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Vol.34 Summer

1

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、2021年5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。

生活クラブは、
41 万人のママ達が選ぶ
安心食材の宅配生協です

今回だけ！

「生活クラブが選ばれる理由」
・
「誰が、いつ、どこで、なにを使って、どのように」
作られているのかが明らかで安心！
・素材がしっかりしているから、なによりおいしい！
・国産、無添加、減農薬にこだわる食材が適正価格で利用しやすい！

資料請求時に「ぱーぷるmama 見たよ」とお伝えください。
今回特別に「生活クラブのトマトケチャップ（170g）」をサンプルとご一緒にお届けします。

生活クラブの食材宅配
資料請求された方へ

一度も冷凍していないから新鮮！

今だけ無料

選べるプレゼントキャンペーン !!
数量限定：8月31日まで

AかBのサンプルの中からどちらかお選びいただき、
ホームページのバナー、またはお電話でお申し込み下さい。
トマトケチャッププレゼントについて
WEBでのお申し込みの場合、「生協への連絡事項」欄に
「ぱーぷるmama見たよ」とご入力下さい。

A

B

調理例

石井養豚センターの

1本に広島産牡蠣を約6個使用

厳選ミンチ肉

牡蠣味調味料
／

お電話、ネットからお気軽に／

0120 - 706 - 545

生活クラブ奈良

検索

受付時間（祝日も可）
●9:00〜18:00
（月曜日）
●9:00〜19:00
（火〜金曜日）

〒639-1028 奈良県大和郡山市田中町913
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●子育て世代を応援‼…「新規加入特典で配送料が 1 年間無料」でご利用いただけます。（母子手帳をお持ちの世帯〜就学前のお子さんがいる世帯が対象）

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.34 2021 Summer

子育てセミナー

コーチング

ニコズ カフェアンドテーブル

NICO S CAFE&TABLE

子どもの才能発見&子育てマネーのお勉強会開催!!

我が子の潜在能力を引き出す『ママ・パパコーチング』

ご予約･
お問い合わせ

8 19日（木）

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

5組
1 0 名様

A

奈良わんぱくランド はしゃきっズ
ペア2 時間無料券

3 名様

3 名様

B

ロック付ワンプッシュダイレクトボトル 470ml
【保冷専用】
（しまじろう・スヌーピー）

C

スマートスタート
クール＆ホット パッド（ブルー）

奈良健康ランドで大人気の、親子で遊べる屋内型巨大エ

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

お子さまや保護者が適温で快適に過ごせるようサポートす

ア遊具テーマパーク
『はしゃきっズ』。
チームラボによる子ど

レスボトル。
ネームプレート付きのショルダーベルト。

る保冷・保温パッド。
だっこひもやベビーカー、背中の冷却

も向け知育モニターや巨大スライダー、埋もれるほど大量の

真空二層構造なので、
保冷効果が長持ち。

以外にも氷枕や打撲の冷却、冬は湯たんぽや家族みんな

ボールを使ったボールプールなど、
たくさんの遊具で楽しめま

・誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き・ダイレクト

の冷え対策などマルチに使用できます。布製なのでカバー

でそのまま飲めるキャップユニット・飲む時にキャップの戻り

なしでそのまま使用でき、必要な時にさっと使えます。暑い日

を防ぐロック設計・氷が入れやすい広口タイプ

のおでかけに。

す。
ちびっ子から大人まで世界一のはしゃぎっ子になろう
！
【有効期限】21.11.30迄。当選後はチケットを弊社からご
自宅へ発送。

【商品サイズ
（約）
】
サイズ：直径68×高さ238mm
提供／奈良健康ランド

容量：470ml

提供／スケーター株式会社

提供／株式会社ティーレックス

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)
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Android

❸アプリ内の｢プレゼント｣ページより応募

子どもの学習能力と関わ

りが深い
﹁自己肯定感﹂
︒自

己肯定感が低い状態での受

PRESENT

験や学業は︑子どもにとっ

奈良市三条町 606-16-2F
☎ 080-3361-8998
9:00〜20:00
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

てハードワークと言われる︒

子どもの自己肯定感を高め︑

本来持つ意欲や能力の向上

へ ︒﹃ マ マ・パ パ コ ー チ ン

橿原市兵部町 3-14
詳しい内容と
☎ 0744-24-2818（セミナー担当 松葉）
応募はこちらより
9:30〜22:00
日曜・祝日
P 有
https://whatever-delis.com/nicocafeandtable/
参加者特典として「子どもの才能発見レ
ポート」
をプレゼント！

グ ﹄で 親 子 の ト ラ ン ス

対面・オンラインで
受付中
≪要予約≫

フォーメーションを作り出

（3,000円（税込）
・1回60分）

そう！夫婦関係のお悩み相

コーチング
割引体験
受付中

談や中高生のチャイルド

information

コーチングも同時受付中︒

相 談 件 数２０ ０ ０ 世 帯 以

によるお勉強会が︑

F
P

上の実績を誇る子育て診断

士・

リニューアルオープンした

ての奈良県で唯一︑
﹁％ ア ラ

ビ カ コ ー ヒ ー ﹂が 飲 め る カ

フェで開催決定︒ゆったり

カフェタイムを楽しみなが

ら︑子どもの個性や才能を

伸ばすためのノウハウや︑

子育てママなら知っておき

参加お申し込みは下記QRコード
より。参加は先着順。

たいお金にまつわるアレコ

開催日
23㊌、7/8㊍
6/15㊋、
全日9:30〜11：30
参加費500円
（カヌレとドリンク付）
全日定員最大6名

レを勉強しませんか︒

information

コーチングカフェ いとや
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居間焼肉
奈良市

百欒 登美ヶ丘店
ひゃくらん とみがおかてん

ランチ
営業

ディナー
営業

テイク
アウト
有

キッズ
ベビーカー
メニュー
持込可
有

キッズ
スペース
有

個室有

\ 家

おむつ
交換台
有

キッズスペース付きの個室で
周りを気にせず絶品焼肉を堪能

マ
族･マ

友･みんなで楽し

める

やきにく・や

焼肉という食事を通じて、たくさんのお客様の団欒の

/

焼肉たけよし

お手伝い をコンセプトに、ゆったりとした掘りごたつ式
の個室で、貴重な大和牛がリーズナブルな価格で味わえる
と人気の『居間焼肉 百欒』。中でも注目なのがキッズス
ペース付き完全個室。クッションマット完備なので飛び跳
ねたり走りまわることもできる上に、DVD やおもちゃの
持ち込みも OK。また子ども用食器の貸し出しやおむつ交
換スペース完備など、子育てママに嬉しいサービスがいっ
ぱい。普段子どもが気になりなかなかゆっくり食事ができ
ないママも、百欒でいつもよりちょっとリッチで優雅な焼
肉タイムを過ごしてみては。

