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City Life主催  第4回 
～子育てママも、楽しく美しく～

　「Mam Festa（マムフェスタ）」とは、子育て
世代のママを対象とし、ママ自身が「もっと楽し
みたい」「キレイになりたい」、子育てについて
「もっと知りたい、学びたい」という想いを叶える
イベントです。アロマやエステ、教育関係まで楽
しみながら学べるブースが盛りだくさん！入場は
無料。ぜひお気軽にお越しください。
※詳細は3月号でお伝えします。

セミナー・体験会に参加しよう！
子育て情報やお金の話、収納などのセミナー
や親子で体験できる体験会などを予定してい
ます。

体験やワークショップ、雑貨などのブー
スが大集合！
お子さんが習い事や物づくりを体験できるブ
ースや、ママが楽しめる雑貨などのブースなど
親子で楽しめるブースが出展予定です。

場所 ： 千里ライフサイエンスセンター
豊中市新千里東町1-4-2
（地下鉄　千里中央駅　下車すぐ）
問合せ: TEL.06-6338-0640（マムフェスタ担当）
http://mamfes.citylife-new.com/

3/15（火）

入場無料
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茨木市舟木町2-1 
シャトー黒田211
ビジョンメガネさん2F
営／14時～22時

2072-646-5298
http://www.mejuku.com

自分で勉強できるように指導する学習塾 
め塾

　「頑張っているのに、なかなか成果が
出ない・・・」その原因は、勉強のやり方に
あるかも。「やり方が悪ければ結果は出
にくいので、やり方自体を変えてみましょ
う!」と塾長の長島さん。勉強のできる子
が実践中の勉強法を教えることで、間違
った方向でムダな努力をしないように導
いてくれる。独自のスタイルでやる気も刺
激し、前向きかつ自信を持って勉強がで
きる環境を整えてくれる。2月に入塾説明
会が実施されるので、気になった人は問
い合せしてみよう！

子どものやる気を刺激しながら
確かな成果を生む「勉強のやり方」を指導一斉+個別指導塾

英検を英語の試験の代わりにする大学が増えている!
小学生の時から英検を取っていると、
大学受験でむちゃくちゃ有利！
6月の英検「5級対策」「4級対策」定員になり次第終了。

入塾説明会　※小学2年生から中学3年生が対象
2/14(日)　12時45分～13時半
2/28(日)　12時45分～13時半
気になることがあったら、、まず相談してみよう。
※お電話にて要予約

　　
茨木

キッズ＆マム

　思いやりの気持ちや集団生活のルールなどを、友だち
と一緒に体を動かし、心身共に育んでいく体操教室。楽
しみつつ運動能力をアップするマット運動や跳び箱、鉄
棒などを使った独自の
運動プログラムが豊
富。まずは体験レッス
ンから始めてみよう。

幼児期の運動習慣で心身の成長を促す
コミュニケーション力もどんどん上達子ども体操教室

茨木中央ファミリースクール
JR茨木 体操教室 

2072-627-2800
http://www.family-school.net
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【幼児体験レッスン】
対象：2～4歳の未就園児、受付：2月25日（木）13時半～
（整理券は13時～配布） 
※電話申込不可、お友達1名まで同時申込可能　
※12時迄は、入館不可　※体験中はビデオ及び写真撮影不可
1日体験レッスン（参加費500円）
※マット運動、跳箱、鉄棒、トランポリンなど
3月3日（木）・10日（木）の14～15時　各8名
1ヶ月体験レッスン
4月～月4回（月・火・水・木・金）の中から曜日指定。10時～
11時半（短期教室期間中は時間変更あり）各曜日2～3名
授業料7,020円（税込み）スイミングとセット不可

1ヶ月体験後入会特典
5月より本科クラスに入会された方
入会金2,160円免除 ＆ 

スクールTシャツ＋ 短パン プレゼント

茨木市中穂積1-3-19　三島府民センター西隣
営／平日9～21時　休／スクール指定休校日

(                 )

アートSTUDIO タカハシ

2072-696-7537
http://www.art-studio-takahashi.com

高槻市富田町1-16-11  セピアコート11-1F
営／10時～19時　土日祝～18時　
水曜休　Pあり　※阪急富田駅から徒歩1分

Ｒ171

ダイエー

ジョーシン

タイムズ

大畑町交差点

阪急富田

至京都

至大阪

JR摂津富田

袴レンタルフルパック
・貸衣裳  着物7，560円～
　　　　  袴6，480円～
・美容・着付（髪飾レンタル付）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12，960円
　  （着付のみは、4,320円）
・写真（6切）1ポーズ
 （カード2枚付）・・・・8，640円

袴・振袖レンタル下見
予約受付中
撮影のみプラン
（6切台紙付き）
・1ポーズ  8,640円
 （カード2枚付）
・2ポーズ 14,470円
 （プチ4面写真集＋カード2枚付）
・3ポーズ 20,300円
 （プチ6面写真集＋カード3枚付）

