Vol.36 WINTER
20 21

愛だけじゃ
守れないから、

がん検診
調べてみよう
奈良県の
がん関連の情報は
こちらから
「がん検診を受けよう！」奈良県民会議事務局 奈良県疾病対策課

早期発見のために…
あなたも私も、
「がん」
に罹る可能性があります。け
れど、医学のめざましい進歩により、検診などで早
期に発見された場合は、治る確率も高く、しかも軽
い治療で済むようになってきています。がんが早期
で発見できるのはたった 1〜2 年です。だから 1〜2
年に 1 度の定期的ながん検診が必要なのです。

どうやったら検診を受けられるの？
がん検診は市町村が実施しています。また、お勤め
の職場でがん検診を実施している場合や、人間ドッ
クでも受診することができます。市町村のがん検診
は一部
（または全額）
補助があり、自己負担が少なく
受けられるのでお得です。
もっと知ろう！

がん のこと

がん検診ってどんな検査？
必ず受けていただきたい
五大がんの検査方法を紹介します。
胃がん
●どんな検査？：胃 X 線検査（バリウム検査）
または、胃内視鏡検査
●対象となる年齢：50 歳以上※1
●受診の間隔：2 年に 1 回※2
※1 当分の間肩 X 線検査に関しては 40 歳以上に実施も可
※2 当分の間肩 X 線検査に関しては年 1 回の実施も可

肺がん
●どんな検査？：胸部 X 線検査
ヘビースモーカーの方
には痰の検査
●対象となる年齢：40 歳以上
●受診の間隔：1 年に 1 回

『がんになって
気づいた大切なこと』

令和 3 年 10 月 10 日にオン 「がんの予防」
・
「がんの検診」
･「奈良県の
ラインで開催された奈良県 が ん 対 策 」・「 が ん と 診 断 さ れ た ら 」・
民会議の講演会等の内容を 「がん共生社会に向けて」をテーマに自
無料視聴することができま 身の体験、現在の活動、奈良県のがん関
連の情報をもとに「がんについての今」
す。ぜひ、ご視聴ください。
視聴期限：令和 4 年 3 月 18 日まで

を伝える講演会。

大腸がん
●どんな検査？：検便（2 日間採取）
●対象となる年齢：40 歳以上
●受診の間隔：1 年に 1 回

乳がん
●どんな検査？：マンモグラフィ検診
●対象となる年齢：40 歳以上
●受診の間隔：2 年に 1 回

子宮頸がん
●どんな検査？：内診、
子宮頚部細胞診
●対象となる年齢：20 歳以上
●受診の間隔：2 年に 1 回

【講師プロフィール】

動画視聴はこちらから

キャンサー・ソリューションズ株式会社
代表取締役社長 桜井 なおみ
乳がん体験者。元厚生労働省がん対策推進協議会委員。
37 歳の時に乳がんが見つかり、治療のため 8 か月間休
職。復帰後、治療と仕事の両立が困難となり、2 年後に
転職。自らの体験からがんでも働きやすい社会の実現
をめざしキャンサー・ソリューションズにてがん経験を
活かした雇用機会の創出や相談事業に取り組んでいる。

せんとくんとかぐやちゃん
「がん検診行ってみた聞いてみた」
動画もチェック

今
回
限り
！

生 活 クラブの
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ウインナーをご賞味ください
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＜対談＞
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豚肉のおいしさをたっぷり感じられる

奈良をもっと子育てしやすい街へ！

44

「子育てしやすい社会」
とは

お子さんもパリッと食べやすい

好き を見つけてあげよう

36

自分も子どもも 一個人 として大切に

※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。
※掲載の特集では換気、手指消毒など感染予防を施し取材しています。

「子どもとの向き合い方」

ひとりが年間で食べる食品添加物の量はなんと、およそ4.6kg。

ご存知ですか？

しかし生活クラブでは、国が許容している食品添加物828品目のうち約90%の使用を認めていません。
生活クラブは「不要な食品添加物を使わない」暮らしかたを提案します。

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

「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！

資料請求された方へ 今だけ無料

選べるプレゼント
キャンペーン !!
数量限定：12月31日まで

ママのためのファイナンシャルセミナー

無料

〈ランチ付〉
各日
先着20名

奈良市高畑町1118
P無
（近隣有料P有）

369
興福寺

住宅ローン簡単削減方法

定

女性限
対

象年齢

歳

20〜60

9 16㊍・20㊊

12/ ㊍
・

セミナー 11:00〜12:30（受付開始 10:45〜）／ランチ 12:40〜（自由解散）

南都
もちいどの
センター街

セトレならまち

近鉄奈良駅
東向商店街

〔開催場所〕

お金の話

・ 5分で完了！
？

お金の勉強会と美味しいランチが無料で楽しめるスペシャル企画

セトレならまち
2段重ひのき箱

スープ、
オードブル、
メイン4種、
デザート、
パン・コーヒー

知って得する

女性のライフプランにお金の悩みは付きもの・
・
・

こんな話をさせていただきます！

猿沢池

※30分以上の遅刻の場合、
ご参加頂けませんので予めご了承下さい。 ※途中退席、
ランチの
みの参加はご遠慮下さい。※お一人様各日１回までの参加とさせて頂きます。※お子様同伴の
場合、
お子様分のお食事提供はございません。 ※定員に達した時点で締め切りとさせて頂きま
す。最小施行人数に達しない場合は開催を控えますので予めご了承ください。

・ 目からウロコ！

子どもの教育費を賢く貯める方法

・ 簡単！ 誰でもすぐにできる

生活費削減方法

・ これ本当に必要！
？

ぱーぷるmama

読者限定！

A

厳選ミンチ肉

冷凍餃子

冷凍食品

1

人気
NO.