MENU

レディースランチ ( 焼肉 5 種＋焼き野菜 )…¥2,080／
キッズハンバーグプレート ( 大和牛ハンバーグ＋ソー
セージ )…¥600／百欒塩タン…¥1,680／大和牛ロー
ス…¥1,080／味わいカルビ…¥1,080／自家製麺の
あっさり和風冷麺…¥660〜／ふわふわかき氷 ( 苺 )…
¥600

大和牛焼肉弁当 ( 上 )…¥1,300

キッズピビンパ弁当…¥330

最新の焼肉ロースターなので服に煙や臭いが付かないのも嬉しいポイント。また各部屋には除菌スプレーやウエット
ティッシュも備え付けられており、感染対策も万全！

な ど 人 気 の 焼 肉５ 品 を み ん な で シ ェ ア し

焼肉シェアランチ ︵
…おひとり様︶
￥１９８０︒百欒塩タン・焼きすきカルビ

て味わう︑見た目も豪華なお店イチオシの

ランチメニュー︒

焼肉工房もく

ママへのオススメ

子ども用の毛布や飛び出し防

当店には子育て中のスタッフも多

止のゲージが無料で借りられ

く、ママに少しでも居心地よく過

るほか、DVD やおもちゃの持

ごして頂けるよう心を込めて接

ち込みも OK。

客しています。

店

百欒 登美ヶ丘

近鉄奈良店

焼肉特集
スタッフの木本さん
（左）と向山さん
（右）
奈良市中登美ヶ丘 6-7-31
0742-51-1515
11:00〜15:00（14:30LO）、
17:00〜22:30（21:30LO）

すぐそばで子どもが遊んで
いるのが見えるので、ママも
安心して食事できる。

お子様連れでも最適なお店や、
ママ会でのランチ・宴会などオススメのお店をpickup

休 第 1 月曜

全 22 部屋
（うちキッズスペース付き個室 7 部屋）
P

270 台
（共用）

HP https://fujin-nara.com/
備 土・日・祝のみキッズスペース付き

個室の部屋代 500 円が必要

お店探しのご参考に！
！
ママに嬉しいポイントを
アイコンに記載しています。

WEBも
チェック

キッズスペース付き個室は全部で 7 部屋。仕切りを外せば 16 名まで利用可能なので、子ども連れのママ友会や大家族で

「ぱーぷる mama 見たよ」
で
大人 1 人につき子ども 1 人の
キッズメニューが全品半額
他サービスと併用不可
期間：2021.5.20〜8.19 迄

（例）

ランチ
営業

ディナー
営業

テイク
アウト
有

キッズ
ベビーカー
メニュー
持込可
有

キッズ
スペース
有

個室有

おむつ
交換台
有

テイクアウト
メニューも紹介！
！

【※店内のマナーについてのお願い】
お子様連れでのご利用の場合は、各店舗により受け入れやサービスが異なりますので、事前に予約し店舗に確認するのがオススメです。
また、ご利用の際はお子様から目を離さないよう、お気をつけ願います。

の利用も OK。

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、変更となる場合がありますので事前にご確認ください。
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16

やきにく・や

香芝市

ランチ
営業

ディナー
営業

テイク
アウト
有

キッズ
メニュー
有

掘り
ごたつ
有

精肉屋の倅がただただうまい肉を出す店
葛城市

焼肉たけよし

ランチ
営業

ディナー
営業

テイク
アウト
有

ベビーカー
持込可

キッズ
スペース
有

個室有

やきにくたけよし

貸切有

冷凍なし！味にこだわった本当に美味しい精肉屋直営の焼肉をぜひ！

ママへのオススメ

安心・安全な環境と食材で
お得な極上焼肉

看板の通り、精肉屋で生まれ育った若き店主が営む新進気鋭の焼肉店。
「本当においしい焼肉を食べられるお店だと知ってほしい。

店内でのお食事はもちろん、テイ

地元に根付き、多くの人に愛されるお店にしていきたい。
」
と静かに燃える店主。入店してまずは、お洒落で綺麗な店内に驚く。スタイ

クアウトメニューや精肉のお持
ち帰りもございますのでどうぞ

リッシュなカウンター、テーブル席があり、座敷や個室も完備。子連れのファミリーもリラックスしておいしい肉を存分に楽しめる。

ご利用ください。

幼い頃から肉に親しんだ店主が厳選した新鮮な肉は、食べるほど幸せな気持ちになるがとてもリーズナブル。ランチ営業もしており、

熊本県産黒毛和牛がお手頃価格で味わえる焼肉

日替わりメニューを提供。数に限りがあるので早めのご来店がおすすめだ。
「本当においしい焼肉」
を食べたい人は
『たけよし』
へ！

店。良コスパメニューがズラリと並ぶ。ゆず風味で
醬油ベースの特製ダレが肉のうま味をさらに引き
立てる。要予約でキッズメニューの対応があり、親
子連れでもゆったりくつろげるテーブル席と掘り
どこか懐かしい雰囲気の店内で厳選した和牛が楽しめる。芳醇な味わいを持つ最上級の 熊本黒毛和牛「プレミアム和

ごたつ席も完備。スタッフの手指消毒やパーテー

王」
は、肉質が柔らかくて食べやすいとリピーターも多い。夜はもちろんランチメニューも充実しており大人気。

ションの設置等の衛生対策を徹底しており、まな

大人気
上タン塩定食（ランチ）
…￥2,068（税込）

板などの調理器具の殺菌消毒も入念に行っている。
安心の空間で極上の焼肉を存分に味わおう！
ファミリーセット（3〜4 名様におすすめ）…￥6,580
（税込）
炙り和牛トロユッケ…￥980
（税込）
炙りレバ…￥980（税込）
炙りタン…￥1,680
（税込）
コンビネーションランチ（ロース & カルビ + ごはん + スープ + 自
家製キムチ + サラダ + デザート + コーヒー）…￥1,500（税込）

MENU

その他ランチメニュー、お肉メニューもお気軽にお問い合わせ
ください。
香芝市鎌田 389-8
0745-71-8929
11:30〜14:30（14:00LO）、
17:00〜23:00（22:00LO）
（平日17:30〜）
休 月曜
約 36 席（掘りごたつ、テーブル席）
P 14 台
（共用駐車場）
HP http://yakinikuya-kashiba.com/
備 15 人〜貸し切りOK。
キッズメニューは事前予約にて対応。

