
・子どもの健全育成 

団体名 
うきょうおはなしのかい 

右京おはなしの会 

活動目的 
語りや絵本の読み聞かせ、紙芝居・パネルシアター・手遊びなどを組み合わせたおはな

し会を実施し、子どもたちの想像性や自主性を育む活動をする。 

活動内容 

・こども園(神功・帯解・若草)、右京こだま保育園でのおはなし会(月１回、年長・年少別

に 30分のプログラム)の実施 

・すくすく(発達障がい児の保育施設)でのおはなし会(月１回)の実施 

・その他、講習会・勉強会への参加 

活動頻度 月平均 5～10回 

活動者数 21名 

新規活動者の 
受け入れ 

する 

設立年月日 1993年 4月 10日 
 

団体名 
（特非）えこぱーとなー21 

（特非）エコパートナー２１ 

（特非）http://ecopartner21.blog3.fc2.com 

活動目的 

子どもたちが健全に育つ社会環境と自然環境づくりをめざし、地域のあらゆる分野の

人々と連携し、青少年の社会教育に関する事業を通じて、より良い 21世紀社会の構

築に寄与することを目的とする。 

活動内容 

農業、自然体験等を通じて、子どもの健全育成、環境保全活動などに取り組んでいる。

主な活動プログラムは次の通り。 

①年間を通じて野菜作りを楽しめる花畑農園 

②小学生を対象にした農業体験･自然体験を行う「こどもエコクラブ」 

③野菜作りファミリーで楽しむ「Vege ファミリー」「いもほり会員」 

活動頻度 月平均 2回 

活動者数 24名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔子どもやファミリーの農園活動のサポート〕 

設立年月日 2001年 6月 30日 
 
  



団体名 
（特非）おおぞらじゅく 

（特非）宙塾 

（特非）http://ohzorajuku.com 

活動目的 青少年の健全育成 

活動内容 

・菜の花プロジェクト 

・子どもおん祭り 

・農業体験 

活動頻度 月平均 1回 

活動者数 14名 

新規活動者の 
受け入れ 

する 

設立年月日 2000年 12月 17日 
 

団体名 
おはなしせんとかい 

おはなしせんと会 

活動目的 
会員相互のストーリーテリングの技術向上を目指すとともに、ボランティア活動を通して、

おはなしの楽しさを伝えていくこと。 

活動内容 

月 1回 定例会 

月 2,3回 勉強会参加 

月 1回 水曜日午後 バンビホームでのおはなし会 

年 9回 小学校昼休みのおはなし会 

年 1回 幼稚園でのおはなし会 

その他 依頼があればおはなし会を実施 

活動頻度 月平均 3回 

活動者数 9名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ経験のある方〕 

設立年月日 2010年 3月 7日 
 
  



