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mama News／プレゼント
奈良をもっと子育てしやすい街へ！

街の子育てTOPIC

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11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。
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奥大和 をめぐる
mamaTRIP

地元食材をふんだんに
使った曽爾料理を堪能
たわ

そに木霊リゾート〜垰
垰レストランでは、地元の食材を使った手作りのおばんざい

と、かまどで炊いたごはんの心温まるランチが提供されてい

壁や天井は漆喰仕上げ。ベッド
はテンピュールなので心地よい
眠りが期待できる。

宿泊者には朝、晩御飯ともに提供が可能なので、宿を拠点に曽爾村を丸1日楽しむことができそう。

リノベーションされた古民家空
間でいただく人気のかまどごは
ん。昔ながらの風景と一緒に食
を楽しんで。

曽爾で遊ぶ

こちらでは三輪バギーもレンタ
ル可能。子どもと一緒にバギー
に乗って曽爾 村を巡るのも楽
しそう。

贅沢な時間

☎080-1503-5401／曽爾村太良路６６４
レストラン営業時間：11：00〜15：00（L.O.14：00） 定休日：水曜日

友達と気兼ねなく楽しめる県内旅

りとした時間が楽しめる。

行 で ︑知 っ て そ う で ︑ま だ ま だ 知 ら

多世代での利用もしやすい。宿泊も可能なので、曽爾のゆった

ない奈良の魅力を再発見︒奥大和の

景色や時間に身を委ねて楽しんで︒

る。古民家を改装した落ち着く店内は畳席、テーブル席があり

たちがレポートします。

私

いこまち宣伝部
市公式SNS「good cycle

ikoma」で、生駒の多様な

ワークショップも体験できる
本格的なシェアキッチン

曽爾高原

そにのわの台所「katte」

魅力を発見・発信している
生駒の市民ＰＲチーム。

温泉もある身も心も癒される
高原リゾート

いこまち宣伝部の
活動はこちら
「good cycle ikoma 」

奈良県の東北端に位置し、その自然美が特徴的な曽爾村。中でも曽爾高

農産物加工場をリノベーションし、村の人たちが気軽に

集い、特産品をいかした商品開発などができる本格シェ

原は壮大な大自然が満喫できる。遊歩道は整備されており、休憩できるテー

を購入できる。毎週水曜日には「そにのわマルシェ」も開

季節によって表情が変わるので何度でも訪れたい場所のひとつ。

ブルやベンチ、芝生のスペースもあるので子連れでも高原散策が楽しめる。

アキッチン。物販コーナーも併設されていて完成した商品

日帰り 曽爾遊び

催され、地産のお野菜やパン、お菓子などが販売され、村
の人と移住者との交流の場としても活用されている。

見晴らしのいい曽爾高原をはじめ、

☎0745-88-9824／曽爾村今井４６６
営業時間/定休日はinstagramでご確認ください
※WSの内容は季節によって変更

屏風岩など壮大な自然が迎えてく
れる曽爾村。ここならではの体験を
感じてみて。

いこまち宣伝部 3期生

中垣 & 高橋

曽 爾 村 の 名 産 である 柚 子 を
使った商品企画を行う曽爾高
原ゆず生産組合「たわわ」が開
催しているWS。この日は青柚
子を収穫し、
柚子胡椒を作成。

曽爾の
お土産に

おやつに♪

疲れをいやす♪

お亀の湯

お米 の館

内装デザイン、マネージメ
ントに携わる山本さん。4
年前に陶芸家のご主人と
曽爾村に移住。おすすめス
ポットなども教えてくれる。

家族でも楽しめる
曽爾村のキースポット

SONI GATE 山粕宿
2020年7月にオープンしたゲストハウス。2段ベットが並

曽爾村で収穫したお米を使って作った
米粉パンの販売と、
パン作りの体験がで
きる施設。

曽爾村の特産品のひとつである柚子を使った商品の数々。そに
のわの台所「katte」でも購入できる。曽爾村には他にも、ここならで
はのお土産もたくさんあるので、お気に入りの逸品を探してみて。

☎0745-98-2615／曽爾村太良路830
営業時間：11：00〜21：00
（最終受付20：00）
冬季期間
（12/1〜3/31）
は11：00〜20：30
（最終受付19：30）
定休日：水曜日、
1/15〜3/31
（施設改修のため休館）

☎0745-96-2888／曽爾村太良路839
営業時間：10:30〜15：30
（売り切れ次第終了）
定休日：水曜日、
1/15〜3/31
（施設改修のため休館）

☎0745-88-9824／曽爾村今井466

営業時間/定休日はinstagramでご確認ください

生駒市出発

10：00

SONIGATE

11：00

曽爾高原

12：00

そに木霊リゾート/垰レストラン

13：30

そにのわの台所
「katte」

16：00

お亀の湯

18：30

生駒市到着

散策

ぶ室内は一つ一つが基地のようで子どもが喜ぶこと間違い

なし。子どもと添い寝ができるダブルサイズの2段ベッドも
嬉しい。キッチンを利用して料理や、リビングのスクリーン

美人の湯として定評のある温泉は美容
液に浸かっているようなとろみがありツ
ルツルになります。

08：30

で映画鑑賞、それぞれの楽しみ方を満喫して。
※コロナの影響で現在は1日1組の貸切で利用可能。

☎0745-88-9490／曽爾村山粕1145-2
チェックイン：14:00〜16:00／チェックアウト：〜10:00

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11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がございます。お出かけの際は事前にHPな
どをご確認ください。

身体の中に

熱を出すのは

最も 多 く 免 疫 細胞がある場所は？

身 体 か ら の「 S O S 」！

それは腸です。
免疫細胞の60-70％が腸にあります。

き回れてしまい、周囲の人にうつしてしまうの

存しています。善玉菌は悪玉菌の増殖や侵入を防いで感染

で、熱は身体を休めてねという免疫からのメッ

を予防したり、有害な物質を体外へ排出する手助けをして

セージでもあるのです。

がやっつけます。
さらに善玉菌の出す物質は免疫細胞に良
い影響を与えることが分かってきています。

「敵が来たぞ、戦えー！」
「敵が強いので応援求む」
と免疫

私たちが食事をするのは、
いわば腸内細菌にエサを与え

細胞同士が、
サイトカインというタンパク質をとおして常に

ているようなもの。良いエサを与えたら善玉菌が元気にな

情報交換し、
ウイルスや細菌と戦っています。
そのため、発

りますが、添加物や偏った食事では元気がなくなり、悪玉

熱したからといって安易に解熱剤を使わないほうが良いで

菌が増えてしまいます。元気な善玉菌を作ることは健康に

すが、体温が39℃や40℃を超えてくると、逆に体力を消耗

もつながります。
つまり、食生活はとても大事。免疫にも深く

しすぎて戦えないため、
その場合は使用したほうが良いで

関係しているのです。

しょう。

病 気 に 負 け な い身体のために、
免疫を強くするには？

アレルギーって何？

一番大切なのは常日頃からの規則正しい生活

免疫の暴走です。免疫が身体にとって敵か味方

です。早寝早起き、栄養のあるバランスの良い

かを見極めるのに、誤って敵とみなしてしまい

食事を摂る、ストレスを溜めない。そして、笑う

過剰反応してしまうことです。

ことも大事。
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栄養や食事には気を付けているのに、子どもが夜遅くま