奈良市

ランチ
営業

WEBも
チェック

和牛フィレ
（シャトーブリアン）
…￥3,980
（税込）

「ぱーぷる mama 見たよ」
で
ディナー時
サラダプレゼント！

黒毛和牛極上ハラミ
…￥1,650（税込）

期間：2021.5.20〜8.31 迄
1 回限り有効

衛生管理を徹底し、親子連れでもゆったりくつろげるテーブル席を完備して
いる。店前の共用駐車場も広々で停めやすい。気さくな店主が迎えてくれる。

もつ鍋ホルモン
（二人前）
…￥1,650
（税込）

焼肉工房もく 近鉄奈良店
ディナー
営業

MENU
上タン塩…￥1,100
（税込）
上ハラミ…￥770
（税込）
上ロース…￥1,320
（税込）
上バラ…￥1,210
（税込）
黒毛和牛極上ハラミ
…￥1,650
（税込）

上記メニューはテイクアウト可
能。その他お肉メニューもお気軽
にお問合せください。

提供時にタレ漬けされていないのは鮮度に自信があるから。肉本来の味を存分に味わって。その日の仕入れ状況で、普段中々お目
にかかれない希少部位の肉に出会える。数量に限りがある場合も多いので早めの来店がおすすめ。

半個室有

スタイリッシュな店内。

ママへのオススメ

週末はちょっとリッチに
親子で焼肉ランチを！

ランチ営業もしており、マ

ランチならリーズナブルに焼肉が味わ

マ会にも最適。もちろん換

えてとってもお得！またお席も広々

気も万全だ。

としているのでお子様連れでもご
利用して頂きやすいですよ。

昨年近鉄奈良駅前にオープンした
『焼肉工房も
く』。店主の宮木さんが元食肉商社で勤めていた経
験を生かし、より上質な肉をリーズナブルに提供
できるだけでなく、タレや薬味なども自家製にこ
だわっており、早くもリピーター続出の人気ぶり。
お店の看板メニューである特選塩タン (￥1,078) は必食！さらに水七輪を使うことで、お肉がよりふっくらジューシー

また週末と月曜限定ながら、お昼から夜と同じレ

に焼きあがるという。
※写真は 2 人前。

ベルの本格的な焼肉が味わえるのも人気の秘密。
貴重な外食の機会、せっかくならいつもより

ママへのオススメ

ちょっとリッチに焼肉ランチはいかが？

MENU

上塩タンランチ…￥1,400
黒毛和牛バラランチ…￥1,620
※ランチセットはごはん＋サラダ + スープ
＋キムチ付
特選塩タン…￥1,078／上ハラミ…￥858
上テッチャン…￥748／上ロース…￥858
黒毛和牛カルビ…￥1,078

奈良市小西町 5 アルテ館 2 階 A
0742-26-1329
11:30〜14:00(13:30LO)、
17:00〜22:00(21:30LO）
休 不定休
56 席
P 無
（近隣に有料 P 有）
HP https://www.yakinikumoku.com/
備 ランチは金・土・日・月曜のみ
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国道 165 号線沿いで駐車場も完備！

店主の宮木さん

店主の目利きが光る逸品が

近鉄当麻寺駅より徒歩 12 分！

キッズルームでは、子連れにもうれしいぬいぐるみも準備。個室で周りを気にせず、家族の時間を存分に楽しめる。

もくスペシャル焼肉ランチ
( ロース・ハラミ・カルビ・
タン・テッチャン )
…￥1,400

焼肉定番メニューはもちろん、ホルモン、

ズラリ。精肉店が営む店な

周りのお客様を気にせず

お食事できますよう、キッズルームや
個室もご用意しています！

らではの、希少・高級部位
も毎日提供。

テイクアウトメニュー「お

うちでたけよし」
も実施中。

ステーキ、焼きしゃぶなど、飽きのこない
ラインナップ。看板通り「ただただうまい
肉」
を食べたい人は
『たけよし』
へ。

葛城市染野 166-1
WEBも
チェック

「ぱーぷる mama 見たよ」
で
夜限定で、
上テッチャン一人前サービス

WEBも
チェック

期間：2021.5.20〜6.30 迄
他サービスと併用不可

1 組 1 回限り有効

店主自ら DIY して造った自慢の店内。木をふんだんに使ったカジュアルで落
ち着いた雰囲気に、ついつい長居する人も多いとか。

0745-44-3743

「ぱーぷる mama 見たよ」
で
ワンドリンクプレゼント！
1 回限り有効
期間：2021.5.20〜8.31 迄

〈ランチ〉11：00〜14：00
〈ディナー〉17：00〜23：00
（22：00LO）
休 水曜・年末年始

14 席（カウンター8 席・テーブル 4 卓・座敷 2 卓）
P 10 台
備 焼肉 たけよし

Instagram@yakiniku.takeyoshi
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子 ど も の 習 い 事 vol.34 2021 Summer
体操教室

生駒市

リ ッ ケ ンスポーツクラブ
0745-78-8300

香芝市

精華町

おうち時間が増えた今だからこそ
楽しい運動で健康な体づくりを！

英会話
教室

フープ

奈良市

「わからない」から始めよう！

大和郡山市

橿原市

hoooop

少人数＆楽しいレッスンで
より実用的な英語をマスターできる
「子どもを英会話教室に通わせたい」
と思っていても、
どの教室を選べば

子どもにとって運動することは、体力や運動能力の向上
だけでなく健康で丈夫な身体づくりのためにも必要なも
の。『リッケンスポーツクラブ』では
「楽しく」をテーマに、
器械体操の実績豊富な講師陣が個々の能力に合わせ
て丁寧にサポート。褒めて伸ばす指導法で、子どもが自
発的に楽しめるよう促しているので、運動が苦手な子ど
もでも無理せず長く続けられると評判。おうち時間が増え
たことで運動不足ぎみになりがちな今、楽しみながら体を
鍛え、病気に負けない健康的な体づくりを始めませんか。

いいのか迷ってしまう人も多いのでは？
『hoooop』
では年齢に合わせた少
人数クラス制、
ネイティブスピーカーの先生によるレッスンで、
より生きた英
語がマスターできる。
さらに、
教室に来られない人へ向けたオンライン授業

1

運 動を好きになってもらう

＊料金

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 /'21.5.20〜'21.8.19】

橿原本校

0743-54-2786

奈良市佐保台 2-902-377
10:00〜21:00

後悔しない教室選びのためにも、
『hoooop』では無料レッ

入会金半額＋初回月謝半額
入会で図書カード2,000円分プレゼント!