お電話、ネットからお気軽に／

必要な老後資金と準備の仕方

〔対 象〕20〜60歳までの女性（お子様連れ可）
〔申込期限〕開催3日前の15時まで
〔主 催〕株式会社エーイーピー
〔受 付〕070-8427-9251

国産で安心の

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「生活クラブのポークウインナー（100g）」をサンプルとご一緒にお届けします。

生命保険のウラ話

セミナー参加申込はQRコードから！

B

石井養豚センターの

・ 年金問題どうする！
？

※お客様よりお預りした個人情報は適切に管理し、
セミナー受付時にのみ利用いたします。※主催者およびセミナー講師を除く第三者に個人情報の開示はいたしません。

3

AかBのサンプルの中からどちらかお選びいただき、
ホームページの専用フォーム、またはお電話でお申
し込みください。

／

特別ランチ

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

●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）

住まいづくりの第 1 歩

ご来店予約

ご来店

奈良店・生駒店がございますのでご都合の良い店舗
をお選びください。また完全予約制のため、ご来店
の際はWEB orお電話にてご予約ください。

住まいに関するご家族の希望をヒアリング。また、
家づくりに関する疑問や不安を解消するお手伝い
やご希望の方にはFPによる無料相談も行います。

私たちは
いくらの家を
買えるのかな？

仕事も忙しいし、
子どももいるし、
効率よく
家づくりがしたい！

ご利用の
流れ

私たちの理想を
かなえてくれる
住宅会社って
どこだろう？

どんな土地？
何から始めたらいいの？

依頼先の検討

住宅会社紹介＆予約代行

ご相談や住宅会社の紹介は、何度でも無料です。
マッチしなかった会社へのお断りの返答も代行し、
納得できる住まいづくりを応援いたします。

ご家族の要望をかなえてくれる住宅会社をご紹介。
住宅会社への訪問予約、いただいた情報をもとに
スムーズな進行をサポートします。

奈良専門の

住宅会社紹介カウンター
相談無料

完全予約制

各時間 1 組限定

駐車場完備

369

●コーナン

阪奈道路生駒
インター
チェンジ

奈良蔦屋書店
●GS ●

阪奈

●

三笠中学校前
至近鉄生駒駅

ナラタテ 奈良店

ナラタテ 生駒店

奈良県奈良市三条大路1-7-12
営 9:00〜18:00
（時間外でもご来店可能）

住

住

営

道路

168

ガスト●

バス停
「稲倉」

●鶏笑

●
小明町
ジョーシン
東生駒店 ●いそかわ
●奈良トヨタ

東生駒病院
●
辻IC

が選ばれる理由
紹介する
各社との
グも
フィーリン
考慮

専門性

相談無料

ナラタテは住宅雑誌
「奈良すまい図鑑」

家づくり全体の流れや基礎知識、資金

の編集部が運営。創刊から12年、毎年

計画など、知っておくと安心な情報を

100 邸以上の取材を行い、奈良の住宅

効率よく学べます。ご希望の方には

会社を知り尽くしたアドバイザーが在

ファイナンシャルプランナーもご紹

籍しています。

介。相談・紹介、全てのサービスが無料
です！

●大阪王将

］［

三条大路
１丁目東

●ローソン

ナラタテ

●
生駒台郵便局

生駒警察署

0120-879-912

バス停｢四条大路二丁目」

1

●
阪奈中央病院

］［

W E Bなら2 4 時 間 受 付

三条大路
２丁目
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奈良スバル
自動車

N
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奈良県
コンベンション
センター

］
［

ご来店予約 専 用フォーム

検索

●
ホテルアジール
奈良アネックス

月極駐車場
クリーンカー
奈良中央●

ドコモショップ●

ナラタテ

］
［

142

●
JW マリオット
ホテル奈良

ナラタテ
スタジオオレンジ●

24

奈良市役所東
奈良市役所●

駐在所●

］
［

バス停 三｢条大路一丁目﹂

二条大路
南 1 丁目

ミ・ナーラ
●

］
［

N

OPEN

最近よく聞く、
中古物件の
リノベーションって、
どうなんだろう？

至近鉄東生駒駅

奈良県生駒市小明町446-1
9:00〜18:00
（時間外でもご来店可能）

書込み式
ナラタテ
ノートを
プレゼント
!!

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！
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子ども服

子ども服B i sque（びすく）

広々キッズスペース無料開放中！遊べる子ども服屋さん
屋内に大きな滑り台やボルタリングなどの楽しい遊具あり！
お子様と一緒に楽しめる空間となっておりますのでお気軽にご来店を。

雨の日でも遊べるわくわくスポット
親子そろって楽しめる服屋さん

﹁ 子 育て中のママさん・パパさんたちに︑
ゆっくり過ごしてほしい﹂﹁ 子どもたちに
ドキドキわくわく するような 遊 び場 を
提供したい﹂︑そんな思いから生まれた遊

べる服屋 Bisque
︒お店では韓国子ども服
を販売
︵サイズ展開
〜１４０サイズ︶
︒
シンプルでナチュラルな洋服が多く︑色味
もくすんだやさしいカラーをセレクトして
いる︒肌触りも良いので︑
ギフトとしても
喜 ばれているそう ︒洋 服はオンラインで

も販売中︒無料開放している広いキッズス
ペースは木のぬくもりを感じられる空間︒
わくわくを求めて親 子そろって行ってみ
て！

60

オーナーセレクトの珍しいおもちゃや、あたたかみのある木のおもちゃあり
！
赤ちゃんから幅広い年齢のお子様が遊べるのがポイント。

子ども服Bi sq ue（びすく）

INFORMATION

0745-47-7645

WEBでも
チェック！

大和高田市藤森130-16
10:00〜16:00
日曜
10台
https://bisque.official.ec/
メール shop.bisque@gmail.com
LINE @bisque
インスタグラム bisque.̲.shop

＊キッズスペースだけの利用OK
＊保育士orママスタッフ常駐
＊授乳室・キッズトイレ等完備

子育てセミナー

個室パーソナルジム

ニコズ カフェアンドテーブル

パ ーソナルジムエイド

NICO S CAFE&TABLE

﹁ジムに通いたいけど子どもがいるから行けない ︒
﹂
…
﹁瘦せないとと分かっていても結局︑家でダラダラ ︒
﹂
…
そんな運動不足に悩むママに大人気︑子どもが喜ぶお

COUPON

もちゃやテレビが揃うキッズスペース完備の
﹁パーソナ

9

﹂！専属トレーナーによるマンツーマンレッ
ルジム Aid
スン︑器具や設備が充実した自宅とは違う環境で︑そ

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！

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
18㊋
12/9㊍、1/13㊍、
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

子連れで通えるプライベートジムでダイエット！
ろそろやる気スイッチをオンにしよう！

子どもの才能発見&子育てマネーのお勉強会開催!!