埃や花粉を敵とみなして鼻水やクシャミなど身体が反応

で起きていると、バランスが良いとは言えません。逆のこと

する。
また、小麦、卵、乳製品など食べたものを敵とみなし

をしていますよね。規則正しい生活、好き嫌いせずバランス

て、皮膚が赤くなったり痒くなったりする。
それはすべて免

の良い食事により、免疫の機能が効果的に働きます。色々

疫の過剰反応なのです。

な種類がある免疫細胞にはバランスが重要です。
そのバラ

妊婦さんはアレルギーの原因となる食べ物を避けたほう

ンスが崩れると身体にダメージをきたします。免疫細胞そ

が良いという説もありましたが、研究結果から小麦や乳製

れぞれが的確に役割を果たしながら、
ワンチームでウイル

品など特定の食物を避けることは推奨されていません。
ま

スや細菌と戦えることが大切です。

た、離乳食でもアレルギーの原因となる食物を避ける傾向

免疫は身体のために戦いますが、情報を間違うと自分の

がありますが、免疫細胞が適切に無害か有害かを判断でき

体に悪影響が及びます。例えば、
アレルギー以外にも関節

るようになるためには、小さい頃から摂取してしっかり身体

の細胞を敵とみなして攻撃するのが関節リウマチ。一方、細

に敵ではないと認識させることも重要です
（ただし、食物ア

胞を新しく作るときにミスが起こり、そのミスでできてし

レルギーの妊婦さん・お子さんは、主治医の先生の指示に

まったがん細胞を免疫が見逃してしまうと
「がん」
になって

従って食事を進めてください）
。

しまう。
ストレスは免疫力を低下させ、
がんの原因とも言わ

アレルギー性疾患は先進国、特に都市部に多いと言われ

れています。間違った免疫の反応や免疫力の低下から病気

ており、
日本も右肩上がりに増えています。生活様式の変化

になるのです。一方、笑いは免疫力を高めることが分かって

や、
ウイルス・細菌と触れる機会の減少による免疫の鍛錬

きています。
つまり、免疫に敵と味方の情報を正しく認識さ

不足も原因の一つでは？と考えられています。生後から動

せて効果的に働いてもらうためには、我々は規則正しく、
ス

物たちが常にいる環境で育った子どもたちの方がアレル

トレスを溜めない生活を軸に、
バランスの良い食事を摂るこ

ギーが少ないという報告もあり、
アレルギーは遺伝的なも

とが大切です。

のよりも環境的な要因が大きいと考えられています。

教えてくれたのは
奈良県立医科大学 免疫学講座
伊藤利洋 教授

1974 年生まれ。自身が中学生の頃にア
トピー性皮膚炎に悩まされ、病院を転々
としていく中で、出会った主治医に「ア
レルギーや免疫のことは分からない事ば
かり。医学部で免疫を勉強し、アトピー
性皮膚炎の辛さを知る体験者として患者
さんを助けることができる医師を目指し
てはどうか」と言われたことがきっかけ
で、医学部を目指す。現在、大学にて免
疫学の教育ならびに研究を行っている。

局所
免疫
口、鼻、肺、腸、皮膚など外界と接触するところにある免疫
が局所免疫です。粘液の中にさまざまな抗菌物質があり、
まずそこに付着したウイルスや細菌を体の外に出します。
（例えば、鼻に入ると鼻水、肺に入ると痰、
おなかに入ると
下痢という形で、
局所免疫はウイルスや菌を身体から外に
出そうとする。）

自然
免疫
ウイルスや細菌が体内に侵入すると、真っ先に特攻隊とし

て駆けつけるのが、血液中の白血球（免疫細胞）
のうち自
然免疫を担当する好中球やマクロファージたち。戦いなが
ら、敵（ウイルス・細菌）
の情報を獲得免疫の司令塔である
ヘルパーT細胞にも伝えます。

そもそも免疫って何？
私たちの身体は常日頃、ウイルスや細菌にさらされている状態です。
ウイルスや細菌といった敵から自分の身体を守り、
身体の中に入って
きたら病気にかからないように戦って防御する。それが
「免疫」の基本
で、
動物にも植物にも免疫は存在します。
まだまだ分からないことが多い免疫ですが、病気にかからないように、
また、病
気にかかってもすぐに治すために私たちの身体に無くてはならないものです。
私たちの身体にある免疫の主人公は、血液中の白血球たち
（免疫細胞：下図）

で、
身体の中を駆け巡りパトロールしています。

自然免疫
好中球

獲得
免疫
獲得免疫の白血球（免疫細胞）
は一度病気にかかると、敵
の情報を記憶します。
そして、同じウイルスや細菌が体内
に入ると、素早く対抗できる免疫（抗体）などで効果的に
ウイルスと細菌をやっつけます。
その特性を生かしたのが
ワクチンです。弱毒・無毒化したウイルスや細菌成分を注
射して、免疫に記憶させ、生体内に入ってきたらすぐに抗
体などで対応できるのです。
自然免疫と獲得免疫の白血球（免疫細胞）
は、
それぞ
れの専門性を活かしてワンチームとして敵と戦います。
誰が欠けてもいけないのです。

?!

免疫学の先生に聞く！

張って戦っている証。また、身体が元気だと動

﹁ 免 疫 ﹂と は ナ ニ モ ノ

負けないように、免疫細胞がいつも以上に頑

その中にたくさんの腸内細菌が居て、善玉菌と悪玉菌が共

います。一方、悪玉菌が腸の細胞に侵入してくると免疫細胞

第一人者、奈良県立医科大学 伊藤教授に教え
てもらいました！

感染症の時に熱が出るのはウイルスや細菌に

病気に負けないためには？
身体の防御力を高める
〝免疫〟を知る︒

腸の中では腸液という抗菌物質を含む川が流れており、

「柿渋 ( 柿タンニン ) が新型コロナウイルス
の不活性化に効果あり！」で話題の免疫学の

病原体の侵入を真っ先に認識し、
病原体を食べて殺菌する

獲得免疫

Neu

キラーT細胞

マクロファージ

Mac

樹状細胞

DC

病原体などの異物を捉えて殺し、
異物の情報を見つけ出す

ヘルパーT細胞に病原体の
情報を知らせる伝達役

NK細胞

アレルギー
寄生虫退治が本職だが、
反応を引き起こす

ヘルパーT細胞
キラーT細胞やB細胞などへ
病原体の情報や対策などを
指示する司令塔

Th

NK

がん細胞やウイルス感染細胞を
見つけ次第殺す

好酸球

Tc

B
Eo

ヘルパーT細胞の司令を
受け、ウイルス感染細胞
やがん細胞を殺す

B細胞

病原体などの異物の動きを
封じる「抗体」を作り出し、
異物を駆除する

※本イラストはあくまでイメージです
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玉ねぎなどは根っこに栄養がある
ため、芯や茎も切り取らず使う。