JR郡山駅前校

0742-71-0550

自信があるから無料レッスンは 2 回！

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

八木教室（プログラミング教室も開校）

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://www.hoooop.jp

韓国語の大人クラス有、子どもプログラミング教室も有

り、体を使った遊びが好きな子はもちろん、逆上がりや開脚とびなど苦手を克服するための特訓の場

とで、子どもの「やりたいこと」の意欲を刺激。

2

hoooop の強み

coupon!

お得クーポン

通常入会金 8,800 円（税込）
月謝 7,150 円〜（税込）
（40 分／幼児・園児〜）
月謝 7,961 円〜（税込）
（50 分／園児〜）

トなどを使い、基本的な運動から側転・ヘッドスプリングなどいろんな技にも挑戦できる内容になってお

使って遊ぶことを中心に行っている。また褒めて伸ばすこ

英語の楽しさを知り、自ら積極的に英語を学ぶ
心を育んでいる。

『リッケンスポーツクラブ』
では夏の短期体操教室の生徒を募集中。
とび箱や鉄棒・
トランポリン・マッ

まずは運動を好きになってもらうことを第一に考え、身体を

テキスト以外にゲームやクイズなど遊びを通して

指導力とフォロー体制で、
多くの生徒やママから高い評価を得ている。

佐保台校

夏の短期教室を体験してみよう

リッケンスポーツクラブの強み

話す力が UP！

遊びを通して英語に慣れ親しみ、
英語を習得できるのが強み。
その確かな

※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。

夏休みの自由時間を活用し

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・

や英検Jr.の取得など、
サポート体制も万全。
テキストの他に歌やゲームなど

としても利用できる。
また運動を通じて知らない子ども同士でもすぐに仲良くなれるので、友達の輪を

社 会 性を身 に付けてほしい

広げたり社会性を養うきっかけにも。短期教室から本クラスへの編入も可能なので、興味があれば気

教室には４歳〜小学生が一緒になって運動するＭクラスが

軽に参加してみてはいかが。

あり、幅広い年代の子どもが触れ合うことで社会性とコ

バスケット
ボール教室

県内

バンビシャス奈良

ミュニケーション能力が養われる。

3

運動って
楽しいね♪

講 師 陣も全力 で楽しむ

バスケットボール・チアダンスの

体育大学出身者や保育士の資格を持った講師陣。「自分

おもしろさ・楽しさを発見しよう！

が楽しまないと子どもは楽しませられない」との理念から、
先生が心から楽しんで子どもの指導にあたっている。

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
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

短期体操教室（2 歳〜小学校高学年まで）

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
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

年齢に合わせてさまざまなクラスに分かれており、マット・とび箱・鉄棒など体操器
具を使いながら楽しく運動ができる
全 4 回 6,800 円

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

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

な練習ができる。

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

次回開催日程予定
7/25（日）〜28（水）の 4 日間

「踊るのが楽しい！」
「応援するのが楽しい！」
という

ら
「奈良のチアリーダー」
を目指すことができるよ！

気持ちで練習することが上達への近道。

バ ン ビ シャス 奈 良 の 強 み

※時間は各教室にお問い合わせ下さい

＊バスケットボールスクール

information
ぴよぴよクラス(2〜3歳の
未就園児)の入会も随時受付中

走る・飛ぶといった基本的な運動から始め、上達

県内最大級のロングトランポリンを完備。楽しみな

すれば逆上がりやバック転もできるようになる。

がら体幹やバランス感覚が鍛えられると人気。

※詳しくは各教室にお問い合わせ下さい
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日曜、
祝日

JR 西垣靴下
JR五位堂駅 和歌
山
線

有
（無料）

0774-95-3030

京都府相楽郡精華町
精華台３丁目１２-１０

https://www.rik-ken.co.jp

無料体験も実施中

WEBでもチェック！

72 学研都市 22
学研I.C 病院
326

月謝6,600円（税込）
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

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。

生駒校（生駒市民体育館）

斑鳩校（斑鳩町中央体育館）

橿原校（ジェイテクトアリーナ奈良）

奈良校（南部生涯スポーツセンター）

鴻ノ池校（ロート第二アリーナ）

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）

チア

9:00〜18:00

線

精華教室

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）

生駒市門前町 9-20
奈良市杏町 467-1

木津川台

香芝市五位堂 6 丁目224

大阪

165

＊チアダンススクール

Information

バスケット

308

0745-43-8511

近鉄

道
車
動
自
和
奈
京

業務スーパー
ダイキ

五位堂駅

けいはんな記念公園

南生駒局

五位堂教室

香芝自動車学校

阪奈
道路

駒
南生

生駒南小

生駒市小瀬町 68-5

第二

168

線
生駒
近鉄

0743-77-0750

生駒南中

生駒教室

月謝5,500円（税込）
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／
水曜：奈良校、鴻ノ池校／木曜：大和郡山校、天理校／金曜：葛城校

生駒市小平尾町 927

生駒郡斑鳩町龍田南 1-1-61
奈良市法蓮佐保山 4-1-3

奈良市佐紀町 1 ヴァンクール城田ビル3F

橿原市畝傍町 53

奈良市あやめ池北 1-33-3

香芝市真美ヶ丘 6-10

お問い合わせ 大和郡山市美濃庄町 759-1

磯城郡田原本町 890-1

天理校（天理市立総合体育館）
天理市西長柄町 595

生駒市北大和 3-5077

大和郡山校（大和郡山市総合公園）
大和郡山市矢田山町 2

葛城校（葛城市民体育館）
葛城市南藤井 17

橿原市久米町 589-1 JOY 橿原ビル1F

奈良市東城町 52 やまむらビル

TEL.0743-58-5180 HP https://bambitious.jp/

24

火･水曜日休
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木の家が好き！体感内覧会

奈良で活躍するママ・パパ vol.9

わっはっは保育園 園長

眞鍋 亜樹 さん

1978年生まれ。
「子育てママをひとりにしない」
をコンセプトに、子育て支援サークル
「かしまま」
を創設。7年間のボランティア活動を通じて、様々な世代と関わり、ボランティ
アだけに頼らない経済活動の場として
「香芝のおかあちゃん合同会社」
を設立し、その事業
として認可外保育施設
「わっはっは保育園」
を開園。園長として多忙な日々を過ごす中、
2021年3月の選挙で香芝市議会議員に当選し、新たなステージでの活動をスタート。