パ ーソナルジムA i d 菖 蒲 池 店

「ぱーぷるmama」
を見た！で
月会員にご入会&回数券購入で２回分のセッションが無料！
先着5組限定

2021.12.31まで有効

奈良市あやめ池南2-1-50 MPビル南館 3F
☎ 0742-42-6421
〈平日〉10:00〜22:00〈土日祝〉10:00〜18:00
火曜・第 1・3 金曜
P 無（近隣に有料 P 有り）
詳しくはお問合せください。
Facebook@aidayameike
Instagram@aid̲ayameike

詳しくはこちら

11

10

13

12

15

14

17

16

23

22

24

27

26

29

28

くにしげクリニックは、ファミリークリニックです。

？質

よくある

問

ワキガ

明るく元気なスタッフがみなさまをサポートします。

中！
ム連載
ラ
コ
に
アプリ

自分のニオイは自分では
わからないから気になる……

Point

、
ックは
クリニ
げ
し
ん。
くに
りませ
あ
は
で
た時に
予約制
思われ
と
！
い
行きた
さい。
てくだ
し
ら
い

『スメハラ』ご存じですか？
スメルハラスメントとは、ニオイが迷惑になっていることだそうです。本人は
気付かないことが多く、デリケートな問題なので、伝えたくてもどうすれば
いいのか悩むところですね。もしご家族が気付いていらしたら、一度、ご相
談ください。くにしげクリニックでのワキガの治療は二種類あります。手術
ます。ワキガではないのに「自分はワキガかも？」と気にされている方もお

腰痛

越しください。大丈夫と思っていただけるかもしれません。

いつもイタイわけでは
ないから…大げさだよ…

？

？質

イボ

これを読んでくださっている多くの方が痛みに対してそん

問

な風に思われていると思います。他にも「こんなくらい
で病院は大げさ」
「先生に笑われるかも…」
「何されるか
わからないから怖い」
「注射されたらどうしよう」などなど。
そんなご心配は不要です！ご本人より周りが心配されて

年齢を重ねると首や顔、ヒフの柔らかいところにイボができます。イボはウ

いらっしゃるかもしれません。

イルスによってでき、たくさんの種類があります。子宮頸がんの原因にもな

イボ……

りますので、気づいたらぜひ治療にお越しください。同居の家族はもちろん、
おじいちゃん、おばあちゃんに気になるイボはありませんか？

でもしんぱい……

!

コロナ対策実施中

● 抗菌ミストを院内循環させています
● オンライン診療＋電話でお薬 OKです
● 随時換気をしています

※土曜日の午後は 14:00~16:00
▲リハビリ・手術

NEW

U・Vlock スプレー
90g ￥1,980（税込）

マスクが原因のトラブル︑
みなさんはどうされて
いますか？

17:00~19:00 ● ● ／ ● ● ／ ／ ／

ＳＰＦ５０+

マ ス ク が お 肌 に あ た る 部 分 に シ ミ︑

〒631-0842 奈良市菅原町東 2 丁目29-13

14:30~16:00 ▲ ▲ ／ ▲ ▲ ※ ／ ／

あ り ま せ ん か？く に し げ ク リ ニ ッ ク

Tel.0742-49-6766

10:00~13:00 ● ● ／ ● ● ● ／ ／

で は︑レ ー ザ ー で の 治 療 を 行 っ て お

https://www.kunisige.com

月 火 水 木 金 土 日 祝

り ま す︒大 き さ に よ り 金 額 が 変 わ り

くにしげクリニック

診療時間

お化粧の上から、髪にも
シュッとヒトフリ。

ま す が︑1 セ ン チ 角 を 基 本 と し て 金

KUNISHIGE CLINIC

発売されました。

額 を 算 出 し て い ま す︒く わ し い こ と

形成外科 / 整形外科 / 美容外科

スプレータイプの日焼け止めが

は ホ ー ム ペ ー ジ で ご 確 認 く だ さ い︒

診察代金もキャッシュレス！
ペイペイでのお支払いが可能
です。

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。

レーザー以外にも内服薬と医療機関

初診申し込み票もおオンラインで作成でき、来院した時の手間がありません。

でしか販売していない美白化粧品を

全診療科目（整形外科・形成外科・美容外科）で予約可能です。

ラインで 1対1のお問い合わせを
スタートしました！

処方いたしております︒

このサイトから予約ができるようになりました。h t t p s : //epa r k . jp/

問

いつも痛いわけではないから病院に行
くほどでも…

よくある

プツプツがいっぱい
ふえてきたかも…

？質

よくある

と針を使った治療です。診察の時にあなたにあった治療方法をお伝えいたし

京都

奈良

奈良・京都で30エリア100区画以上の
分譲地をご紹介
豊富な物件情報と経験豊かなスタッフで理想の家づくりをサポート致します。
家づくりの夢ぜひお聞かせください。

地PICK UP!
譲
分
すめ
おす

奈良・京都の分譲地がたくさん
全5区画

京都 京田辺エリア

全2区画

全42区画

法蓮エリア

【最寄り駅JR京田辺駅】

神後原エリア

全7区画

全2区画

全6区画

生駒 辻町エリア

全１
７区画
【最寄り駅：近鉄東生駒駅】

斑鳩町エリア

東生駒エリアに位置し、大阪にも車で20分程度でアク
セスできる好立地。子育て世代向けの行政施策も充実し
病院なども多く開設されていて、その暮らしやすさに注目が
集まっているエリアです。

やまと不動産のHP

京都市、大阪市、奈良市を結ぶ三角形のほぼ中央に位置し
アクセスが良く市内には近鉄京都線、JR片町線が走っています。
自然景観だけでなく学術研究都市の一端を担うこともあり、
子育て環境にも適しています。

奈良・京都から探す
やまと不動産の分譲地

https://www.yamatogroup.net/
HPでは、
『やまと不動産』の施工事例や、
家を購入する時の流れ。分譲物件の情報等。
いろんな情報が掲載中。ぜひチェック！

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。
一緒に観に行くこともできる！

モデルハウス
【花鳥風月
「やまとの家」
】
『やまと不動産』が手掛ける
家づくりの雰囲気を見ることができる。
安心の家づくりのための仕様や設備を体感してみて！

株式会社やまと不動産
住

所

630-8115 奈良市大宮町1-6-21

駐車場

有り

営業時間 9：00〜19：00

※スムーズなご案内のためご来社の際は、事前のご連絡がオススメです。

毎週水曜休
休 業 日 第2・4火曜、

お問い合わせ 0742−36−1123

HPは
こちらから

今城エリア

四条大路エリア

他にも多数の分譲地をご紹介！

花鳥風月やまとの家
奈良・京都で分譲物件を紹介している「やまと不動産」です。
自社オリジナルブランド「花鳥風月やまとの家」はハイグレードな標準設備と、
住む人のライフスタイルに寄り添ったプランで、
家族がずっと住み続けられる
「愛着ある」家づくりをご提案致します。