栄養のある皮はむかず、そのまま
食べる。ごぼうも土を落とすだけ。
人参も皮ごと食べよう。
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KECゼミナール・
学習塾
KEC志学館ゼミナール

県内全域

0歳から大人までが楽しく学べる！
ネイティブ講師が鍛える実英会話力

小学校生活のスタートを
｢KECの入学準備講座｣がサポート！

貸し教室でのプライベートレッスンを行ってきたカナダ人ジェイソン先生が広陵町にス
クールをOPEN。発音やイントネーション強化はもちろん、
テキストには載っていないネイ

育てるKECゼミナール・KEC志学館ゼミナール。
こちらで毎年人気を

ティブ流表現を伝授。ベビーから大人の方まで本当に話せる英会話を一緒に学べる。日

集めている
「KECの入学準備講座」
が、
今年度も開講され好評を得て

本人スタッフのサポートもあり、初心者にも丁寧に指導してくれる。12月15日より無料体
「こくごさんすう」は、アニメーションを利用し、時計の読み方や数字の書き方、問題の

かれるもの。教室の様子を参観できて、
さらに授業の終わりには、保護
者さまが抱く不安 を和らげるための情報提供も。お子さまにとってもマ
ことで、英語が好きな気持ちを育む。※写真は

バスケット
ボール教室

0743-55-1915
0774-75-1300
0744-46-0285
0745-79-2855
0745-34-2237

＊グループレッスン

（第 1ターム）

＊プライベートレッスン（50 分）

あります。また、授業後には各講座のポイント説明も行います。

20,000 円〜/ 月

※感染症対策のため、教室により、参観・保護者説明を実施
しない場合がございます。

神宮教室
八木教室
高田教室

＊英会話カフェ（フリートーク）

information!

入学準備講座 インスタグラム始めました！
「kec̲nyugakujumbi」
で検索！
期間限定で入学準備講座の様子やお友達紹介特典、講
演会のお知らせなど、
お得な情報も配信予定。

0744-28-5055
0744-21-8400
0745-53-8181

詳細・お申し込みは
コチラ

1,000 円 /1 時間

※全て税別

coupon!
北葛城郡広陵町馬見中２丁目２−９
9:00〜21:00
休 日･月曜
P 敷地内駐車場有（5 台）
HP http://www.mapletownenglish.com
備 LINE アカウントでも
情報配信中

受付時間（全教室共通）／
平日13:30〜21:00、日曜 11:00〜18:00
HP／https://www.kec.gr.jp/seminar/

バンビシャス奈良

英会話
教室

フープ

hoooop

新しく始まる英語教育も安心

プロのノウハウを活かしたカリキュラムを基に、長期的な視点を持っ

2020年からの教育改革に伴い、
ますます注目が集まる英語教育。新

て指導し、
「バスケットボールが大好きな選手」の育成を目指すバスケ

しい試みに
「授業についていけるか心配」
という人も、
『 hoooop』
では年

スクールでは、幼児期から基礎的な運動能力を身につけ、選手まで目

齢に合わせた少人数クラス制に加え、
テキストの他に歌やゲームなど遊

な練習ができる。

「踊るのが楽しい！」
「応援するのが楽しい！」
という

バ ン ビ シャス 奈 良 の 強 み

月謝5,000円（税別）
キッズクラス（4〜6 歳）／ジュニアクラス（小 1〜3 年生）／ステップクラス（小 4〜6 年生）
月曜：生駒校、斑鳩校／火曜：橿原校、近大附属・あやめ池校、北大和校、五條校／
水曜：奈良校、鴻ノ池校、三宅校／木曜：大和郡山校、天理校／金曜：葛城校

＊チアダンススクール

月謝6,000円（税別）
5歳〜小6年生 ※中1〜のクラスもあり
スクールの
月曜：生駒校、大和西大寺校／火曜：真美ケ丘校、田原本校／
詳しい
内容はコチラ
水曜：橿原神宮前校／木曜：近鉄奈良校
バスケット

斑鳩校（斑鳩町中央体育館）

生駒郡斑鳩町龍田南 1-1-61

Information

両スクールとも
無料見学・体験
随時受付中!!

有 資 格 者が 丁 寧 に指 導！
指導者の多くは有資格者で、子どもたちの年代・レベル
に合わせた指導をしている。バスケスクールでは、プロの
選手が指導に来ることもあるので、子どもたちは大喜び。

橿原校（ジェイテクトアリーナ奈良） 近大附属･あやめ池校（近畿大学附属小） 北大和校（北大和体育館）
橿原市畝傍町 53

奈良市あやめ池北 1-33-3

生駒市北大和 3-5077

五條校（上野公園総合体育館）
五條市上野町 246

奈良校（南部生涯スポーツセンター） 鴻ノ池校（ならでん第二アリーナ） 三宅校（三宅町立三宅町体育館） 天理校（天理市立総合体育館） 大和郡山校（大和郡山市総合公園） 葛城校（葛城市民体育館）
奈良市杏町 467-1

奈良市法蓮佐保山 4-1-3

磯城郡三宅町伴堂 1046-1

天理市西長柄町 595

大和郡山市矢田山町 2

葛城市南藤井 17

チア

生駒校（生駒南第二小学校） 大和西大寺校（スタジオティンクバレエ） 真美ヶ丘校（エコール・マミ南館マミホール） 田原本校（田原本町民ホール） 橿原神宮前校（グランスクエア） 近鉄奈良校（スタジオ 52）
生駒市小平尾町 927

奈良市佐紀町 1 ヴァンクール城田ビル3F

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・

み。
さらに、教室に来られない人に向けたオンライン授業や英検Jr.の取

話す力が UP！

香芝市真美ヶ丘 6-10

お問い合わせ 奈良市餅飯殿町 5 奈良もちいどのビル2 階

磯城郡田原本町 890-1

テキスト以外にゲームやクイズなど遊びを通して

生のママの8割以上から
「通わせてよかった」
と高い評価を得ている。

気持ちで練習することが上達への近道。

＊バスケットボールスクール

生駒市門前町 9-20

びを通して英語に慣れ親しむことでより生きた英語が習得できるのが強

得サポートなど、体制も万全。
その確かな指導力とフォロー体制で、卒業

ゲームや地域イベントに出演して、奈良を盛り上げる活動を行いなが
ら
「奈良のチアリーダー」
を目指すことができるよ！

生駒校（生駒市民体育館）

合言葉は「ぱーぷるmama見たよ」！

「わからない」から始めよう！

おもしろさ・楽しさを発見しよう！

コーチがわかりやすく指導。基礎練習はもちろん、ボールや道具を使った様々

coupon利用なら、

※他サービス併用不可
【有効期限 /'20.11.20〜'21.1.30】

確かな指導力とフォロー体制で

指すことができる。
また年齢の特性に応じたレッスンで、
ダンスの基礎

ぱーぷるmamaオススメのスクールをご紹介。

（※大人の方は他のものになります）

バスケットボール・チアダンスの

とチアの精神を学べるチアスクールでは、バンビシャス奈良のホーム

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、
12月の体験レッスン会お申込み後、入会で
①入会金10,000円が無料
②スクールバッグプレゼント