29年度 成人式パック
①振袖持込パック（前撮り）
・・・・・・・・・・・・・・・29,590円　
②写真だけの手ぶらで成人式
・・・・・・・・・・・・・・・39,740円　
③成人式お出かけレンタル
・・・・・・・・・・・・・・・64,800円～
※①②③は美容着付（髪飾り付）・
　六切2面台紙付特典として
　（プチ写真集・スマイルカード付）
※詳細はホームページにて

　卒業式の袴レンタルは駅近便利な
同店へ。式に合わせて当日のお支度&
撮影は早朝予約OK！衣裳レンタルの
みも可。29年度、振袖レンタル展示会
開催中！予約優先。振袖レンタルフルパ
ックはショール・足袋・草履・バッグ小物
全て付いてお得！

卒業“袴・着物”衣裳レンタルのみもOK 
振袖レンタル下見“早めの予約”がお得写真館

摂津富田・富田

茨木市園田町8-18  ビアリッツ茨木
営／10時～18時半　木曜定休
※2/11（木）営業　2/10と2/24（水）休業

70120-753-317 
2072-638-6088
www.studio-balloon.com
ブログ http://balloon818.citylife-new.com
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P※　 有り  お問い合わせ下さい

イオン新茨木店より東へ200m

　子どもの最高の笑顔を引き出してくれるバルーンの記念撮
影。入学(入園)写真は、キャビネサイズサービス+CD画像にプ
ラスして、ドレス(又はタキシード)撮影をプレ
ゼント。2月中の撮影限定なので、今すぐ予
約しよう。早撮り1ポーズ限定プランもある
のでwebをチェックしてみよう。また、お宮参
りに最適なお名前入りデザインフォトやキャ
ビネ判1ポーズがサービスでついてくるお宮
参りプランは5月末
までの撮影なので、
お早めに。

入園入学2月の撮影に限り
ドレス＆タキシード写真プレゼントフォトスタジオ

～卒・入学入園記念写真（価格は税別）～
各プランお渡し写真のCD付(700×1000ピクセル)
A プラン8,800円・・・・・・・・・台紙付6ツ切1ポーズ+キャビネ2枚
Ｂ プラン12,800円・・・・・・・台紙付6ツ切2ポーズ+キャビネ2枚
Ｃ プラン17,800円
・・・・・・・台紙付6ツ切3ポーズ+6ツ切デザインフォト+キャビネ2枚
※上記3プランは家族兄弟も写せます。
Ｄ シュシュプラン12,800円
・・・・・・・・・・・1人写しデザインアルバム(30×30cm2面4カット挿入)
各プラン2月末までの撮影で、
さらにプラスでドレス・タキシードの写真をプレゼント！
（新年少～新小学一年生までのご本人に限ります。衣装・ヘアセ
ット+キャビネ写真1枚サービス）

　　フォトスタジオ バルーン
茨木

●1ポーズ2冊組9,800円（税別）
●2ポーズ1冊 12,800円（税別）
●3ポーズ1冊 17,800円（税別）
各画像CD付、フォトカード3枚
プレゼント！

お宮参り台紙付
写真通常プラン ●2ポーズ以上で

①お名前入りデザインフォト1枚、
②赤ちゃんの洋装1人写しをキャ
　ビネ判で1ポーズサービス
●4ポーズ以上で増やせるアルバム
 （通常5，000円が無料）貼り

お宮参り特典（5月末まで）

高槻教室

70120-57-5858
高槻市芥川町1-2-A105
JR高槻駅前/アルプラザ西隣 1F
http://www.daiichi-gakki.co.jp/

茨木教室

70120-25-7247
茨木市大手町１-27
阪急茨木市駅西すぐ/
東本願寺別院斜め前

茨木南教室

70120-57-5858
茨木市玉櫛２-28
スーパー平和堂真砂店西/
南中学西交差点 西入る

【茨 木 教 室】 3/15（火）・3/16（水）
【茨木南教室】 3/16（水）
【高 槻 教 室】 3/17（木）・3/18（金）
受付/10時～19時　※各教室へ要予約

リトミック1日無料体験会

【2016年春季　生徒募集対象生年月日】
ステップ1
ステップ2
ステップ3
ステップ4

平成26年4/2～平成27年4/1生
平成25年4/2～平成26年4/1生
平成24年4/2～平成25年4/1生
平成23年4/2～平成24年4/1生

　ピアノの生演奏と歌に合わせて楽しく体を
動かしながら、子ども達の成長に必要な力を養
っていくリトミック。音感やリズム感はもちろん、
自分の感じたことを表現できるようになったり、
創造力や協調性などが育まれるという。第一
楽器の先生はリトミック研究センター認定の
有資格者。一人ひとり、子どもの性格に合わ
せてしっかりと目を配ってくれるので、信頼も厚
い。1980年に関西で初めて開講した、伝統あ
る本格リトミックをこの機会に体験してみよう！

豊かな感性や創造力を育む
本格リトミックで広がる可能性

　　

本格的リトミック

　　第一楽器
高槻・茨木

明るい笑顔が子ども達
に人気の西田先生。