ている親同士だと︑
﹁自分が疲れている
ときは相手も疲れている﹂ということ
にもなり︑困ったときに
﹁助けて﹂
とは

歩んできたように思えるが︑実はそう

と︑まるで描いた未来予想図どおりに

当選した眞鍋亜樹さん︒経歴を聞く

して立候補し︑１２２７票を集めて初

３月の香芝市議会議員選挙に新人と

とができる場所︒さらに︑公立の保育

整えたりする時間を当たり前に持つこ

預けられて︑用事を済ませたり︑心を

保育園﹂だ︒預けたいときに子どもを

うと考えて誕生したのが﹁わっはっは

き受けて︑子どもを預かる場所を作ろ

優しい気持ちでママを出迎え
子どもに質の高い保育を提供
そんな一時預かり保育を作る

ではない︒
﹁保育を追求したい﹂
という

園に勤務していたときから︑妥協のな

言いづらい︒そんな状況をまるっと引

ありあまる熱量が︑彼女を今の場所ま

あった︒ただ困っているママを助ける

い〝保育〟を追求したいという思いが

２０１４ 年に子育て支援サークル

で導いたのかもしれない︒

ための一時保育ではなく︑すべての子
所でもありたい︒そのためには︑預か

どもたちに質のいい保育を提供する場

じているママが救われるのではと思っ

る側は優れたチームである必要がある

言えるコミュニティを作れば孤独を感
たから︒しかし︑そこでママ友ができ

と眞鍋さんは語る︒

﹁かしまま﹂
を立ち上げたのは︑本音を

ても︑同じような年齢の子どもを育て

保育現場に求められるのは
向上心を持ち続ける
スタッフを育成すること
スタッフに伝え続けているのは
﹁そ
の子に興味を持ってください﹂
という
こと︒いま目の前にいる子どもに興味
があれば︑それぞれに合った環境を用
意できる︒だからこそ︑保育の現場は
スタッフ一人ひとり︑人としての在り
方が問われるのだろう︒眞鍋さんは同
じことを何十回と伝えて︑その思いが
根付く努力を続けているという︒

﹁かしまま﹂
の新たな展開
フラットな視点を持ち
自分で見て判断して伝える
今年︑子育て教育メディアとして新
たなスタートを切った
﹁かしまま﹂
︒子
育ては
﹁喜び﹂
であるという本質を取り
戻すことをベースにイベントを開催︒
また︑社会経験の少ないママが経済感

﹁かしままひろば﹂
やセミナーを開催︒

かしままひろば﹂などの

﹂
やスマホ世代がいつでもつ

覚を養うことを目的とした
﹁かしまま
ながる﹁

﹁情報があふれている時代だからこ

要素も加えていくという︒
そ︑見極める確かな目を通して︑地域
で暮らす人が必要とする情報を発信
し て い き た い ﹂と 熱 く 語 る 眞 鍋 さ ん ︒
コロナ禍で変わってきた価値観︒時代
の変化に対応できない大人が︑子ども
に生き抜く力を教えられるのだろう
か︒
﹁かしまま﹂
を通して教育・情報・経
験に切り込み︑自分自身の成長も望む
人でありたい︒そんなフラットな視点
を持った眞鍋さんがこれからどんな
活躍をするのか︑楽しみでならない︒
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わっはっは保育園
香芝市真美ヶ丘 1 丁目 15-15
問合せ：☎0745-47-2745
→ウェブサイトはこちら！
この街で暮らす大人のひとりとして、その役割を果たしたいと語る眞鍋さん。

保育現場は優しいエネルギーのスポット
健全に育つ環境が保障される社会を

広げよう市民の輪
つなげよう未来へ

子育ち”まちづくり
“子育て・

☆笑顔がみたいから
きらきら

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

参画・育休取得を応援し
の育児
ます
男性

奈良をもっと
子育てしやすい街へ

街の子育て
シカ先生

“気軽に利用できる託児室”へ
あなたの子育てを応援します
急な用事が入ったとき、
ちょっとリフレッシュしたい
けれど誰もみてくれないとき、子どもを一緒に連れて
行けないときなどに一時預かりを利用できます。市
民交流センター託児室「キッズルーム」は小学校就学
前のいろんな年齢の子どもたちが楽しくふれあいな
がら笑顔で過ごしています。
日時：毎月第1、
第3月曜は休館日です。
休館日以外の7:30〜21:00まで利用できます。
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
料金：1日最大6時間利用可
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。
里帰りの方もぜひ一度ご利用ください。
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。

妊婦の皆さまに
タクシー利用割引券配布！

「パパ産休プロジェクト」動画を
作成しました！

香芝市の児童福祉課には育児コーディネーターがい
ます。子育て大奮闘中の保護者のお悩みでは、眠りが
浅い・いろいろ工夫して作っているけど食べてくれな
い・発達について順調に育っているか心配などの不安
の声をよく耳にします。また、幼稚園・保育園・こども
園への就園について知りたい、聞いてみたい事柄につ
いて、
コーディネーターがお話を伺いながら相談に乗
り、
香芝市内の子育てに役立つ関連情報をお伝えして
います。
市内3か所の
「つどいの広場」
を巡回し、
出張相
談を実施しています。
どんな些細なことでもお気軽に
ご相談ください。
お待ちしています。
香芝市のマスコットキャラクター『カッシーくん』の
ワッペンが育児コーディネーターの目印。
問合せ：
香芝市総合福祉センター内 児童福祉課（☎0745-79-7522）
香芝市逢坂1丁目374-1
文／香芝市児童福祉課

まほろばセンターにある無料の室内遊び場
「ドレミの
広場」
は、
土・日・祝日も開いています。
普段、
子どもとな
かなか触れ合えないママ、パパも、ドレミの広場で一
緒に楽しい時間を過ごしませんか。
保育士に子育ての
相談もできますよ。
また、
パパ講座や助産師相談、
栄養
士相談もあります。ぜひ遊びに来てください。子ども
一時預かり事業も行っています。
日 時： 月・火・金・土・日・祝日
10:00〜12:00、
13:00〜17:00
場 所： 桜井市まほろばセンター ドレミの広場
（桜井市桜井1259エルト桜井2階）
対 象： 桜井市在住で、
0歳〜就学前の子どもと
その保護者
（実家がある方も対象）
休館日： 水・木・年末年始・第3火曜
問合せ： ☎0744-48-0242