無料体験予約&
お問い合わせ

県内

vol.32 2020 Winter

（50分、3歳〜大人）
8,000 円 / 月

ます小学生！お子さまの頑張る様子をご覧いただく参観の機会も

［こくごさんすう］アニメーションとオリジナルテキストの連動で、読解力と図形脳を育成する「玉井式国語的算数教室」を使用。
入学前に、手をあげて自分の考えを発表したり、先生や友達の話をしっかり聞いたりするような授業の受け方も練習し、一足早
い「1 年生」を体験できる。
［こどもえいご］日本人でバイリンガルの先生による、オールイングリッシュで楽しいレッスン。ベネッセコーポレーションが
作成した教材を使用し、
「聞く･話す･読む･書く」力をバランスよく伸ばし、学校での授業にも積極的に参加できる自信を養う。
※第 1 タームは現在開講中！（2021 年 1 月まで全 6 回）、第 2 タームは 2021 年 2 月〜3 月（全 4 回）1 回の授業は 60 分、日
程は教室によって異なる。※「入学準備講座」は、各教室 6〜8 名の定員制。※高田教室のみ「こどもえいご」は未開講。た
だし、近隣の教室で受講可能。

郡山教室
木津南教室
桜井教室
五位堂教室
王寺教室

（40分、親子レッスン）
6,000 円 / 月

各講座は少人数で行います。毎回「宿題」
も出て、気分はます

＊「入学準備講座」の授業内容

0743-74-0085
0742-45-6484
0742-35-8300
0742-71-3586
0742-27-3780

＊ベビー

最大 4 回レッスン料無料！

「こどもえいご」の授業風景。楽しみながら学ぶ
昨年以前に撮影されたものです。

生駒教室
学園前教室
西大寺教室
高の原教室
奈良教室

験レッスンを開催。体験予約やお問い合わせはWEBまでお気軽に！

音読など入学前に最適な学習を行い、お子さまの学習への集中と興味関心を育む。

マ・パパにとっても、
この講座は実りある時間になること間違いなしだ。

好き を
あ
見つけて げよう

広陵町

「人間大事の教育」
で、子どもたちの10年・20年先にも続く自信を

いる。
この講座は、
小学校入学を来春に控えるお子さまを対象として開
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メープルタウンイングリッシュ

英会話 Maple Town English
教室
070-1495-4617

橿原市久米町 589-1 JOY 橿原ビル1F

TEL.0742-20-1800 HP https://bambitious.jp/

奈良市東城町 52 やまむらビル

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

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!

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 /'20.11.20〜'21.2.19】

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204
10:00〜21:00

スクールカレンダーによる

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

https://hoooop.jp/

韓国語の大人クラス有
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23
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完成見学会
11/28

Sat.▶

29

Sun.

1 0 : 00 ▶ 1 7: 00

敷地面積：180.61 ㎡（54.63 坪）
建物延床面積：96.05 ㎡（29.05 坪）

奈良市法 蓮 町
1950 - 2

建築確認番号：
第 20 確認建築財なら中 0554 号

駐車場有

30 坪 1,450 万円（税込）※土地代は含まない

それが 3 STAGE です。
株式会社 キノシタ
〒630-8451 奈良市北之庄町 41-2

0120-93-2314

建設業許可番号：奈良県知事許可 ( 般 -30) 第 14927 号

ラポホーム
h ttp : / / www. r a p oh ome . j p/

宅地建物取引業者免許番号：奈良県知事（3）第 3954 号

奈良で活躍するママ・パパ vol.7

VINTAGE GARDEN

平島由美子 さん

1984年、千葉県生まれ。店舗デザインを勉強し、東京でBallyの店舗プロデューサーと
して活躍。結婚を機に奈良へ移住し、ネット販売のセレクトショップ『VINTAGE
GARDEN』
を立ち上げ、夫の光明さんと二人三脚で、実店舗の
『VINTAGE GARDEN
WAREHOUSE』
を2020年8月にOPEN。2017年、奈良県の女性起業支援の認定をも
らい起業。

