
№ サークル名 活動日 時間 活動場所 対象地域 対象者 参加方法 会費等 お問い合わせ先等

週2～3日
（平日）

10時～お昼すぎ
奈良市、木津川市周辺の
公園・森（左京の森、平城第2公
園、平城宮跡など）

奈良市、木津川市周辺の方
未就学児とその保護者
（0歳～6歳）

インスタグラムにて随時
体験申込み受付中

スポーツ保険年間1人800円

毎週水曜日 10時～12時
伏見公民館あやめ池分館
子ども文庫
（あやめ池南1丁目7-62）

原則として
伏見中学校区在住の方

未就園児とその親・祖父母
（0歳～4歳）

開催日当日の来館
入会金なし
会費なし

フェイスブック

https://www.facebook.com/kodo

mobunko.ayameike/

不定期 10時30分～12時

西部公民館または
（学園南3丁目1番5号）
西大寺北地域ふれあい会館
（西大寺東町1丁目1番15号）

奈良市在住の方

35歳以上で
第1子を出産
した母と子
（5歳以上も可）

見学随時
見学・参加希望の方は
代表者まで要連絡

入会金なし
会費は大人100円

毎週金曜日 9時～13時
都跡公民館
（五条町204番地の1）

地域限定なし
未就園児とその親
（0歳～4歳）

見学随時
※公民館にお問合せください。

入会金100円
会費1回1家族100円
（イベント時は別料金）

火曜日
（感染防止のため隔週）

10時15分～11時30分
西部公民館5階
（学園南3丁目1番5号）

原則として学園南在住
及び近隣に在住の方

未就園児とその親
（0歳～4歳）

見学随時
電話またはインスタグラムにて
代表者まで要連絡

会費は子ども1人につき年800円

インスタグラム

@putikkopark

2 あやめ池子ども文庫
＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞
（目的:子どもの読書についての啓発と指導）
　絵本の貸し出し、絵本の読み聞かせ、紙芝居やペープサート、パネルシアター、手遊び、わらべ歌、クリスマス会、ハロウィンなど。

　　　　　　　　　　作成日：令和5年2月1日

1 あおいうみLaboratory
奈良市子ども育成課
０７４２－３４－５０４２＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

　BABY、KIDS、大人も「やりたい」を大切に。
　奈良、木津川市周辺で自主保育。
　お外で子と保護者が自由に過ごしています。

3
アラフォーママ・
ネットワーク奈良

奈良市子ども育成課
０７４２－３４－５０４２＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

　主にアラフォーママ（35歳以上で第一子を出産したママ）たちの子育ての悩みや仕事、将来の不安を共有し、仲間作りができることを目的とする。

4
親と子の
リズムクラブ

都跡公民館
０７４２－３４－５９５４＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

　アンパンマン体操、リズム体操、マット運動、絵本の読み聞かせ、リズム打ちなどをして遊びます。
　その後、残れる人は外でお弁当を食べながらおしゃべりなどをして交流を深めています。
　季節に合わせた製作や親子クッキングをしたり、講師の先生をお呼びすることもあります（コロナのため変更することもあり）。

5
学園南地区社会福祉
協議会子育て支援の会
ぷちっこパーク

＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞
　学園南及び近隣在住の未就園児と保護者のふれあいや情報交換を目的とし、リトミック、体操、手遊び、絵本の読み聞かせ、季節の親子工作を中心とした自主グループ活動。
　企画・運営は当番制。
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月2回程度（平日） 10時～12時

三笠公民館
（大宮町4丁目313-3）
大安寺西地域ふれあい会館
（四条大路南町1-22）

奈良県全域、木津川市

未就園児とその親
（0歳～4歳)
兄弟姉妹、おじいちゃん、
おばあちゃんも可

当日活動場所に来ていただきます。
時間・場所はメールにて事前確認をお願
いします。

年会費1家族100円

毎月第2月曜日 10時～11時30分
奈良市ボランティアセンター
（法蓮町1702-1）

奈良市及びその周辺地域
（木津川市や大和郡山市など）

未就園児とその親
（2ヶ月～4歳)
祖父母と子どもも可

随時
現在は予約制なので要連絡

入会金なし
毎月100円

HP URL
http://nara-
kosodate.com/intro.html

第1・3水曜日
9時30分～10時
10時40分～11時40分
（クラスによって変更有）

伏見公民館あやめ池分館
（あやめ池南1丁目7-62）

伏見公民館あやめ池分館近隣
および奈良市内

未就園児とその親
（8ヶ月～4歳）

参加希望の場合は代表者まで要連絡
体験1回無料

会員1名につき500円（1回）

毎月第1火曜日 10時～12時
平城東公民館和室1、2
（朱雀6丁目9-1）

奈良市、大和郡山市、木津川市
未就園児とその母
（0歳～1歳）

直接活動場所で参加、もしくは代表者の
電話番号にかけて問い合わせください。

入会金なし
1家族親子で月300円

毎月第1月曜日 10時～11時30分
奈良市ボランティアセンター
（法蓮町1702-1）

奈良市及びその周辺地域
（木津川市や大和郡山市など）

未就園児とその親
（2ヶ月～1歳半）
初妊婦、年齢が離れている
第2子の親・祖父母など

随時
現在は予約制なので要連絡

入会金なし
毎月200円

HP URL
http://nara-
kosodate.com/intro.html

奈良市子ども育成課
０７４２－３４－５０４２＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

  音楽（歌や楽器）に触れながら、親と子、親と親、子と子のコミュニケーションスペースとしての活動を行い、子どもたちの成長を見つめ、分かち合う。
  希望者は地域の公民館文化祭にも参加。