奈良市では、
新型コロナウイルス感染症に係る緊急支
援として、
コロナ禍で外出に不安を感じる妊婦の皆さ
まに安心して外出をしていただけるよう、
奈良市にお
住いの妊婦の皆さまに市と契約したタクシーで利用
できるタクシー利用割引券
（お一人当たり500円割引
券を10枚）
をお配りしています。
対象： 奈良市で2021年1月4日から2021年12月28日
までに母子健康手帳を取得された方
配布方法：
・2021年1月4日から2021年4月30日に母子健康手帳を
取得された方へは郵送にて配布
（※一部は窓口で配布）
・2021年5月6日以降に母子健康手帳を取得される方
は、
母子健康手帳交付の際、
届出窓口で配布
窓口での配布期間：2021年5月6日〜2021年12月28日
割引券の利用期限：2022年3月31日
問合せ：奈良市都市政策課
（☎0742-34-4969）
文／パパジーカ

男性も「子育てしたい」、女性も「男性に子育てしてほ
しい」という声がある中、なかなか進まない男性の育
休。奈良県では、男性の育児参画・育休取得について
学べる動画を作成しました。
この動画では、産後のママのサポートが必要な理由
や、育休取得のための準備事項などについて、ナビ
ゲーターのシカ先生と一緒に学ぶことができます。
男性の育休について考えるきっかけとして、ぜひご
活用ください。
詳しくはこちら→
【動画の特徴】
・スマートフォンやタブレットなどで、い
つでもどこでも見ることができます。
・妊娠〜出産後までのパパ・ママのリアルな体験談が
満載！
・パートナーと家事・育児についてコミュニケーション
を取れるワークシートがダウンロードできます。
文／奈良県 女性活躍推進課 山中 裕香

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。

文／桜井市子育て総合支援室

野村 千寿

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。

パパ産休プロジェクト･･･産後すぐのマ
マが特にサポートを必要とする時期に、
パパが休暇を取って寄り添い、
夫婦で一
緒に子育てをすることを進めています。

子育て世帯が
住みよい街の情報を
紹介します。
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。 2021 年 5 月 1 日現在

子どもの笑顔あふれる
子育てしやすいまち

心豊かな子が育ち、
支援の輪がひろがるまち
子育て

日々の家族の子育てに
寄り添うまち

で手をつなぎ楽しい子育て
を
みんな

シンボル、金魚が泳ぐ城下町
。
平和の

ロマンのまちかしはら
子育て

みんなで楽しくのびのび子育て
ママも子どもも友だちづくり

「紙おむつのごみ袋」を
無料で支給します

絵本を開こう！
親子時間をプレゼント

ぴよぴよサロンはじまります！

親子たんとん広場・ととランド開催中

日頃、ママ自身のことが後回しになっていませんか？
気軽にママの相談ができる場所があります

宇陀市子育て支援センターでは、未就園児0〜2歳児
の各年齢に分かれて、
県下でも珍しい
「親子教室」
を実
施しています。
学年ごとに発達段階を考慮しながら、
その季節に応じ
た活動を計画しています。コンサート・フェスティバ
ル・お話会・お出かけ・クリスマス会・誕生会・食育指
導・子育てについてなど、親子で楽しめる内容を毎月
１回行っています。

■支給対象
市内に居住する2歳未満のお子さんを養育してい
る保護者。
お子さん１人につき１回限り「御所市指定ごみ袋
中
（30リットル相当）」
を支給します。
例）
御所市に出生届を提出した場合：200枚
■申請方法
所定の用紙に記入・押印いただきます。
■申請場所
御所市市民課
（御所市1-3） もしくは
御所市子育て推進課（御所市774-1 御所市いきい
きライフセンター内）
■申請期限
お子さんの出生日または、
転入日した日から
3ヶ月以内

市の健康診査において、
受診された親子に絵本ボラン
ティアによる絵本の読み聞かせを行っています。ま
た、
絵本を介して親子で触れ合う時間を持ってもらう
ため、10ヶ月児健康診査において絵本を1冊プレゼン
トする
「ブックスタート事業」
を行っています。
読み聞かせでは、
カラフルな絵本に目をキラキラさせ
て手を伸ばしたり、
表情を変えたりする子どもたちが
います。
保護者の方からは、
「こんなに早い時期から絵
本？と思ったけど、
意外と興味を持っていてびっくり
しました。
「
」いっぱいあって迷ったけどこの絵本にし
たんです。
」
などと喜ばれています。
また、保健福祉センターでは、開館日に絵本の貸し出
しを行っており、
自由に絵本を手に取れるように環境
を整えています。

みなさんの子育てを応援する広場です。
楽しく遊んだ
り、
ほっとくつろいだり、
育児について相談したり…。
公園感覚でお越しください。
三の丸広場 中央公民館（三の丸会館）2階多目的ホール
毎週月・火・木曜 10:00〜12:00 13:00〜15:00
☎0743-53-3020（事前にご予約ください）
つつい広場 南井町児童館
毎週月〜金曜
（8月は休み）
10:00〜12:00 13:00〜15:00
☎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
毎週木・金曜 10:00〜12:00 13:00〜15:00
郡高広場
県立郡山高校 校友会館2階
毎週水曜 10:30〜13:30
ととランド 平和地区公民館 会議室
毎週日曜 10:00〜12:00 12:30〜14:30
文／大和郡山市 子育ち支援課

〜日々忙しくしていると、
心の中にイライラやモヤモ
ヤがたまりませんか？気持ちを吐き出せる場所があ
りますので、
お気軽にまずはお電話ください！
■妊産婦・乳幼児相談窓口
（健康増進課）
場 所：橿原市畝傍町9-1橿原市保健福祉センター北館4階
（橿原市内膳町1-1-60 市役所分庁舎2階⑦窓口）
電 話：0744-22-8331 FAX：0744-24-9124
利用時間：月〜金曜（年末年始、祝祭日除く）9:00〜17:00
利用方法：来所もしくは電話相談
■すこやかこども相談
対象者：就学前までの乳幼児の子育てについて
相談のある保護者及び妊産婦
内 容：保健師・管理栄養士・助産師・臨床心理士に
よる個別相談と体重・身長測定
場 所：橿原市畝傍町9-1橿原市保健福祉センター北館2階
電 話：0744-22-8331 相談日:月2回(要予約)
文／さららちゃん
（橿原市観光ＰＲキャラクター）

児童手当や学童保育等、子育て支援を
担当。子育て期の親御さんの負担や不
安を少しでも解消できるよう、他課と
も連携しながら取り組んでおりますの
で、
お気軽にご相談ください。

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。

■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
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保育士がいるから安心！
親子で「ドレミの広場」へ

育児コーディネーターってなに？

文／宇陀市子育て支援センター

文／御所市子育て推進課

文／保健福祉センター

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。

令和3年4月より、児童課から「子育て推
進課」という名前に変わりました。場所
は今まで通り、いきいきライフセンター
内にありますので、よろしくお願いいた
します。