奈良の良いモノを上手くPRして、若い人にも手に取って欲しい。

ウェアハウス
ガーデン
ヴィンテージ

工務店を営んでいた夫の光明さん︒そ

﹁この人なら﹂
と見つけたのが︑奈良で

みの家具を作れる人を探していて︑

デュースをしていた平島さん︒自分好

東京で有名ブランドの店舗プロ

そうするうちに
﹁店舗はないの？﹂
と聞

をプロデュースし︑光明さんが施工︒

間の什器や装飾など︑すべての世界観

子を背負い運営しながら︑イベント空

や相談が舞い込んだ︒まだ小さい第２

平島さんのセンスに︑イベントの依頼

の洗剤︑ハンドメイド作家を取り扱う

ショップ
﹃ VINTAGE GARDEN
﹄
を立ち
上げた︒
ヴィンテージの家具や無添加

ノを置いています﹂
と平島さん︒

ることで心が豊かになったりするモ

なモノは売ってないんです︒それがあ

などが並ぶ︒
﹁生きるのに絶対に必要

オやカフェもあり︑家具や雑貨︑植物

ら作られた店内には︑レンタルスタジ

がら二人で改装し︑この８月に OPEN
を迎えた︒元々あった木を生かしなが

東京から奈良へ
無いなら自分でするしかない

の出会いから結婚となり奈良へ︒
﹁慣

かれることが多くなったという︒

店舗プロデュースの
依頼がひっきりなし
多忙な毎日に思うやりがい

くに場所を見つけ︑お店を構えること

去 年 の９ 月 に 鴻 ノ 池 球 場 の ほ ど 近

に残ることが嬉しい﹂
︒時には︑寝る

案したことが形になって︑人の思い出

ロデュースの依頼が来る︒
﹁考えて提

ホテルや外車ディーラーから店舗プ

平島さんのセンスを買われて︑有名

を決めた︒奈良漬の会社が持っていた

﹁ココだ！﹂と即決︑
緑に囲まれた空き倉庫

れない土地での暮らしや子育てで︑最
初は毎日泣いていた﹂
という︒買い物
をしようにも自分の欲しいものが量

奈良には無いモノを集めてみようと

古い倉庫で︑樽や荷物がたんまりと置

間を惜しんで仕事をすることも︒知り

販店にはない︒環境の違いにストレス

から大人まで︑すべての人々の
﹁ BABY
ラ イ フ ス タ イ ル に 幸 せ を プ ラ ス ﹂を

いてあった︒友人達の手伝いもありな

を感じた︒じゃあ自分が欲しいもの︑

コンセプトにネット販売のセレクト

合いに手伝ってもらったり︑祖母や友
人が子どもたちを預かってくれたり
と︑周りに助けてもらっているおかげ
だという︒子どもたちを︑プロデュー
スした店に連れていくと﹁すごい！﹂
と喜び︑手伝いも一生懸命してくれ
る︒忙しくてもやりたいことはやらせ
てあげて︑嬉しいことは一緒に喜び褒
める︒
﹁楽しそうに保育園に行く姿を
見て︑子どもには子どもの世界があっ
て︑それを楽しんでいる︒だから︑私
たち二人とも忙しくても子どもたち
が 可 哀 想 と 思 う の は 止 め よ う と ﹂︒
そんな平島さんの今後の夢は︑
﹁奈良
には良いモノが沢山ある︒パッケージ
を変えるだけで変わるモノもある︒そ
﹄を通して
れを﹃ VINTAGE GARDEN
プロデュースしながら全国へ広めて
いけたら﹂
と語ってくれた︒

27

VINTAGE GARDEN WAREHOUSE
奈良市法蓮佐保山 1-12-2
☎0742-42-9996
営業時間：10：30〜17：00
水・日曜、祝日休

今までの奈良には無かった気になるお店は、
心が豊かになる暮らしが見つかる場所

奈良

京都
【LIVING & DINING】

是非、
ご見学
くだ
さい
！

花鳥風月
やまとの家

花鳥風月やま
奈良二名モデル
との家

キッチ ン に は クリ
ナップを使用。家事
導 線 を 支 えてくれ
る強い味方です。
リ
クシルシリーズから
も選べます。

奈良・京都で分譲物件を紹介している「やまと
不動産」です。今回は、自社オリジナルブラン
ド「花鳥風月やまとの家」をご紹介。こちらは
モデルハウスとして、実際にご覧いただくこ
ともできるので、是非お問い合わせください。

ﾎｰﾙ

吹き抜けのあるリビングは、
キッチン・和 室ともひとつに
なった広々スペース。家族が
寛げる場所、家族が集まる場
所として、活用いただけます。

【BEDROOM】

1F

【ENTRANCE & SANITARY】
ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
ｸﾛｰｾﾞｯﾄ

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ

2F

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

人気の大空間収納。ウォークインク
ローゼットとしてもご利用いただけま
すが、将来的に個室としても活用が可
能です。
テレワークにも使えるかも。
花鳥風月やまとの家は家族みんなが
満 足 の いく生 活 導 線とハイスペック
設備を標準仕様としています！

所

奈良市右京区3丁目11-7
※火･水曜定休

や
ま と不 動 産 が 手 掛 け る

﹁花鳥風月 やまとの家﹂

り添った仕様が特徴︒マイホー

は住む人のライフスタイルに寄

ムの理想を実現するための設備

の中からぴったりの設備を選ぶ

ことができます︒

キッチンやバスルーム︑建具

それぞれのデザインやカラーリ

ング︑
サイズなど︒
セミオーダー

でありながらも自由に選ぶこと

ができるので︑家族にとって
﹁愛

着のある﹂家に︒

生駒市辻町に新たな分譲物件販売予定！
！
詳細はHPで。

やまと不動産では︑モデルハ

※スムーズなご案内のためご来社の際は、事前のご予約をお願いします。

https://www.yamatogroup.net/

ウスの見学や奈良・京都にある

所

HPは
こちらから

１００区画を超える分譲物件の

630-8115 奈良市大宮町1-6-21
有り 営業時間 9：00〜19：00
休 業 日 火･水曜休 お問い合わせ 0742−36−1123
住

駐車場

HOT NEWS！

ご 紹 介 が 可 能 で す︒
﹁こ れ か ら

株式会社やまと不動産

家 づ く り を 考 え たい︒
﹂方 は 是

吹き抜 けにつ な がる
小窓からは、1Fにいる
家族の声が届きます。

住

お問い合わせ 0742-36-1123

※見学は要予約

非一度︑
﹁やまと不動産﹂にご相

土間収納から直
接 、洗 面 ス ペ ー
スへ移動できる
導線は汚れ対策
だ け で なく、コ
ロナ対策にも。

談ください︒

大きな玄関収納
で雨具や季節の
も の もまとめ て
保 管できるの は
嬉しい。

住みたい場所から家づくりの相談もできる。
奈良・京都エリアの分譲地情報も多数あり。現地の見学も可能！

スタッフ一同
おまちして
おります。

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！

子育てセミナー

コーチング
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

女性の

奈良をもっと

活躍を応援します！

子育てしやすい街へ

vol.32 2020 Winter

FOREST

コーチングカフェ いとや

子育て＆マネーお勉強会！

心に栄養を！英国式トランスフォームコーチング

街の子育て
働きたいママを応援！
個別就職相談会に参加しませんか？

対 象：0歳〜就学前
日 時：親子参加：毎週火・金曜
預かり ：毎週月・木曜
詳しくはHPをご覧ください→

文／大和郡山市 こども福祉課

文／市民活動推進センターららポート

充実した妊娠・出産・子育てライフを切
れ目なく支援するため「子育て応援ナ
ビ」を設け、情報提供しています。大和
郡山市公式ホームページトップの「子
育て応援ナビ」バナーをクリックして
ください。

市民の公益活動の推進に向けて、ボラ
ンティア活動の相談や講座の開催、登
録団体制度の運用など各種事業を実
施。登録ボランティア団体では子育て
関連の団体も多数活躍しています。

阪本 穂高

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。

相談件数２０００ 世帯以

0歳から中学生（中学校を卒業する3月末まで）のお子
様が健康保険証を使って医療機関にかかった時の自己
負担額※から一部負担金を控除した額を助成します。
■一部負担金
【未就学児
（現物給付）
】
入院：1医療機関につき月1,000円
（14日未満は500円）
外来：1医療機関につき月500円
（調剤薬局は一部負担金なし）
【小学生・中学生】
入院：1医療機関につき月1,000円
（14日未満は500円）
外来：1医療機関につき月1,000円
（調剤薬局は一部負担金なし）
※保険適用の費用が対象です。
問合せ：保険医療課
（0744-47-2640）
文／さららちゃん
（橿原市観光PRキャラクター）

