤ちゃんから家族の方ど
なたでも参加いただけますので、ぜひ皆さんも子ども
と一緒に楽しいひとときを過ごしてみませんか。市内
の當麻図書館、新庄図書館でも毎月１回おはなし会が
あります。小さな赤ちゃんから楽しめる内容もありま
すので、
おでかけのきっかけになればいいですね。
※
「つどいの広場」
は事前予約制となっています。
文／葛城市子育て支援センター 安川 裕美
葛城市子育て支援センターで子育て支
援員の一員として子育て支援に取り組
んでいます。親や子ども同士のつなが
りの輪が広がるように、交流できる場
を提供しています。
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、やっぱり河合で暮らそう
！
そうだ

みあふれる 和のまちづく
り
ほほ笑

びと育てる喜びが実感できるま
ち
育つ喜

子育てしやすいまち
親子の交流や育児相談も充実

令和2年4月から
『母子健康手帳アプリ』スタート！

育児の援助を受けたい方大募集！
『王寺町ファミリー・サポート・センター』

町内には近鉄の駅が3ヵ所あり、さらに高速道路のイ
ンターチェンジもあるなど交通の利便性が高く都市
機能を備えている河合町。
一方、
県内で2番目に大きい
県営の馬見丘陵公園や古墳群もあり、
四季折々の自然
を感じることができ、
子育てしやすい環境が整ってい
ます。地域子育て支援拠点事業『つどいのひろば』で
は、子育て世帯の負担感を支援するため、親子の交流
促進や育児相談などを行っています。

母子健康手帳と一緒に使え、健診や、予防接種の記録
を登録でき、上牧町の手続きや事業などの情報が届き
ます。妊娠期から子どもの成長に合わせたタイミング
で、医師・専門家が監修した信頼できる生活に役立つ
情報も配信します。夫婦でアプリに登録できるため、
パパとお腹の赤ちゃんや、子どもの成長を共有するこ
とができます。お子様との日々の想い出も一緒に記録
できます。大切な時間をかたちにしてみませんか？ア
プリは、QRコードからダウンロードできます。

王寺町では、育児の援助を受けたい人（依頼会員）と、
援助を行いたい人
（提供会員）
を結び、
地域で子育てを
支え合う有償の相互援助事業『王寺町ファミリー・サ
ポート・センター』を4月に開設しました。現在、育児
の援助を受けたい、
依頼会員を募集しています。
対 象： 王寺町在住で生後6ヵ月から小学6年生まで
の子どもを養育している人
利用料： 1時間当たり
平日
（7:00〜8:00）
700円
平日
（8:00〜19:00）
600円
平日
（19:00〜20:00）
700円
休日
（8:00〜19:00）
800円
依頼できること：保育施設や習い事等への送迎
保育施設の時間外の子どもの預かり等
会員登録など詳しくは王寺町子育て支援課子育て支
援係
（0745-73-2001）までお問い合わせください。
文／王寺町 子育て支援課

対 象: 町内在住の就園前の子どもと保護者
日 時: 月〜金曜 9：30〜12：00 13：00〜15：30
飲料のみ持ち込み可 ※新型コロナウイルス
感染拡大予防のため日時に変更あり
申 込: 不要
利用料: 無料
問合せ: 0745-58-2350
文／かがやきの森こども園

子育て支援室

子育て支援室では、子育ての不安や悩
みを解消するために、専任の職員を配
置し、育児の相談や情報交換できる場
を提供しています。

〈問合せ先〉
上牧町子育て世代包括支援センター
日 時：平日8:30〜17:15
場 所：上牧町保健福祉センター内④番窓口
電 話：0745-79-2020
文／上牧町子育て世代包括支援センター（生き活き対策課）
上牧町では、
一般不妊・不育治療を受けて
いる夫婦に経済的負担の軽減を図るため
に、
治療費の助成を行っています。
詳しく
はホームページをご覧いただくか、生き
活き対策課へお問い合わせください。

王寺町では、地域や社会全体で子ども
の成長や子育てを支え、王寺町で育つ
子ども、王寺町で子育てする保護者の
いずれもが喜びを実感できるまちづく
りを進めます。

田舎暮らしのできる町
便利な

「感じ」「知り」「守り」「育てる
」
明日香を
でも、だれでも”子育て支
こ
ど
も、
援できる
“いつで

ふれる 夢あるまち たかと
り
笑顔あ

お子さまとママの相談の日
『すくすく相談』

イベントいっぱいの教室で
友達とふれあおう！

お誕生のお祝いに
積み木をプレゼント！

発育を確認したいとき、
心配なことがあるときなどお
気軽にご相談ください。
また、
離乳食の進め方や、
ミル
クの量などの栄養相談も受け付けています。

『らっこ教室』、
『くまさんといっしょくらぶ』は、同い
年の子どもをもつ親子が季節の行事や昔ながらの遊
びなど、いろいろなことを経験しながら、お友達とふ
れあい、交流できる教室です。小さな頃から色んなお
友達とふれあえるので、社交性が身につき、幼稚園で
のお友達づくりの準備にも役立っています。
11月のらっこ教室は、離乳食作りを予定しています。
くまさんといっしょくらぶは、おいも掘りに出かけ、
親子で一緒にたくさんお芋を掘っていただきます。
他にも秋を満喫していただくことのできるイベント
をたくさん実施しています。
（2020年対象者）
■らっこ教室
2019.4.2〜生まれのお子さんとその保護者
■くまさんといっしょくらぶ
未就学のお子さんとその保護者
文／明日香村子育て世代包括支援センター

高取町では、
お子さまのお誕生のお祝いとして奈良の
木で作った積み木をプレゼントしています。
今回プレゼントした遥久くん
（9か月）
もとても喜んで
くれました。
木のおもちゃは、子どもの五感に働きかけ、心と体を
育てます。
お子さまたちが奈良の木のようにすくすく成長され
ますことを願っています。

日 時：個別日程で対応しています
場 所：大淀町保健センター
（大淀町役場3階）
対 象：町内在住の方
問合せ：0747-52-5501
（町保健センター）
※対応できるスタッフが不在の場合もあり
ますので、前もってお電話などで連絡して
ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、事業
を中止している場合があります。詳しく
は、町保健センターまで問い合わせてくだ
さい。
文／大淀町 健康増進課
大淀町では、みなさんが笑顔で育児が
できるよう支援しています。お子さん
との生活のなかで、心配なこと、嬉し
かったことなど何でも聞かせてくださ
いね。
よどりちゃん

明日香村の子育てをサポートします。
お気軽にお声掛けください。
住所：高市郡明日香村立部745
（明日香村健康福祉センター内）
TEL ：0744-54-5550
HP ：https://asukamura.jp/

文／福祉課

奥田 朋佳

子育てについて、
どんなことでもご相談ください。
高取町役場 福祉課
TEL.0744-52-3334
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撮影のご予約は
こちらから▶▶▶

TAKE FREE!!