保健福祉センターは、お父さんお母さ
んが気軽に足を運んでいただけるよ
う、いつでも皆様を温かくお迎えしま
す。子どもさんの些細な心配事や成長
のこと、また家族のこと、なんでも聞か
せてください。

母子保健係

生後2か月からハイハイできるまでのお子さんと、そ
の保護者対象のぴよぴよサロンを年間6回開催しま
す。親子でゆったり過ごしたり、友達をつくったりし
ませんか。日時など詳しくは、はぐ〜るまでお問い合
わせください。
また、
就学前のお子さんと保護者が遊びに来ていただ
ける『すこやかホール』は平日2部制、定員制で開所し
ています。新型コロナウイルス感染症対策のため、換
気システムを新調しました。当面の間、天理市民の利
用に限定し予約制となっております。
ご予約お待ちし
ています。
『はぐ〜る』
■天理市子育て世代すこやか支援センター
天理市川原城町605番地
☎0743-63-1001
（内線896）
8:30〜17:00
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。
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びと育てる喜びが実感できるま
ち
育つ喜

健やかな心身と
穏やかな暮らしをつくる

「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

てもキラリ光る交流のまち
小さく

笑顔と元気があふれ、
の子どもと親が輝くま
べ
ち
す て

互いに支え合いながら
地域で
子育てできるまち
安心して

産後のママの心や身体をケア
育児不安を解消しよう

子育ての悩みをお気軽に相談
総合相談窓口をオープン！

お友達とふれあい、
交流できる場『マコリエ』

お出かけのきっかけに
気軽に遊びに来ませんか？

子育てのサポートを依頼したい方
会員登録受付中！

不妊・不育治療の助成を
拡充します

産後の回復が思わしくなく身体が思うように動かな
い、赤ちゃんのお世話になんだか自信がなかったり、
ほんの少し誰かの手をかりたかったり…。王寺町で
は、産後ショートステイ・デイケア事業を実施してい
ます。育児不安がある方は、王寺町保健センターにご
相談を。
委託施設：
心友助産院
（広陵町）対象…産後1年以内、
助産院カンガルーホーム（平群町）対象…産後４か月以内
対象者：産後1年以内のお母さんと赤ちゃんで利用条
件があてはまる方。※利用条件については、保健セン
ターまでお問い合わせください。
費用：・ショートステイ：1泊2日（10:00〜翌日10:00）
6,000円（昼・夜・朝の3食付）
・デイケア：1日 10:00〜
18:00 3,000円
（昼・夜の2食付）
申込・問合せ：王寺町保健センター（☎0745-33-5000）
文／王寺町保健センター

上牧町では、子育てや子どもの発達、園や学校、家庭の
悩みなどを相談できる「こども総合相談窓口」を開設し
ました。
0〜18歳までの子どもを養育している方！ひと
りで悩まず、
ぜひご相談ください。
電話相談もOKです。
実施している内容：
・妊娠の届出・母子健康手帳の交付
（要予約）
・プレパパママ教室
（要予約・参加費無料）
・赤ちゃん訪問
（産後の悩みやご相談に応じます）
（0歳〜就学前までのお子さんと保護者）
・乳幼児相談
・0歳〜18歳までのお子さんの悩み相談
相談内容：
※子どものことで悩みを抱えている方
※子どもに
「イラッ」
としてしまう方
※子どもに手をあげてしまう方
日 時：月〜金曜 8：30〜17：00
問合せ：☎0745-43-5034
文／上牧町こども末来課 こども総合相談窓口係

『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、お友達とふれあい、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。7月の
『マコリエ』
は、戸外あそびで 水
（プール）
あそび をし
ます！
対 象：村内在住の０歳〜就学前のお子さんとその
保護者
日 時：2021年7月14日
（水）
10:00〜11:00
場 所：明日香村健康福祉センター
持ち物：タオル、
飲み物、
水着
（水遊び用おむつ可）
、
サンダル、
紫外線対策できるもの
問合せ：明日香村健康づくり課
（0744-54-5550）

感染予防対策をとりながら、
広場を開けています。
■子育て広場あかり
・こども園内にある広場なので、元気で明るい子ども
の声が聞こえ、
ほのぼのとした雰囲気。
・親子が集まって楽しく遊び、
交流を深め、
安心して過
ごすことができるみんなの広場。
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（祝祭日・年末年始を除く）
■一時預かり
（詳しくはお問い合わせください）
生後7か月以上から利用可能
（登録必要）
■利用者支援事業
（個別相談／要予約）
・育児中の不安を安心につなげていきます。
・保護者の悩みや心配事に寄り添っていきます。
日 時：毎週金曜 13:00〜16:00
問合せ：子育て広場・一時預かり
（☎0743-57-2823）
文／安堵こども園 広場担当

「三郷町ファミリー・サポート・センター」
は、
子育ての
サポートをしてほしい人（依頼会員）と子育てを応援
したい人（サポート会員）で、地域の子育てを助け合
う有償ボランティア組織です。子育て中の困りごと
を地域のサポートに頼ってみませんか？
対象：町内在住で生後1か月〜小学3年生のお子さん
サポート内容：病院や美容院などお子さんを連れて出か
けにくいとき、
自分自身の時間を持ちたいとき、
仕事が忙し
いときなどにお預かりや保育園・幼稚園まで送迎します。
※詳しくはHPをご覧ください。※事前登録
が必要です。
■三郷町ファミリー・サポート・センター
住所：三郷町勢野西1-4-4
（子育て支援センターちぃすてっぷ内） HPはこちら
開所時間：9:00〜17:00
（土日祝・お盆・年末年始を除く）
問合せ：☎0745-44-3000
文／三郷町こども未来創造部こども未来課

平群町では不妊・不育に悩む夫婦の経済的・精神的な
負担の軽減を図るために、
一般不妊治療または不育治
療を受けている夫婦に対して、費用の一部を助成し
ていますが、令和３年４月より助成対象を以下のよ
うに拡充しました。

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が
喜びを実感できるよう、子育て支援に
取り組んでいます。

安心して子育てができる町！
こども末来課は、
様々な子育て支援に取
り組んでいます。
どんな事でもご相談下
さい。
笑顔でお待ちしています。

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）
電話：0744-54-5550

子育て中のみなさんを応援していま
す。たくさんの親子と仲良く過ごせる
ことを楽しみに、いつでも元気にお待
ちしています。

ホームページ

三郷町では、妊娠期から子育て期にわ
たる切れ目のない子育て支援の充実や
環境づくりを促進し、安心して子育て
ができるような町づくりに取り組んで
います。

文／平群町

健康保険課

平群町では、子育て世代包括支援セン
ターとして、プリズムへぐりと子育て
支援センターにより妊娠期から出産、
育児期までを切れ目のないサポートを
しています。

ふれる 夢あるまち たかと
り
笑顔あ

、やっぱり河合で暮らそう
！
そうだ

んと共に「いい町」づくり
みなさ

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

こんにちは赤ちゃん
訪問事業を実施しています

子育てしやすいまち
親子の交流や育児相談も充実

お子さまと一緒に
遊びにきてください！

多胎妊娠の方へ！
妊婦健康診査費用を追加助成

まちアート三宅町「ミヤケコプター」
できました!!