6 コアラdeリズム
メールアドレス
koala.de.rhythm@gmail.com＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

　講師を招いて子育てに関する講座をしたり、親子で体操やクッキングなどを実施しています。
　父の日やハロウィン、クリスマスに節分などのイベントをはじめ、プールなど季節ごとの遊びも楽しめるよう取り組んでいます。

7
子育てサークル
ハグハグ ＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

　仲間を作り、悩みに共感し、楽しい時間を過ごすとともに、情報の交換をする。
　季節の行事を取り入れ、育児を楽しみ、親子ともに成長できる時間にする。
　子育てに必要な情報や講座など、自分たちでやりたいと思うことを取り入れ、親子の成長のためのヒントを得る。

8
すきっぷ親子
リトミックサークル

9 すくすくくらぶ
奈良市子ども育成課
０７４２－３４－５０４２＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

  子育て相談、体重・身長測定（希望者）、手遊び歌、子育てに関する講習会。

10 ちっちゃいもんくらぶ
＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞
  初めての子育ての不安を軽くするために、いろいろ学び、体験し、仲間づくりをする。
  情報の共有をしたり悩みに共感したりしながら、楽しい時間を過ごす。
  季節の行事を取り入れ、0歳児育児を楽しみ、親子ともに成長できる時間にする。
  子育てに必要な情報や知識をワークショップなどで得る。
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毎月第3火曜日
（変更の場合あり）

10時～12時
はぐくみセンター
（三条本町13-1）

原則として奈良市在住の方
未就園児とその親
（0歳～4歳）
多胎児の妊婦さん

見学随時（無料）
見学希望の場合は母子保健課奈良ビー
ンズサークル担当者までご連絡くださ
い。
（電話番号：0742-34-1978）

参加1回あたり100円（傷害保険代込）

毎週木曜日 10時30分～12時
京西公民館
（六条西1丁目3ｰ43-2）

地域限定なし
未就園児とその親
（5ヶ月～4歳）

見学随時

入会金なし。会費は1家族親子で前期
1000円、後期1000円。子どもが1人
増えるたびに500円追加。1回参加型
は1回100円（イベント時は200円）。

火～金のうち月2、3回
（活動日は西部公民館学
園大和分館にお問い合わ
せください。）

10時～11時30分
西部公民館学園大和分館
（学園大和町1丁目187）

原則として三碓小学校区
在住の方
徒歩・自転車で来られる場合は
近隣地域の方も可

未就園児とその親
（0歳～4歳）
（歩けるぐらいから）

見学随時
事前連絡不要

入会金なし
必要に応じて実費のみ徴収。
但し、学園大和町1～5丁目以外の人は
施設使用料300円/年が必要。

月1回（平日午前） 9時30分～12時
平城公民館
（秋篠町1468）

奈良県全域、木津川市

未就園児とその親
（0歳～4歳)
兄弟姉妹、おじいちゃん、
おばあちゃんも可

当日活動場所に来ていただきます。
時間・場所はメール又はインスタグラム
にて事前確認をお願いします。

月会費（都度参加費）200円

月1回 10時～12時
おもに西部公民館
（学園南3-1-5）

原則として奈良市在住の方
未就園児とその母
（0歳～6歳）
40歳以上の初妊婦

メールにて代表者まで要連絡
年会費300円（保険料込）
その他イベントにより実費

11 奈良ビーンズサークル
奈良市子ども育成課
０７４２－３４－５０４２＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

　双子・三つ子とその保護者のための育児サークルです。
　子育てアドバイザーの先生にサポートしていただきながら、親子で体を動かす遊びや絵本の読み聞かせをしたり、お母さん同士で情報交換をしたりしています。

12 ひよこサークル
奈良市子ども育成課
０７４２－３４－５０４２＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

　季節のイベント、誕生日会、リズム体操、バルーン、トンネル遊び、絵本の読み聞かせ、手遊び、公園あそび

13 ポップコーン
西部公民館学園大和分館
０７４２－４９－５４０２＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞

　親子リズム体操を中心に、お名前呼び、手遊び、絵本の読み聞かせ、室内遊び、季節の行事を取り入れた製作などを行っています。
　自主運営のため、活動場所の清掃などを手分けして行っています。

15
40歳からの
ママ育サロン

メールアドレス

40mamaiku@gmail.com＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞
　40歳以上の初妊婦・初産婦が集い、子育ての悩みや苦労を分かち合い、様々なイベントを通して交流を図ることを目的とする。

14 みらくる

メールアドレス

miracle.misasagi@gmail.com

インスタグラム

みらくる
＜活動目的及び活動内容（サークル紹介）＞
日々の子育ての中で、お子さまの発達に気になることがあるけれど、相談したり遊びにいくことに困っている方の交流の場として気軽に集っています。
発達障害、グレーゾーン、未就園児さん、みんなで一緒に遊びましょう！
経験者や専門家も在籍中！
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