によるお勉強会が開

自由に森を駆け回る子どもたちを見守りながら、
矢田
山で共同保育をしている「青空保育あひるの森」。0歳
から就学前までの子どもとお母さんたちが1つの家族
のように触れ合います。
保育資格を持つ子育てアドバ
イザーが、
一人ひとりの親と子に合った方法でサポー
トを行い、
みんなで共に考え学びあえる場を作ってい
るのが特徴です。
6月から活動を再開し、
子育てが楽に
なるためのお話し会や森での体験会も随時開催。
子ど
もたちとの 今 をもっと楽しもう。

F
P

上の実績を誇る子育て診断

■三の丸広場／中央公民館
（三の丸会館）
2階
多目的ホール
日 時：月・火・木曜 10：00〜15：30
問合せ：0743-53-3020（事前にご予約ください）
■つつい広場／南井町児童館
日 時：月〜金曜
（8月は休み） 10：00〜15：30
問合せ：090-5672-6375
（事前にご予約ください）
■かたぎり広場／片桐地区公民館 和室
日 時：木・金曜 10：00〜15：30
■郡高広場／県立郡山高校 校友会館2階
日 時：水曜 10：30〜13：30
■ととランド／平和地区公民館 会議室
日 時：日曜 10：00〜15：00
※新型コロナウイルス感染防止のため、入場組数に
上限を設けています。

士・

子ども医療費助成を
おこなっています！

催決定！カフェでゆったり

“コドモはいきるオトナがそだつ”
「青空保育あひるの森」

ランチを楽しみながら︑子

親子たんとん広場・
ととランド開催中！

どもの個性や才能を伸ばす

ロマンのまちかしはら
子育て

ためのノウハウや︑子育て
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しく輝けるステージ生駒
自分ら

ママなら知っておきたいお

生駒市東生駒 2-207-358
イーストコート102 号
☎ 0743-85-4557（セミナー担当 山口）
P 有
内容のお問い合わせは担当山口まで

P RE SE N T
シンボル、金魚が泳ぐ城下町
。
平和の

金にまつわるアレコレが勉

ご予約･
お問い合わせ

強できるなど盛りだくさん

参加お申し込みは下記QRコード
より。参加は先着順。

の内容︒参加者特典として

開催日
12/3㊍、12/8㊋、1/14㊍
全日10:00〜
参加費1,000円
（ランチ付）
全日定員5名

子どもの才能発見レポート

information

も無料でプレゼント！

最近凹むことが多い︑傷

つきやすくなった気がする︑

これからどうしようか迷っ

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 11 月 1 日現在

ている︑など日頃のお悩み

奈良市橋本町 3-1BONCHI 内
☎ 080-3361-8998
9：00〜16：00
日・月曜
https://www.itoya-ccafe.com/
メール itoya.ccafe@gmail.com
Twitter ＠itoyaccafe
インスタグラム itoya.coachingcafe

を英国式トランスフォーム

コーチングで解決してみて

はいかが︒
﹁意図ある対話﹂

対面・オンラインで
受付中

でココロの免疫力を高める

子 育 て 世 帯が
住 み よ い 街 の 情報を
紹 介 し ま す。

コーチング︒子どもとどう

（先着10名様・1回40分）

向き合うか悩んでいるママ

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。

コーチング
無料体験
受付中

にもおすすめ︒現在無料体

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。

information

験受付中︒ぜひチェックし

日 時：11月30日
（月）
、
12月23日
（水）
、
1月20日
（水）
10：00〜16：00
（予定）
会 場：イオンモール高の原 2階 平安コート
問合せ：奈良市産業政策課
（0742-34-4741）
備 考：予約不要、
参加無料
文／パパジーカ

■育休ママと考える「わたしらしく働きつづけよう」少
しの時間 子育て から離れ、
働くママ同士で話そう！
【日時・内容】
・2020/12/9（水）
「仕事と家庭のバランス〜両立編〜」
・2021/1/14（木）
「復帰までにアト○ヶ月！何する？」
・2021/2/26
（金）
「私にとっての仕事！」
・2021/3/10
（水）
「仕事復帰直前!!先輩ママは？」
※いずれも10:30〜12:00
【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
■はじめの一歩を踏み出そう！再就職のためのトー
クサロン
【日時・内容】
・2020/12/18
（金）
10:30〜12:00
「経験の棚卸しからアピールポイントを探してみよう」
【対象】再就職を希望する女性
文／奈良県女性センター 梅澤 奈々

てみて！

「就職するには資格は必要？」
「短い時間で働ける職
場ってあるのかな？」
「自分に合う職種を知りたい！」
等、
自分のキャリアについて、
育児との両立につい
て、
将来設計について…女性は考えることがたくさ
ん。
奈良市ではそのようなママさんたちの想いや悩
みをキャリアカウンセラーに気軽に相談できる、
個
別就職相談会を実施します。
働くリアルな女性の声
が聞ける交流会、
また就職支援セミナーも開催。
託児
付きなのでお子様同伴のご来場も大歓迎です！就職
に向けた第一歩を一緒に踏み出しませんか？

奈良県女性センター講座のご案内

詳しい内容と
応募はこちらより

2 19日（金）

応募〆切／2021年 月

をダウンロードして下のプレゼントを当てよう!!
各色

2味セット

1 名様

3 名様

A SALONIA

ストレートヘアアイロン 24mm
（ネイビー/グレー）

B キウイガーデン

（サクサクりんご / つぶつぶコーン）

5 名様

C 「ずぼら」ママでも、

結局すべてうまくいく！
（三浦直子著 /Clover 出版）

ストレートをもっと簡単に。髪にやさしいマイナスイオン機能

ニュージーランドからやってきたキウイガーデンに、
サクサクり

手抜きOK！めいっぱいずぼらOK！カドも立たず、人間関係

を搭載し、人気のチタニウムコーティングプレートを使用。滑

んごとつぶつぶコーンが登場！100％ニュージーランド産の

にも振り回されない。仕事も両立でき、子どもの自立心も

らかで耐久性の高いプレートで、太い毛やクセ毛もしっかり

りんごとコーンを使用し、素材本来の甘さとうまみがぎゅっと

育っちゃう。
「ママの笑顔がふえる本シリーズ」
から、気持ち

クセ付けできます。ベーシックなカラーなので性別問わず使

つまっています。体に嬉しい無添加で子どもから大人まで手

がラク〜になる
「ずぼら力」
のススメ。家事・育児に奮闘する

えます。

軽に楽しめます。

ママへの応援ブック。

提供 / 株式会社Ｉ-ｎｅ

提供 / 株式会社ティーレックス

提供 / 映像翻訳家 三浦直子

iPhone

［ 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

子どもの笑顔あふれる
子育てしやすいまち

笑顔があふれる 誇れるまち
自然と

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

子育てに寄り添う
楽しく安心して過ごせる広場

みんなで楽しくのびのび子育て
ママも子どもも友だちをつくりましょう

親子の絆を結ぶお手伝い！
子育ての楽しさ、見つけましょう♪

育児の助け合い
香芝市ファミリーサポートセンター

子どもの一時預かりなら「ドレミの広場」へ
～市外の方も利用できます～

スマホで簡単・便利！
天理市電子母子手帳『はぐ～る』by母子モ

コロナ禍の育児は予防対策やお出かけにも気を遣い、
大変だと思います。誰かと雑談するだけでも、きっと
気持ちは晴れるはず。
気軽に遊びに来ませんか？
■子育て広場あかり
・親子が集まって楽しく遊び、
安心して過ごすこと
ができるみんなの広場。
・保育士手作りのオモチャもたくさん。
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〜金曜9：30〜15：00（祝日・年末年始を除く）
問合せ：子育て広場あかり
（0743-57-2823）
【利用者支援事業】
・保護者の悩みや心配事に寄り添っていきます。
・育児中の不安を安心につなげていきます。
・毎週金曜 13：00〜16：00
・個別相談です。
事前予約が必要です。
文／安堵こども園 広場担当