団体名 
こそだてしえんぼらんてぃあ あんてぃーず 

子育て支援ボランティア アンティーズ 

活動目的 
複数のサークル同士をつなぐ情報ネットワークづくり(情報交換の場)。 

親が育ち合うための場所や時間を提供しながら親も子も成長するための見守りをする。 

活動内容 

・子どもの安全を確保しながら、親が一息つける時間を提供する。 

・奈良市産業政策課、奈良県女性センター、奈良市男女参画センター等各諸団体主

催講座での託児支援 

・各サークルのイベント中の託児支援 

・「子育て支援センター」や「つどいの広場」での一時預かり 

・出張託児（遊具持ち込み可） 

活動頻度 月平均 4回 

活動者数 14名 

新規活動者の 
受け入れ 

する 

設立年月日 2002年 4月 1日 
 

団体名 
しかしょくどう 

シカ食堂 
https://shikasyokudou.wixsite.com/kodomoshokudo 

活動目的 
子どもの居場所づくり 

地域の居場所づくり 

活動内容 

子ども食堂を通して精神的、経済的に困難な方々とつながることで、子どもからお年寄り

まで、地域の居場所を作り、地域コミュニケーションの円滑化、自立支援、相互援助を

行う場所を提供する。 

毎月第 4土曜日に子ども食堂を開催する。 

活動頻度 月平均 1～2回 

活動者数 20名 

新規活動者の 
受け入れ 

する 

設立年月日 2017年 4月 15日 
 

団体名 
たかのはらえきまえだんち「えほんのかい」 

高の原駅前団地「絵本の会」 

活動目的 

当会は当団地を中心に、「絵本読み聞かせの集い」を開催し、共に絵本を読み、世代を

超えた交流をはかり、子どもたちを中心として、楽しく豊かに過ごすことを目的とする。 

また、ボランティアのスキルアップにも努めるものとする。 

活動内容 

・月 1回「絵本読み聞かせの集い」及び「研修会」を開く。 

・広報として月ごとに「便り」を発行する。 

・自治会、地域情報コーナーの催しに「読み聞かせ」ボランティアスタッフとして協力参

加する。 

活動頻度 月平均 2回 

活動者数 7名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔本会目的に賛同する方〕 



設立年月日 2017年 5月 28日 
 

団体名 
でぃあでぃあ-あおによし 

DEAR DEER-あおによし 

活動目的 

子どもやその保護者、高齢者、障がい者に対して、演劇活動に関する事業を行い、観

劇者に夢と希望と勇気と感動を与え、21世紀を担う子どもの健全な心の育成と子育て

支援の一助となり、さらには高齢者や障がい者が明るく楽しく生き生きと生活できる社会

の創造に寄与することを目的とする。 

活動内容 

奈良県内や近隣府県の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校、子育てサークルや

デイサービスなどからの依頼を受けて、演劇やおはなし会などの公演を現地に出張して

行う。 

活動頻度 月平均 4回 

活動者数 21名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔演劇が好きな女性〕 

設立年月日 1997年 5月 1日 
 

団体名 
ならおはなしのかい 

奈良おはなしの会 

活動目的 

ストーリーテリング(日本や世界の昔話、創作のおはなし等を覚えて語る）を中心に、絵

本の読み聞かせ、詩、わらべうた、手遊び、パネルシアター等を取り入れたおはなし会を

実施。子どもたちの想像力を育み、読書へと導いていく。 

活動内容 

・奈良市立中央図書館 おはなしの部屋でのおはなし会 

・小学校、子ども園でのおはなし会 

・ストーリーテリングの勉強会 

・絵本の勉強会 

・四季の会：大人のためのおはなし会 

・福祉施設、病院でのおはなし会 

活動頻度 月平均 4回 

活動者数 17名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔図書館：おはなし講習会終了者〕 

設立年月日 1991年 1月 
 
  



団体名 
ならおもちゃびょういん 

なら・おもちゃ病院 
http://web1.kcn.jp/naraomocharepair/ 

活動目的 
おもちゃ修理の自主サークルとしておもちゃ病院を運営し、ボランティア活動を通じて地

域社会に貢献する。 

活動内容 

おもちゃの修理・他 

[開院日] 

奈良市ボランティアセンター…第 2土曜日 13時～ 

西福祉センター…第 4木曜日 

つどいの広場「ノル」…第 3木曜日 

南福祉センター…3 ヶ月に 1回第 2木曜日 

他 開院依頼のあった所 

各開院日におもちゃ修理ボランティアを実施。 

活動頻度 月平均 2回 

活動者数 10名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔おもちゃ修理に興味のある方〕 

設立年月日 2010年 11月 30日 
 

団体名 
ならこそだてねっとわーく 

なら子育てネットワーク 
http://nara-kosodate.com/ 

活動目的 
「みんなで子育て」出来るような仲間作りの支援をしながら、親が親として育つよう見守

り、そのための居場所作りを応援すると同時に支援者を育成する。 

活動内容 

・サークル相談室を支援センターの中で定期的に開催 

・子育てサークル「ちっちゃいもんくらぶ」「ハグハグ」の運営 

・奈良市事業委託、子育てスポット広場「いないいないばあ」の運営 

・子育て支援者育成及び「支援者研修会」の開催 

・子育てサークル交流会の開催、及びホームページの運営と管理 

活動頻度 月平均 4回 

活動者数 17名 

新規活動者の 
受け入れ 

する 

設立年月日 2004年 4月 1日 
 
  



団体名 
ならこどものほんれんらくかい 

奈良子どもの本連絡会 

活動目的 
子どもたちの健全で豊かな成長を願い、子どもと本の架け橋となることを目的とする。ま

た、それらに関わる大人も学び合い共に成長すること。 

活動内容 

・会報「なこれんつうしん」の発行 

・例会の開催 

・情報交換や研修 

・学習会(絵本・わらべうたなど)や講演会の開催。 

・子どもの本に関わる様々なイベントに参加 

・奈良県子ども読書活動推進委員会、奈良市立図書館協議会、奈良市社会教育委員

会に参加 

 

活動頻度 月 2～3回 

活動者数 60名 

新規活動者の 
受け入れ 

しない 

設立年月日 1972年 6月 
 

団体名 
ならしじょせいぼらんてぃあきょうかい 

奈良市女性ボランティア協会 

活動目的 
ボランティア活動の促進を図り、明るい豊かな地域社会の発展に寄与するとともに会員

相互の親睦を深めること。 

活動内容 

文化財、国立療養所、映写、託児に関する事業を行う。 

・文化財は「あすなら市民講座」として市民に呼びかける。 

・国立療養所はさくら病棟の患者さんの生活看護を行う。 

・その他、映写活動は保育園に出向いて上映する。 

活動頻度 月平均 4回 

活動者数 9名 

新規活動者の 
受け入れ 

する 

設立年月日 1975年 6月 6日 
 
  