安心のサポ
ート体
制

子どもの習い事
英会話
教室

グローバル コネクト イングリッシュスクール

Global＋Connect English School
0742-93-6480

あやめ池に All English で
過ごすSchoolがOPEN！

奈良市

子どもから大人まで、様々な可能性を広げるお手伝いをしたいという思いによりこの

vol.36 2021 Winter

バスケット バンビシャス奈良
ボール教室
0743-58-5180
バスケットボール・チアダンスの
おもしろさ・楽しさを発見しよう！

県内

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

11月に教室をオープン。検定や試験を目的とした英語習得ではなく、
「 楽しみながら」身

ボールが大好きな選手」の育成を目指すバスケスクールでは、幼児期から基礎的な運動能力

につく環境を提供。決まった教材などは使用せず、1人1人のレベルに合わせたレッスン

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、
ダンスの基礎と

を受けられることが強み。All Englishで
「生きた英語」に触れながら一緒に楽しむことを

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ゲームや地域イベントに出

大切にしたレッスンを体感してみよう
！

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！

＊3歳からのKidsコース
＊親子で通えるFamily
コース

＊バスケットボールスクール
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）

対象年齢３歳〜
入会金・教材費なし
月謝 12,000 円〜
※回数や時間に関しては応相談

＊チアダンススクール
月謝6,600円（税込）
5歳〜小6年生
※中1〜のクラスもあり

information!

school data

体験２回まで無料

奈良市あやめ池北 2 丁目1-12
月･火･木･金･土曜 11:00〜20:00
mail-e@global-connect2021.com
備 instagram@global̲̲̲connect2021
※詳細はお電話、
インスタグラム等で
お問い合わせください。

英会話
教室

両スクールとも無料見学・体験随時受付中!!

大和郡山市美濃庄町 759-1 HP https://bambitious.jp/

バンビシャス奈良

12月26日
（日）
クリスマスパーティー開催！
詳しくはインスタグラムをcheck！

Information

【バスケットボールスクール】生駒校（生駒市民体育館）／奈良校（南部生涯スポーツセン スクールの
詳しい
ター）／斑鳩校（斑鳩町中央体育館）／鴻ノ池校（ロート第二アリーナ）／橿原校（ジェイ 内容はコチラ
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）／天理校（天理市立
総合体育館）／北大和校（北大和体育館）／大和郡山校（大和郡山市総合公園）／葛
城校（葛城市民体育館）
【チアダンススクール】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）

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

園児クラス体験会実施中
少人数レッスンで楽しくマスター！
昨年度から必修化された小学校の英語授業。
「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。土曜日に4〜5歳の

ネイティブスピーカーの先生とのふれあいで英会話を楽しみながら学び成長。

年中クラスが開講し、JR郡山駅前校・佐保台校の園児向け体験クラスも準

苦手意識がなくなり、スクールへ通うのが楽しみになること間違いなし！

備中。テキストの他に歌やゲームなど遊びを通して英語に慣れ親しみ、楽しく
テキスト以外にゲームやクイズなど遊びを通して

英語を習得できるのが強み。多くの生徒やママから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

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〜）

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!

※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

0742-71-0550
奈良市佐保台 2-902-377
10:00〜21:00

coupon!

自信があるから無料レッスンは 2 回！
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 /'21.11.20〜'22.2.19】

JR郡山駅前校

橿原本校

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

各校専用駐車場有

0744-20-0120

八木教室（プログラミング教室も開校）

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。
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
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士はもっと気さくで優しく
築
建

豊かな時 間を生み出す家づくり講 座
家づくりは、「まわりがこうだから」ではなく、
「自分の意思で決めるもの」
。後悔しな
い選択をしましょう。そのためには、自分の特徴と本心を知ることに加えて、家づくり
の「今」を知ることが必要です。家づくりの常識は、コロナ禍を経て完全に変わったと
思う方がいいでしょう。おすすめは両講座受講ですが、まずはどちらか気になった方だ
けでも。フラットな立ち位置でお話するので、安心してお越しくださいね。
㈱インディゴ代表 / 一級建築士 堀口敦由
時間とお金の概念が逆転

ブルーホール特異点
f = ma
Z = a+bi
Ti = me ?

時間こそ最重要
家づくりの常識は
完全に変わった

| 企画の概要 |

子育て教育こそ
社会を救う

代表プロフィール
堀口敦由 一級建築士 宅建士
京都大学大学院卒。
近鉄であべのハルカス、天王寺公
園の再開発（てんしば）などを担当。
その後株式会社インディゴを設立。

事務所併設のカフェ「ブルードロワ」で、
自家焙煎珈琲を飲みながらのほっこり講座。
完全託児付きです。安心してご参加ください。

２講座のセットを２コースご用意しました。
受講者全員に

●参加条件
・ご夫婦での参加を推奨します!
・今回は家づくりがまだの方や検討したい方限定とさせていただきます。
・当社に家を頼まなければいけないなどの条件はありません。

「家族づくり応援資金」
をプレゼントします。

●春夏2回の開催では想定していたより多く、計１４組のご家族と、さらにぱーぷるmama編集スタッフの方々にもお越しいただきました。
●特典は、「いい出会い」「動くきっかけ」を重視している開催側の気持ちを表すものです。前回実際やってみてよかったなと思えたので、参加しやすい形に改良して継続実施します。

コースA 「家」=「家族」づくり。子育て、家族時間がうまくいく「家」をレクチャー
講座

1

12/4(土) 11:00~12:00
12/26(日) 11:00~12:00
1/29(土) 11:00~12:00

講座

2

12/4(土) 13:00~14:00
12/26(日) 13:00~14:00
1/29(土) 13:00~14:00

頭のいい子・感性ある子に育てたい

家族の「幸せ」は何で決まるのか

子育て・教育と家づくり

家族づくりの講座

「勉強がはかどる家」「感性や情緒が育つ家」について
の講座です。環境が人を変えるというのは本当です。
「家ってこうなっていると全然違う」を解説します。
幼少期の子育て・受験勉強のリアルな体験談なども交
えながらのお話です。

家づくりは家族づくりです。すごい金額を出して建て
る家ですから、
「幸せな時間」を実現できるものにし
て欲しいです。周りに流されない家族時間の考え方、
ライフプランの作り方などをお話します。

家族の幸せ

応援資金

１万円

プレゼント！

コースB 「失敗したくない気持ち」と「自分らしい選択」の両立をレクチャー
講座

3

12/11(土) 11:00~12:00
1/9(日) 11:00~12:00
1/30(日) 11:00~12:00

講座

4

12/11(土) 13:00~14:00
1/9(日) 13:00~14:00
1/30(日) 13:00~14:00

ポイントは決まっている !