子育て支援センター
「すくすく」
では、
未就園児対象に
子育て講座を月1〜2回実施しています。今年度は、新
型コロナウイルス感染予防に努めながら、楽しく進
めています。毎回人気の子育て講座は「ベビーマッ
サージ」です。わが子の柔らかな体をマッサージする
ことで、子どものみならず、ママも心癒されて、親子
の大事なふれあいの時間となっています。この他に
も「タヒチアンダンス」
「 リトミック」
「 アートフラ
ワー」
「親子ヨガ」
なども実施しています。

御所市委託による、地域子育て支援拠点事業「地域子
育て支援センターこひつじ」
へ遊びにきませんか？
■こひつじサロン
子どもの発達に合わせた絵本やおもちゃを用意し
ています。好きな遊びを見つけて楽しく過ごしま
しょう。
絵本の貸出もします。
開催日や時間は
「広報ごせ」
で確認いただくか、
お問
合せください。
社会福祉法人恵愛保育所内
（御所市増355）
問合せ：0745-66-2233
■子育て相談 月〜金：9：00〜16：00
■一時預かり保育
（ご相談ください）
※新型コロナウイルス感染予防策をしながら実施し
ています。
当面、
利用は市内在住の人に限ります
（帰
省者も不可）
。
ご理解とご協力をお願いいたします。

育児の応援をしてほしい方（お願い）利用会員・
（まか
せて）サポート会員がお互い助けたり、助けられたり
して育児の相互活動を行う会員組織です。
少しの時間
育児を手伝ってほしい＜サポーター会員＞募集中！
■援助できる内容
・保育施設や学校の時間外の子どもの預かり
・保育施設や学校までの送迎
・冠婚葬祭や学校行事の際の子どもの預かり
・仕事と育児の両立や安心のために必要な援助
・子育てを離れて自分自身の時間を持つための援助
対象年齢： 0歳児
（生後6か月以上）
から小学6年生
利用料金： 1時間当たり
平日／8：00〜16：00 [600円]
平日／18：00〜20：00 [700円]
土日祝、
年末年始 [800円]
問合せ：香芝市児童福祉課
（0745-79-7522）
文／香芝市児童福祉課

桜井駅南口前にある親子の遊び場「ドレミの広場」で
は、
子ども一時預かり事業
（有料）
を行っています。
市外
の方（令和2年9月現在 県内在住者に限る）も利用で
きますよ。預かる理由は問いませんので、気軽にご利
用ください。子どもは、広場内で保育士と一緒に遊ん
で過ごします。
対 象：満1歳から小学校就学前までの子ども
実施日：月・火・金・土・日
（祝日も利用可）
※第3火曜日、
年末年始を除く
時 間：10：00〜17：00
（1日6時間まで）
※1ヵ月最大12回まで
（電話予約も可）
（1時間以降30分毎に250円）
料 金：平日/1時間500円
土日祝/1時間600円（1時間以降30分毎に300円）
場 所：桜井市まほろばセンター2階ドレミの広場
（桜井市桜井1259エルト桜井2階）
問合せ 電話/0744-48-0242 FAX/0744-48-0243
文／桜井市子育て総合支援室 奥 泰世

天理市の子育て支援情報が満載！お子さまの予防接
種などの管理がらくらく♪日々の成長記録を写真や
日記につづって、
ご家族一緒に楽しめます。
「病気かな？」
「どこで遊べる？」
など、
子育てで悩んだ
ときは、アプリ最下段の『地域の子育て情報』をタッ
プ！お子さまの救急相談、子育て支援施設の検索な
ど、子育てに役立つ情報へリンクしています。ぜひご
利用ください。

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。

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。

文／宇陀市子育て支援センター

文／御所市

児童課

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。

児童課では、保育所・幼稚園・学童保育所
の利用相談をはじめ、紙おむつ用のごみ
袋の支給やチャイルドシート等の購入
補助を行っています。お気軽にご相談く
ださい。児童課：御所市774-1いきいき
ライフセンター内0745-44-3494

アプリダウンロードはコチラ

文／天理市子育て世代すこやか支援センター はぐ〜る
『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。

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
暮

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

顔があふれる
子どもの笑
応援団のまち五條市!
子育て
!

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

「わいわいタイム」に
図書館デビューしてみませんか？

あなたの子育て応援します！

出産後のママと赤ちゃんが安心して
過ごせるようサポート！

ママ・パパの子育てリフレッシュは
五條市の一時預かりで！

今だからこそ
“手作りおもちゃ”で楽しく遊ぼう！

家族や地域の人たちと
楽しいひとときを過ごそう！

未就園児の子どもとその保護者を対象とした子育て
講座や、園庭開放、子育てサロンなどを開催していま
す。常時、2名の保育士が常駐しており育児相談に応
じるとともに、子育て講座では、子育てに役立つ情報
発 信 を 行 っ て い ま す 。活 動 の 様 子 は F a c e b o o k や
Instagramをご覧ください。
■ふれあいサロン
月曜10：00〜16：00／火曜10：00〜16：00／
水曜12：00〜16：00／木曜10：00〜16：00／
金曜12：00〜16：00
Facebookは
コチラ↓
■ふれあいランド
金曜10：00〜12：00
（園庭開放）
■ふれあい広場
水曜10：00〜12：00
（子育て講座）要予約
※年齢別のクラスがあります。
文／三宅町子育て支援センター スマイル

体調が良くない…、授乳が上手くいかない…、自宅で
の子育てを手伝ってくれる人がいなくて不安…など
の場合、川西町保健センターにご相談ください。指定
の助産院で、ショートステイ（宿泊型）やデイケア（通
所型）の利用を通じて母親の心身のケアや育児サ
ポートを行う産後ケア事業を実施しています。