いい町ちかい町kawanishi

高取町では安心して子育てができるように、生後4か
月までの赤ちゃんがいるすべてのご家庭を
「こんにち
は赤ちゃん訪問員」が訪問し、お子様のお誕生のお祝
いの品をお届けするとともに、
子育ての様子を聞いた
り、
子育てに役立つ情報提供を行っています。
子育てについて不安や心配なことがあれば、
お気軽に
訪問員にご相談ください。

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。2020年10月1日より、子育て世代を対象に様々
な相談にお応えする相談窓口
「子育て世代包括支援セ
ンター」
を開設しました。
電話や窓口相談、
訪問相談も
行っています。
また、
出産されたご家庭には訪問し、お
祝い品のプレゼント
（オムツ、
エコバック等）
を行って
います。

広陵町では、町内在住の概ね3歳未満の児童と保護者が気
軽に集まって交流できる場所として、
「なかよし広場」と
「マミつどいの広場」を実施しています。子育ての仲間づ
くりや、ストレス解消、情報収集などにご活用ください。
■広陵北かぐやこども園なかよし広場（1階子育て支援室）
実施方法：完全予約制
場
所：北葛城郡広陵町大字弁財天297番地2
日
時：毎週月〜金曜
（祝日を除く）
4部制
①9:30〜10:30 ②10:45〜11:45 ③13:30〜14:30 ④14:45〜15:45
予約受付：広陵町福祉部こども課
（0745-55-6820）
※予約は利用日の前日から受付。
■マミつどいの広場（エコール・マミ 南館2階 マミ・ホール）
場
所：香芝市真美ケ丘6-10
日
時：毎週水曜（祝日を除く）2部制
①10:10〜12:00 ②12:30〜14:30
※詳細は広陵町ホームページをご確認ください。
文／広陵町 かぐやちゃん

多胎妊娠は単胎妊娠に比べて、妊娠高血圧症候群や早
産などの妊娠中のリスクが高く、
その管理が極めて重
要であり、基準（14回）を超える健康診査の回数が必
要とされています。田原本町では、すべての妊婦の方
が、安心して出産できる環境づくりを推進するため、
令和3年度より多胎妊婦の方に対して「多胎妊婦健康
診査支援事業」
を実施いたします。
多胎妊娠に伴い、妊婦健康診査受診票14回分を超え
て自費で妊婦健康診査を受診した際に要した費用の
一部を助成します（15回目以降自費で受診した分か
ら対象）
。
※多胎妊娠とは、同じ母親の胎内で同時期に複数（2
子以上）
の胎児が発育すること。
問合せ：田原本町こども未来課 子育て相談係
☎0744-33-9035

大人の価値観から外れて「夢中」になって創作するこ
とは、
生きる力を育てます。
生きる力を備えることで、
子ども達は大きく世界に羽ばたくことができると言
われています。そこで、子どもたちがいろんな人との
交流や、体験を通して「夢中」になれるものは何か!?と
考えたのが
「まちアート三宅町」
という取り組みです。
今回は、家で家族や友達などと一緒に創作活動ができ
るように、
またおうち時間を楽しんでもらうために
「ミ
ヤケコプター キット」をアーティストの人と一緒に作
りました。また、その作品展を新しく設置された「三宅
町交流まちづくりセンターMiiMo」にて開催予定。制作
キットは、
無料で配布しますので、
家族や友達と一緒に
作り、
天気のいい日に飛ばして、
おうち時間
を楽しんでください。
「ミヤケコプター」の
プロモーション、
作り方動画を、
YouTubeの
三宅町チャンネルにて配信中です。
三宅町
文／三宅町健康子ども局 植村 恵美
チャンネル

場 所: 河合町役場1階 子育て支援課
日 時: 月〜金曜 8:30〜17:15
問合せ: 0745-57-0200
（内線197）
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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文／明日香村子育て世代包括支援センター

①夫婦合わせての所得制限
（730万）を撤廃しました。
②居住歴に関係なく、
受診日に平群町に住民登録があ
れば申請できます。
③助成回数は、初めて助成を受けた年度から、１子ご
とに５回までになりました。
④事実婚であっても申請が可能となりました。
（但し
事実婚を証明する書類が必要です）

文／子育て支援課

子育て世代包括支援センター

子育て世代包括支援センターでは、
保健
師や保育士などの専門職を配置し、
ゆっ
くり相談できる部屋を設けています。

広陵町は竹取物語の舞台となった町。
竹取物語のかぐや姫をモチーフに生ま
れました！広陵町のマスコットキャラ
クターとして、まちのPRや、広陵町の情
報発信など、日々活躍中。

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
♪」

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。

母子手帳アプリ
【すくすくアプリかわにしby母子モ】
『すくすくアプリかわにし』
は川西町が提供する、安心
してお使いいただける子育てアプリです。これからの
子育てに役立つ機能が沢山あります。
・予防接種の簡単スケジュール
・お子様の成長を簡単に記録
・身長/体重グラフ
・成長記録や思い出を家族間共有
・子育てアドバイスなど

文／健康福祉課

保健センター

川西町のすべてのパパ・ママが安心し
て子育てできる町、すべての子どもた
ちが元気に育つ町をめざしてチームで
子育て親子のサポートをしていきま
す。どんなことでも気軽に相談してく
ださいね。
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その一心で奈良の素敵なことをお届けしています。

和菓子や洋菓子はもちろん、

季節のごあいさつに

奈良の魅力をもっと知って欲しい、

奈良ならではの贈り物を

奈良の良さを伝えたい、

日本酒やコーヒー、柿の葉ずしなど
こだわり品を幅広く取り揃えました。
facebook＆Instagram も更新中

ナラノコト楽天市場店／ YAHOO ! 店
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〈Summer Vol.34〉

TAKE FREE!!