自信を持って決断するために

失敗しないためのポイントを知ろう !

家族 ( 自分 ) のタイプを知ろう !

どこに気を付けて、何を知っておけば失敗しないか、
後悔しないか、を徹底的にレクチャーします。インター
ネットなどでよく言われるところとは、全然違うポイ
ントだったりします。

新築 or リノベ ? ハウスメーカー or 工務店 ? 場所と予
算は ? …あなたのタイプを診断し、タイプごとの最適
な道筋や重視するポイントをレクチャーします。優先
順位を整理し、自分らしい決断の材料にしてください。

とお伝えください！
●お問い合わせ (電話・メール) 「ぱーぷるmamaを見ました」

☎0745-60-8791 Mail：info@indigo.town

お申し込みは
コチラから

動き出す

応援資金

１万円

プレゼント！

株式会社インディゴ一級建築士事務所
カフェ ブルー・ド・ロワ
香芝市別所 74-5

P RE S E NT
をダウンロードして下のプレゼントを当てよう!!
3色

5組
1 0 名様

各

3 名様

【目盛付き】

B カラー アルミメスティンL[1000ml]
A 奈良わんぱくランド はしゃきっズ ペア2 時間無料券

丈夫で熱伝導性に優れたアルミ製メスティン。ハンドルは

奈良健康ランドで大人気の、親子で遊べる屋内型巨大エ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も向

ているのでフライパン・鍋などの調理器具として料理を作る

折り畳んでコンパクトに収納でき、軽量なので持ち運びに
便利。
アウトドアやキャンプなどにオススメ。ハンドルが付い

け知育モニターや巨大スライダー、埋もれるほど大量の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す。
い

ことも。飯ごう炊飯、焼く、蒸す、煮るのクッキングレシピ付。

つもは親子、
ここでは友達。
ちびっ子から大人まで世界一のはしゃぎっ子になろう
！

グリーン・イエロー・レッドの3色を各3名様ずつプレゼント。

【有効期限】22.5.31迄。当選後はチケットを弊社からご自宅へ発送。

提供 /スケーター株式会社
https://www.skater.co.jp/

提供 / 奈良健康ランド
https://narakenkoland.net

3種

3 名様

3 名様

2 名様

1,000 円
ギフト券

キウイガーデン（Kiwigarden）

C フリーズドライ【アップルヨーグルト、

バニラココナッツヨーグルト、
ストロベリーヨーグルト】

「わらべうたベビーマッサージ」改訂

D 2版 わらべうた CD 付 奥田朱美著

E Amazon ギフト券（商品券タイプ）
1,000 円分

栄養まるごとフリーズドライのつまめるヨーグルトです。3

助産師考案の赤ちゃんが泣き止むオリジナルCD付き

スマートフォンアプリ
「ぱーぷるmama+」
が、
「奈良のタ

つの新味が登場！砂糖を使用せず、
りんご果汁の甘みだ

わらべうたベビーマッサージ書籍。歌は日本のよき文化

ウン情報 ぱーぷる」
と合体し、12月1日にバージョンアッ

けでつくりました。合成添加物を使用せず、
グルテンフ

である
「わらべうた」調で、赤ちゃんが喜ぶ ラ の音を中

プします。
これを記念して、Amazonで使える商品券をプ

リー。生きた善玉菌を含み、
おなかにうれしいおやつです。

心に 作られています。英語も収録。ベビーマッサージの

レゼント。
「ぱーぷるmama+」
をダウンロードして、
さらに

テキスト絵本として活用できます。覚えやすくて簡単、生

使いやすくなるアプリを体験してみよう。

後2週間から使えます。
提供／株式会社ティーレックス
https://www.coming-shop.co.jp/

提供 /ぱーぷるmama
https://pa-puru-mama.com

NPO 法人わらべうたベビーマッサージ研究会
https://www.jyosansi.com/

応募

プレゼントの応募はアプリから！
2021 年 12 月 1 日から
ぱーぷると一緒になってバージョンアップ !!

〆切

2022年

2月19日（

土）

⇦詳しくは左のページをご覧ください。

iPhone
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Android

会員登録していただいた
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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

「ゆったり子育て」で
体罰によらない子育てを

奈良をもっと
子育てしやすい街へ

街の子育て
【ファミリー・サポート・センター】
～あなたの子育て応援します。～
香芝市ファミリー・サポート・センターでは、育児の応
援をしてほしい方
『利用会員』
と応援したい方
『サポー
ト会員』
が子育ての助け合いをしています。
利用会員／香芝市に在住の方
生後6か月〜小学6年生までの子どもをお持ちの方
※ご利用には会員登録が必要です。
サポート会員／ 香芝市に在住の20歳以上の方
心身ともに健康で、
子どもの送迎や自宅で子どもを預
かれる方※奈良県または香芝市が行う所定の研修の
受講が必要です。
利用費用／600〜800円 その他実費が必要です。
■問合せ
香芝市ファミリー・サポート・センター事務局
香芝市逢坂1-374-1総合福祉センター内（児童福祉課）
☎0745-79-7522（平日8：30〜17：15）
E-Mail：kosodates@city.kashiba.lg.jp
文／香芝市児童福祉課

桜井市では、安心して出産・子育てができるよう、妊娠
後期の妊婦さんに、
助産師等が電話訪問をしています。
電話では、間近に控えた出産に向けて、体調のことや
出産・育児に向けた準備の状況等を確認し、疑問や質
問、困りごとがないかをお聞きします。妊娠中や産後
のからだやこころのこと、母乳のこと、生活のこと
等、気軽にご相談ください。ご希望に応じて、来所や
家庭訪問での相談も行っています。