五條市子育て支援センター
「はっぴぃ」
では、
子どもの
健やかな育ちや乳幼児をもつ保護者の子育てを支援
するために一時預かり事業
「にこにこルーム」
と、
地域
拠点事業として親子で遊べる場や交流の場
「わくわく
ルーム」
があります。
現在、
新型コロナウイルス感染症
拡大予防に留意しながら子育ての応援団として保護
者が子育てしやすいサービスを提供しています。
■一時預かり事業
「にこにこルーム
（有料）
」
保護者が仕事や急な用事などで保育が出来ないと
きに利用できる一時預かり事業を行っています。
パ
パ、
ママのリフレッシュにも多くの保護者が利用し
ています。
日 時：月〜土曜
（8：30〜16：30まで）
場 所：イオン五條店 2F
問合せ：五條市子育て支援センター
（0747-25-2555）

文／川西町保健センター

文／五條市児童福祉課

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。

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。

五條市地域包括支援センター
（カルム五
條）
と連携し、
毎月保健師、
看護師が子育
て講習や身長、
体重測定や子育てに関す
る相談をして安心して子育てできる環
境を整えています。

田原本町立図書館では、
赤ちゃんなど小さいお子さん
連れの方に気兼ねなく図書館を利用していただける
よう
「図書館わいわいタイム」
を設けています。この時
間中は、赤ちゃんが泣いたり、幼児がおしゃべりして
いても気にする必要はありません。
どうぞゆっくりと
図書館でお過ごしください。もちろん、
「わいわいタイ
ム」以外の時間でも、みなさまのお越しをお待ちして
おります！
■わいわいタイム実施日時
毎週水曜 9：30〜17：00
毎週日曜 13：00〜17：00
問合せ：田原本町立図書館
（0744-32-0262）
※新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、
12：00
〜13：00まで、
館内の消毒をしています。
消毒中は図書
館を利用できません。
あらかじめご了承ください。
文／田原本町公式キャラクター「タワラモトン」
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
♪」
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問合せ：宇陀市子育て支援センター
（0745-84-9925）

対象者：産後4か月未満のお母さんとお子さん
（面談により利用の可否が決定となります）
こと

場 所：心友助産院
（北葛城郡広陵町大字三吉260-3）
費 用：保健センターまでお問合せください
申込・問合せ：川西町保健センター
（0745-43-1900）

五條市子育て支援センター

3密を避けるため、いつものような遊びが自由にでき
ずストレスを抱えている子どもも少なくありません。
今だからこそ、
「 もっと遊びたい！」という子どもた
ちの 気持ち に寄り添い、 ぬくもり を感じられる
手作りおもちゃを使って、楽しく過ごせる工夫をし
ていきたいと思っています。
問合せ：0745-44-3213
第1、
第3月曜は休館日
※利用するにあたり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。

毎年7月に開催していました
『お楽しみ土曜日･夏祭り』
を、感染症対策を十分に講じた上で、今年度は12月に
開催します。
例年に比べて時間や内容を縮小しますが、
おやつ釣りや当てものなどをして、
親子や友だち、
地域
の人たちと楽しみましょう。参加される際は、3歳以上
の子どもや保護者の方はマスク着用、
当日は検温、
手指
消毒にご協力をお願いします。
日 時: 12月5日
（土）
9：30〜10：30 磐城･當麻地区
11：00〜12：00 新庄･新庄北・忍海地区
対 象：葛城市内在住の0歳から小学6年生までの子ども
※小さなお子さんは保護者の方が同伴してください。
お子さん1人につき保護者の方1人までです。
場 所：福祉総合（ゆうあい）ステーション（葛城市染野789-1）
費 用：1人200円※品物がなくなり次第終了します。
問合せ：葛城市子育て支援センター
（0745-69-5241）
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
援員の一員として親や子ども同士のつ
ながりの輪が広がりながら、人とふれ
あう喜びを感じられるような交流の場
を提供しています。

34

、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

新しくなって登場！
「かんまき子育て支援ガイドブック」

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。

妊娠期から子育て期までのあらゆる場面で活躍する、
子育てに関する情報を満載でお届けします！子ども
たちの元気な声と笑顔いっぱいのまちに！上牧町で
は、子どもたちを産み育てやすい環境をつくり、子育
てを支えるさまざまな支援を行なっており、子育ての
参考にしていただきたいと「かんまき子育て支援ガイ
ドブック」を作成しています。

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。

☆新しくなったピンクの可愛い「かんまき子育て支援
ガイドブック」ママ、パパ、みなさまご活用ください
ね。
問合せ：上牧町役場 こども支援課（0745-43-5034）

文／上牧町こども支援課
上牧町では、
子育ての悩み、
不安をサポー
トしていきます。
お気軽にお声をおかけください。専門の
スタッフが笑顔でお待ちしています。

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

動画を活用！
あせらず たのしく 離乳食レッスン

友達とふれあい、交流できる場
『マコリエ』

楽しい絵本が
たくさんそろっています！

離乳食講座の動画を町ホームページに掲載しています。

『マコリエ』
とは、
未就学の子どもをもつ親子が季節の
遊びや手遊びなどをしながら交流できる場です。㋮
マ、 どもがリラックス、
㋷フレッシュしながら、 が
おでいられるようにという思いが込められています。
ママさん同士や保育士と関わり、
気軽に相談やお話が
できる場となっています。
12月の『マコリエ』では、
「天理楽器コミュニティ吹奏
楽団 橿ママブラス」
によるクリスマスコンサートを
実施します。
参加希望の方は、
お問い合わせください。

高取町リベルテホール2階にある図書室には、親子で楽
しめる絵本がたくさん揃っています。絵本は子どもの成
長にたくさんの良い影響をもたらします。また絵本の読
み聞かせは、親子にとって大切なコミュニケーションタ
イムでもあり、子どもの精神を安定させ信頼関係を構築
する効果があると言われています。広々とした絵本コー
ナーでぜひ親子で絵本を楽しんでください。

おだしのとり方やつぶしがゆの作り方なども動画で
手軽に確認してみませんか。また、写真で食べさせ方
や食べるときの姿勢についても掲載していますの
で、
ぜひ参考にしてみてくださいね。
詳しくは、
大淀町ホームページ
「赤ちゃんの食事
（あせ
らずたのしく離乳食レッスン）
」
をご覧ください。

対 象：明日香村在住のお子さんとその家族
日 時：12月19日
（土）
10：00〜11：30
場 所：明日香村健康福祉センター かんなびホール
参加費：無料
問合せ：明日香村健康づくり課
（0744-54-5550）

■開室時間：9：00〜17：00
■対 象 者：奈良県内在住者
（学習室は町内在住者のみ利用可）
■貸出期間：2週間 ひとり3冊まで
■休 室 日：月曜・祝日・毎月月末・年末年始・蔵書点検期間
※図書室を初めて利用される方は、
「利用者カード」
の
作成が必要ですので、
本人確認できるものをお持ちく
ださい。

文／大淀町 健康増進課

文／明日香村子育て世代包括支援センター

文／福祉課

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。

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/

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

よどりちゃん

奥田 朋佳

TEL.0744-52-3334
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TAKE FREE!!