団体名 
ならにんぎょうげきれんらくきょうぎかい 

奈良人形劇連絡協議会 

活動目的 
奈良の地に、人形劇グループのネットワークを作りお互いの技術を向上させて、子どもた

ちの健やかな成長を願う文化の裾野を広げることを目的とする。 

活動内容 

・なら人形劇ミニフェスタ 

・例会 

・会員相互の親睦と技術向上および、連絡に関する事業 

・その他上記活動目的を達成するために実施する事業に参加 

活動頻度 月平均 回〔劇団により異なる〕 

活動者数 15名 

新規活動者の 
受け入れ 

する 

設立年月日 1992年 4月 1日 
 

団体名 
ならびーんずさーくる 

奈良 ビーンズサークル 

活動目的 

ふたご、みつご（0～就学前）とその保護者のための育児サークル。 

親子で体を動かす遊びをしたり、絵本の読み聞かせをしたり、お母さん同士で情報交換

して子育て支援すること。 

活動内容 

・保護者たちは、ふたご・みつごを育てているなかで不安や悩み、楽しさ、子育ての工

夫、アイデアなど話し合い交流する。 

・子育てアドバイザーの先生に助けてもらって、手遊び、リトミック、歌などの活動をしたり、

保護者も子どもたちと一緒にあそぶ。 

・毎月 1回 育児交流等を開催。 

・リトミック・劇・音楽(フルート・ピアノ演奏)等を取り入れる。 

活動頻度 月平均 1回 

活動者数 25名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔奈良市健康増進課に連絡〕 

設立年月日 2005年 12月 1日 
 
  



団体名 
ののはなぶんこ 

野の花ぶんこ 

活動目的 
本を通して子どもたちの健全育成を図るとともに、高齢者の生きがい作りのお手伝いをす

る。 

活動内容 

公民館・幼稚園・保育所・小学校・老人施設・子育て広場などで活動する。 

・子どもの本に関する学習 

・情報交換 

・絵本読み、本の貸し出し、おはなし会 

・本の紹介の講演会に出かける。 

活動頻度 月平均 10回 

活動者数 18名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔子どもの本に関心ある方〕 

設立年月日 1977年 4月 1日 
 

団体名 
（特非）ふーどばんくなら 

（特非）フードバンク奈良 

（特非）http://foodbanknara.jimdofree.com 

活動目的 

子ども食堂や地域のサロン活動への食品供給を通じて、地域のコミュニティづくりを支援

するとともに、関係機関や団体と連携し、だれもが食を分ちあい心豊かに暮らしていける

社会の創造に寄与することを目的とする。 

活動内容 

1.フードバンク活動事業 

2.フードバンク、食品ロスなどに関する普及啓発活動事業 

3.フードバンクに関わる関係機関・団体との連絡調整事業 

4.その他、目的を達成するために必要な事業 

活動頻度 月平均 12回 

活動者数 18名 

新規活動者の 
受け入れ 

する 

設立年月日 2020年 1月 10日 
 
  



 

団体名 

ふきのとうのかい（ならのふとうこう・ひきこもりをかんがえるおやたちのかい） 

ふきのとうの会（奈良の不登校・ひきこもりを考える親た

ちの会） 
https://sakiwai.jimdofree.com/ 

活動目的 

子ども・若者たちの不登校やひきこもりは、学校や社会から距離をとることによって、自分

を守ろうとする自然な在り方の一つである。ふきのとうの会は、そんな子ども・若者たちを

見守り支え合っていく親たちが、不登校やひきこもり、子育てを一緒に考えていく交流の

会である。 

活動内容 

不登校・ひきこもり・発達障がい等の子どもを持つ親たちに互いに体験や悩みを語り合

い、相談し合う交流会を開催し、情報も提供する。電話で相談も受け付けている。 

ふきのとうの会の有志で、趣味の会、野山を歩こう会を開催し、歩きながら、子どもや家

族のことを話している。 

活動頻度 月平均 2回 

活動者数 3名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔交流会のサポーター、会計〕 

設立年月日 1993年 11月 4日 
 

団体名 
（特非）まほろばまなびねっとわーく 

（特非）まほろば学びネットワーク 

（特非） 

活動目的 

未来を担う子ども達が真の生きる力を身につけるため、地域社会、社会教育現場と学

校教育現場が連携し、共に学び合う場を創り、地域学校協働活動の推進に寄与するこ

と。また地域全体が子ども達を育むための体制を確立し、より良い地域のための繋がりを

作ることで社会に貢献すること。 

 

活動内容 

・教育コーディネーターのための研修事業（「学び場」） 

・地域学校協働活動推進のための支援事業 

・キャリア教育のためのサポート事業 

・学校外での子どもの居場所事業（「こじかガーデン」） 

活動頻度 月平均１回〔不定期に年 3～５回〕 

活動者数 20名 

新規活動者の 
受け入れ 

する〔活動主旨に賛同される方] 

設立年月日 2019年 5月 9日 

 