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。

対象：はじめてママになる妊娠32〜37週ごろの妊婦
電話訪問を希望される妊婦
■子育て総合支援室
桜井市保健福祉センター
「陽だまり」
場 所：桜井市粟殿1000-1
（☎0744-47-4626）
日 時：月〜金曜
（祝日除く）
8:30〜17:15
文／桜井市子育て総合支援室 野村 千寿

おうちでも食べたい
天理市人気給食レシピ
料理レシピサービスのクックパッドに、
『天理市人気
給食レシピ』
のキッチンがあります。
天理市公立保育所の人気給食レシピの他、
『離乳食編』
『子どもと作ろう♪』のテーマでレシピを掲載してい
ます。
クックパッドのトップページから、
「天理市」
と検索し
てみてくださいね。
写真は
『ひじき入りオムレツ』
です。
具だくさんで栄養
満点！野菜が苦手な子も、
卵とケチャップの味で食べ
やすいメニューです。

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。

遊びにきてね。話しにきてね。
2022年４月、柏木公園隣に「奈良市子どもセンター」
がオープンします。
子どもたちが「わくわく」と好奇心を掻き立てられる
遊び場や、親子のふれあいを育む遊び場のほか、子ど
もの発達相談や気軽に子育ての相談ができる相談窓
口、専門的な相談や援助を行う児童相談所など総合
的な子育て支援施設がオープンします！
■問合せ
奈良市児童相談所設置推進課
（☎0742-93-6595）
子ども未来部インスタグラムでも建設工事の様子
などを配信しています。

文／パパジーカ

詳しくはこちら→

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。

子育てを応援する施設や店舗に
ステッカーを掲示していただいています！
親が子どものしつけの一環で、体罰をしてはいけない
ことが法律で定められています。
どんなに軽いもので
あっても、体罰を受けた子どもは心に傷を負い､自己
肯定感が低くなるなど、子どもの健やかな育ちが阻害
されてしまう可能性があります｡
親としてもイライラするあまり、
子どもに手を上げて
後悔する経験は誰しもあるものです。
そんなときは深
呼吸して、
リラックスしましょう。
困ったときには、周
りに助けを求めましょう。
奈良県では、
体罰によらないゆったりした子育ての雰
囲気をつくり、
応援する方を増やす啓発活動を実施し
ています。親子を温かく見守り、子どもが健やかに育
つ社会づくりへのご協力をお願いします。

文／奈良県 女性活躍推進課

山中 裕香

地域全体での子育てを応援するキャラ
クターです。
これからも子育てしやすい
環境づくりに向けて、
「なら子育て応援
団」
をPRしていきます！

ファミリーにとって
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 11 月 1 日現在

て、楽しく子育てできる街
安心し

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

シンボル、金魚が泳ぐ城下町
。
平和の

しく輝けるステージ生駒
自分ら

ロマンのまちかしはら
子育て

笑顔がいっぱい！
ここで子育てしよう！

親子で楽しくニコニコ笑顔の交流広場へ
～地域子育て支援の“親と子のすこやか広場”～

使わなくなった子ども用品
ゆずります、ゆずって下さい

日曜日こどもつどいの広場
「ととランド」開催中

生駒ならではのプログラムで
地元を満喫しませんか

子ども医療費助成を
おこなっています！

「きれいなのに捨てるのはもったいない」
「誰かに使って
もらえるかな？」
そんな家庭にあるベビー用品
（チャイ
ルドシート・ベビーカー・バウンサー等）
や着られなく
なった乳幼児の服はありませんか？まだ使える状態の
ものであれば、
子育て支援センターまでお持ち下さい。
「子どもはすぐに大きくなるから助かる」
「少しの間しか
使わないから買うのはもったいないし」
そんな必要な方
にお譲りしていますので是非有効利用してください。
子
育て支援センターは、
未就園児の親子が集って安心して
楽しく過ごせる場所です。
また、
もうすぐ赤ちゃんを迎
えるという方もどうぞお気軽にご利用ください。
お持ち
下さる際は、
事前にお電話でご連絡ください。
■子育て支援センター
（新庄健康福祉センター内）
住 所：葛城市北花内341
日 時：月〜金曜 9：00〜17：00（祝祭日・年末年始を除く）
問合せ：☎0745-69-5241
文／葛城市子育て支援センター 安川 裕美

「ととランド」
は、
未就園の子どもたちが保護者の皆さ
んと一緒に遊べる、
皆さんの子育てを応援するところ
です。
日曜日は休日のお父さん、
平日に子育て広場に行けな
いお母さんもぜひ、
お好きな時間に気軽にお越しくだ
さい。

生駒の文化や自然、食、技術などを体験できるプログ
ラムをまとめたポータルサイト「いこま遊び体験」が
完成しました。生駒ケーブルのお仕事体験や「くろん
ど池」
でのボート遊び・バーベキュー体験、
星空案内人
による天体観望体験など、
親子で楽しめるコンテンツ
も盛りだくさん。
これからもアウトドアでの体験や自
然アクティビティなど、たくさんの体験が追加される
予定です。
「いこま遊び体験」
では、
体験の予約や代金の支払いが
可能。交通アクセスに恵まれ、どこからも訪れやすい
生駒で、さまざまな体験プログラムや
アクティビティを思いっきり楽しんで
みませんか。

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
（14日未満は500円）
【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）

五條市子育て支援センター
「はっぴぃ」
では、
遊びの場
の提供・親子の交流ができる地域子育て支援拠点事業
「わくわくルーム」
（ 無料）がイオン五條店2階にあり
ます。
「わくわくルーム」では、親子で遊び場以外にも
子育てに関する不安や心配事、子ども自身の悩みに
ついても相談に応じています。子育てで悩んだり、
困ったりした時は誰かに話すことでホッとしたり、
子育ての見方が変わったりすることがあります。ぜ
ひとも気軽に「わくわくルーム」に遊びに来て、笑顔
あふれる子育てをしませんか？
日 時： 火〜土・第2・第4日曜
（10:00〜16:30）
受 付： 16:00まで
場 所： 五條市今井2丁目150番地
（イオン五條店2階）
問合せ： 五條市子育て支援センター
「はっぴぃ」
☎0747-25-2555
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マタニティ電話訪問もはじめました!!

子育て中のパパ、ママを中心に大人も子どもも集い、
遊びながら交流したり子育ての話や情報交換したり
するなどして楽しく過ごせる広場です。
毎月、
イベントを開催しています。
おもちゃで遊ぶだけでなく、
保育士と一緒に親子でふ
れあい遊びをしたり、
リズムなどで遊んだりして楽し
んでいます。
場 所：市民交流センター3階 親と子のすこやか広場
大和高田市片塩町12-5
日 時：9:00〜18:00
（ただし第一・第三月曜は休館日です）
問合せ：☎0745-44-3213

文／児童福祉課 子育て支援センター

文／市民交流センター 親と子のすこやか広場

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
持つ保護者の子育てを支えるお手伝い
として一時的にお子さんを預かる一時
預かり事業「にこにこルーム」
（有料）も
あります。

親子が集う場を提供するだけでなく、
子育て相談や情報交換をおこなったり
親子が交流を通して親同士が育ちあえ
る架け橋となっています。

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。

場所：平和地区公民館 研修室
日時：毎週日曜 10：00〜14：30
対象：０歳から概ね３歳までのお子様
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
入場人数
を制限し、
実施しています。
（定員5組）

詳しくはこちら↑

文／大和郡山市子育ち支援課
大和郡山で作られている大和の伝統野
菜「大和丸なす」と特産品の「いちご」
「金魚」でできた、ととランドのお友だ
ちです。
よろしくね。

文／たけまるくん・生駒市マスコットキャラクター
高山の職人が竹のように強い子になる
ように気持ちをこめてつくりました。
いつも元気で風邪ひとつひかず、フッ
トワークも軽いのでどこにでも喜んで
おでかけ。生駒のことをたくさん紹介
します！

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。
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心豊かな子が育ち、

「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

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

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

支援の輪がひろがるまち
子育て

みんなで楽しむ
クリスマスコンサート

にこにこ☆おもちゃ図書館
大好きなおもちゃで、思いっきりあそぼう！！

まちアート三宅町
“子どもが主役のまちづくり”

～ことばの教室
就学前言語指導教室～

元気いっぱい、楽しくあそぼう!!
“なかよしひろば”

「ごせ駅前ふれあいセンター」を
紹介します

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、交流できる場とし
て、
定期的に
『マコリエ』
を開催しています。
12月の『マコリエ』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！昨年も大変ご好評いただき、
子どもから大人
までみんなが楽しめるコンサートとなっております。
ぜひご参加ください。
参加希望の方は、
お問い合わせください。

おもちゃ図書館(トイライブラリー)は親子で、またボ
ランティアと一緒に、
たくさんのおもちゃの中から好
きなものを選んで自由に遊ぶことができる場所で
す。更に気に入ったおもちゃを家でも遊べるように
貸し出しをしています。親子ならどなたでも参加で
きます。親子で共に遊び、また他の参加者と交流し、
育み合う場を目指しています。是非お子様といっ
しょにご参加ください！
■現在コロナ禍のため、
おもちゃの貸し出しのみの対
応となっております。
■活動再開のお知らせや各種情報、
お問い合わせは、
田
原本にこにこ食堂公式ラインアカウン
トより発信しますので、興味がある方
は、
ご登録よろしくお願いします。
田原本にこにこ食堂 代表 岡本道典

現在、三宅町では、子どもが主役のまちづくりを目指
して、
子どもたちとアーティストが遊びと学びを同じ
視線で共有し、子どもの創造性や課題解決力といっ
たアート思考を、アーティストや地域の大人、役場の
職員と一緒に学ぶ取り組みを進めています。
美術、音楽、ダンス、スポーツ、科学といった各分野の
専門家の方に、
子ども向けの各種ワークショップを定
期的に開催しております。
■7〜8月 なつやすみワークショップ教室
■11月21日
（日） 光のパレード
■2〜3月 アートフェスティバル

平群町では、就学前の子どもの発達支援のための「平
群町ことばの教室」を設置、運営しています。構音障
害、言語発達の遅れ、吃音等の言語障害を個別に対応
していきます。
ことばがなかなか出ない、
特定の音がうまく発音でき
ない、
滑らかに出てこない、
などの不安を感じていまし
たら、
一度ことばの教室にお気軽に相談してください。
■平群町ことばの教室概要
場 所：平群町立平群小学校内
対 象：未就学児
指導料：町内在住者300円／１回
町外在住者600円／１回
問合せ：平群町教育委員会総務課（☎0745-45-2101）
又は平群町ことばの教室（☎0745-45-0104）

幼稚園やこども園から帰ってきた子どもたちが楽し
く参加できるように、午後からの事業「なかよしひろ
ば」
を毎月しています。
季節や子どもたちの興味を踏まえ、
親子で楽しめる内
容を考えています。
今回は、
「傘袋で飛行機を作ろう！」
でした。
親子で力を合わせて、カラフルな飛行機を作り、フー
プや段ボールで作った的をめがけて、
一生懸命飛ばし
て楽しみました。

開設して12年、
子どもが大好きな元保育士1名、
子育て
サークルメンバー2名で、
子育て支援、
学童支援、
地域
交流等の活動をされています。
■活動拠点：ごせ駅前ふれあいセンター（御所市170-22）
■活動内容・開催日
・ちびっこひろば
（年少〜年長児）
第１日曜 10：00〜11：00
・にこにこひろば
（世代間交流）
第２月曜 10：00〜11：00
・絵本で子育て
（ミニ図書室）
第３木曜 10：00〜11：00
※新型コロナウイルス感染対策実施の元、活動しています
最新情報は市広報誌「広報御所」でお知らせしています。
費用：無料
申込･問合せ：要事前予約
担当：仲林
（☎080-8535-9687）
文／御所市子育て推進課

対 象：明日香村在住のお子さんとその家族
参加費：無料
場 所：明日香村健康福祉センター かんなびホール
日 時：12月19日
（日）
10：00〜11：30
問合せ：健康づくり課
（☎0744-545550）
文／明日香村子育て世代包括支援センター
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）
☎0744-54-5550

びと育てる喜びが実感できるま
ち
育つ喜

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
♪」

な心身と穏やかな暮らしをつく
る
健やか

文／まちいくプロジェクト
（三宅町健康子ども課）

文／平群町教育委員会総務課

文／宇陀市子育て支援センター

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。

平群町では、夢ある まち づくりを実
施中！
活気ある魅力的な町を目指し、子育て
と教育を応援しています。

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。

田舎暮らしのできる町
便利な

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

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
ち
すべて

産前・産後のセルフケア教室

赤ちゃん体操教室で交流しよう！

リフレッシュしましょう！
気軽に相談もできます！

子育てのサポートを依頼したい方の会員登録受付中！
「三郷町ファミリー・サポート・センター」

ママのリフレッシュやからだを整えるために、産前・
産後のいろいろな教室を利用してみませんか？
教室の内容は下記のとおりです。
■ゆるりヨガ：ヨガでリフレッシュしましょう。
■腰痛・肩こり予防：骨盤の支え方や体操を紹介します。
■体のケア教室：妊娠出産にまつわる身体のトラブルや
尿もれなど骨盤まわりのケアについて紹介します。
詳しい日程などは町ホームページをご確認ください。

赤ちゃんと一緒に体操をしてみませんか。
作業療法士が、赤ちゃんの成長・発達をうながす体操
をおこないます。また、保育士による親子ふれあい遊
びもあり、育児を楽しんでもらうための教室です。マ
マやパパたちの交流の場にもなっています。おおむ
ね月1回実施しています。

■一時預かり／生後7か月から利用可能
（事前登録必要）
子どもたちに新しい発見や体験をしてもらえるよ
う工夫しています。
（利用日程要相談）
■子育て広場あかり／安堵町在住の就学前の乳幼児の
お子さんと保護者を対象。お子さんと一緒にのびのび
過ごしたい、目新しいオモチャで遊びたい時や、お友達
とのふれあいに是非遊びに来てください。
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）
■利用者支援事業
（個別相談／要予約）
誰かに話す事で、
ほっとすることがあります。
子ど
もとの関係や心の持ち方が変わるきっかけに、
笑顔
で育児ができるよう応援しています。
日 時：毎週金曜 13:00〜16:00
問合せ：☎0743-57-2823

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：病院や美容院へお子さんを連れて出か
けにくいとき、
お子さんと離れて自分自身の時間を持
ちたいとき、お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。
詳しくは下記HP及び連絡先までお問い合
わせ下さい。
※事前登録が必要です。
HPはこちら
■三郷町ファミリー・サポート・センター
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）
開所時間：9:00〜17:00（土日祝日・お盆・年末年始
を除く）
TEL・FAX：☎0745-44-3000
文／三郷町こども未来創造部こども未来課

産後のママの心や身体をケア
育児不安を解消しよう

保育所と町立学童保育所の
第２子分の保育料が無料になりました

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

子育て世帯への経済的負担の軽減を図るため、
令和３
年４月の保育料から、
保育所・幼稚園・認定こども園・小
規模保育事業所等へ同じ時期にきょうだいが入所し
ている場合など、
第２子として半額となっているお子
さんの保育所保育料及び町立の学童保育料が、
第３子
以降分と同様に全額免除となりました。

文／上牧町 こども未来課

文／大淀町 健康こども課

文／川西町健康福祉課保健センター

文／安堵こども園

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。

こども未来課では、
保育所・幼稚園・学童
保育所の入所手続き・児童手当等の支給
関係・病児保育の受付・妊娠届の受付等
を行っています。
子育てに関することな
どお気軽にご相談ください。

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。

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。

子育て中のパパ・ママを応援していま
す。お子さんたちと気軽にゆったり遊
びに来てください。

対象者：
保育所保育料：同一世帯で保育所、幼稚園などに通う
子どものうち、
年長者から数えて２人目の子ども
学童保育料：同一世帯で町立学童保育所に通う子ども
のうち、
年長者から数えて２人目の子ども

御所市HPでも子育て応援等の紹介を
しています。御所市HPの暮らしのガイ
ドから、
「子育て・教育」へお進みくださ
い。市広報誌「広報御所」も御所市HPで
ご覧になれます。是非ご覧になってく
ださい。

対象者：ひとり歩きができるまでの赤ちゃんと保護者
連絡先：☎0745-43-1900
（事前にご予約ください）

対象者：妊娠5か月以降の町民の方、
子育て中の町民の方
教室参加へは、
申し込みが必要です。

実施日：
令和３年４月１日

よどりちゃん

広場担当

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。
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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

お誕生のお祝いに
積み木をプレゼント！

子育てしやすいまち
親子の交流や育児相談も充実

あなたの「子育ての悩み」
聴かせてください！

高取町では、
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彩春ちゃん（８か月）もとても喜
んでくれました。
お兄ちゃんと一緒に遊んでね。
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。

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
庭に訪問し、お祝い品のプレゼント(オムツ、エコバッ
クなど)をお渡ししています。

広陵町では、
子ども・子育て相談センター・なかよし広場
での窓口、
電話、
訪問相談を行っています。
なかよし広場
に遊びに来た時や手続きにお越しの際に、
どんなに些細
な内容でもお気軽にご相談ください。
子ども・子育て支
援センターでは、
個室等で相談していただくことも可能
ですので、
ご希望の方は相談前にお申し出ください。
■子ども・子育て相談センター
場所：広陵町総合保健福祉センター／
さわやかホール内こども課
日時：月〜金曜
（祝日除く）
8：30〜17：15
■なかよし広場
（かぐやこども園）
※要予約
場所：広陵北かぐやこども園内
日時：月〜金曜
（祝日除く）
9：30〜15：45
■なかよし広場
（エコセンター）
※要予約
場所：広陵町馬見南3-9-30
日時：毎月第2･4火曜
（祝日除く）
9：30〜11：30
文／広陵町 かぐやちゃん

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

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。

☎0744-52-3334

葛城市のお店を応援しよう！！

葛城市 Yell ! BOOK

葛城市内の世帯に 12 月末配布予定の『葛城市 YeLL BOOK』。
同市内のグルメやビューティー、サービスなど様々なお店の
情報やクーポン情報が掲載されるフリーペーパー。
市内住民だけでなく市外の方でも、利用出来るので手にとっ
て葛城市に訪れてみては。応募フォームからエントリーすれ
ば、もれなく配布されるので、チェックしてほしい。

（※葛城市内には世帯配布される予定です。
）

グルメ・ビューティー・サービスのお店情報が満載

画像はイメージです。

葛城市 YeLL！BOOK
購読エントリーはこちらの QR から

（締め切り 2022 年 1 月 30 日まで）
画像はイメージです。

制作：株式会社エヌ・アイ・プランニング

企画：葛城市企画政策課
お問い合わせ：株式会社エヌ・アイ・プランニング

葛城市 YeLL BOOK 制作担当者まで 0743-73-8877
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〈Winter Vol.36〉

TAKE FREE!!

