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全国約460教室の実績を誇る少人数制幼児教室

高槻駅前教室
高槻市紺屋町7-12  　 寺本ビル４F　
営/9時半～17時半　月・祝休

2072-684-0620
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3月20日までに入室手続きをされた方に限ります。3月20日までに入室手続きをされた方に限ります。

限定
企画

無料体験レッスン実施中！詳細はお問い合わせください。

会　　場

受付時間

申  込  み

叱らない楽しい育児のノウハウを
ご紹介します

ベビーマッサージや手遊びをご紹介します
時　　間 12：20～（約40分）
対象年齢 0～1歳6か月のお子さまとその保護者さま
定　　員 3組

　TOEベビーパークは、お子さまの知的能力だ
けではなく、運動能力も高め、手先の器用さ、社
会性までを育てる乳幼児親子教室です。1人ひ
とりの発達のタイミングに合わせた幼児教育(=
適期教育)による「叱らない楽しい育児」を肌で
感じてください。きっと、毎日の育児や教育がよ
り充実したものになります。まずは教室で開催
中の無料親子イベントにお越しください♪

時　　間 １０：００～（約４０分）
対象年齢 0～3歳のお子さまとその保護者さま
定　　員 ４組

時　　間 11：10～（約４０分）
対象年齢 1歳～3歳のお子さまとその保護者さま
定　　員 4組

言葉と知能を伸ばすコツをご紹介します
時　　間 10：00～（約40分）
対象年齢 0～3歳のお子さまとその保護者さま
定　　員 4組

ベビーパーク高槻教室
高槻市高槻町６－２４　スカイハイツ１階

9:30～17:00（日祝休み）
ベビーパーク事務局  　0120-415-181
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「春のはじめての習いごと
キャンペーン」実施中！詳細
はお問い合わせください♪
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堺市南区茶山台1-9-1
開館時間10時～17時（最終入館16時半）
休館日/月曜（祝日の場合は翌火曜日）、春休み
（3/23～4/10）は休館日なし

子ども大喜びの室内遊具がいっぱい
パネル展「忍者ってなんじゃ？！展」開催中
　木登り遊具やロープウェイ、ワニの遊具など体験遊具が
いっぱい！赤ちゃん広場もあるので、幼児～小学生を対象
に幅広い層で楽しめる施設。2/28には「にんじゃ教室」、
3/29～31には「ニンジャ迷路」
が登場する！パネル展は3/31ま
で開催中。お見逃し無く。

大阪府立大型児童館 ビッグバン

●2/28（日）「ジャカジャカ☆にんじゃ教室」
　忍者の衣装を着て、技を教えてもらおう！
　対象：3歳以上のお子様
　参加費：100円　3回開催（各回定員50名）
●3/29（火）～31（木）「ニンジャ迷路」
　参加費：100円　時間：10時～16時半

●入館料 特典
大人・・・・・1,000円
中学生・・・・・800円
小学生・・・・・600円
幼児（3歳以上）
・・・・・・・・・・・・・400円
3歳未満・・・・・・無料

この記事持参で
入館料が半額に
※1枚で5名様まで、他
　の割引と併用不可、
　画面提示不可　（E）
期限：1/27～3/31まで

　奈良・三重・和歌山の産直野菜や漁港
直送の鮮魚を販売。毎週（火）・（土）は、
“会員様特典の日”として、対象商品が会
員割引に。対象商品は、月ごとに変更。添
加物を抑えた食品がお買得価格で購入で
きる。また、会員になると
店頭精米は、常時「会
員様価格」に。会員カ
ードは、受付にて無料で
すぐ作れるので、ぜひ入
会してみて！

天然酵母のパンやオーガニック食品、添加
物を抑えたお菓子もあるのがうれしい！

毎週火・土は“会員様特典の日”
対象商品がお買い得に採れたて新鮮野菜

〈2月の会員様割引対象商品〉
● 鍋の素　15種類
　 25～30％OFF
● こだわりポン酢　6種類
　 15％OFF
● きりたんぽ、くずきり、車麩
　 20％OFF
● 冷凍うどん、出し昆布など
　 20％OFF

【会員様特典】鍋フェア開催！
毎週 火・土曜は“会員様特典の日”対象商品がお買得！
※店頭精米は常時会員様価格です。

2072-646-6332
http://ruinouen.rui.ne.jp/
Facebookもチェック！

茨木市彩都やまぶき2-1-10
営／9時～18時　
年中無休　Pあり
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　グランドピアノの生演奏で行なうリトミックが好評の「カワ
イ音楽教室」。1歳～4歳まで、年齢別のカリキュラムがあ
り、子どもの成長に合わせたレッスンを実施中。考える力や
感じる力が伸び、豊かな感性が育まれる。また、個人レッス
ンの「ピアノチャレンジ」やピアノを始める前の「3歳ソルフ
ェージュ」もキャンペーン中なので、問い合せをしてみよう。

カワイのリトミックで育む豊かな感性
まずは体験・見学会から始めようリトミック・ピアノ

ピアノの楽しさが実感できる
「ピアノチャレンジ」コース。

大人向けコースも充実している
ので、親子で通うのもオススメ。

カワイ音楽教室茨木・高槻

2072-635-8866
http://www.kawai.co.jp

茨木センター　茨木市双葉町8-1  奥村ビル5F
高槻センター　高槻市紺屋町7-9  JR高槻駅前松坂屋南口前
高槻宮之川原教室　高槻市宮之川原5-20-1 サボイ清水店2F
問合わせ・茨木センター/火～土（日・月・祝除く）10～17時

カワイ音楽教室  でも検索可能

①無料体験会・見学会参加で
　　入会お申込みの方、
　入会金40％OFF！
（音楽ひろば、3歳ソルフェージュは2,160円
 うたごえ倶楽部は4,320円+設備維持費3ヶ月無料）
②HPからピアノチャレンジお申込み
　授業料(7,560円～)→半額に！
　さらに正規コース入学時の
　入会金40％OFF！
③さらにHPから体験お申し込みの方は
　全コース入会金540円OFF！
　　　　　　　　　　　 　(2月末まで)

大人向け音楽教室「うたごえ倶楽部」体験会の日程

3/1（火）・3/15（火）　14：30～ 2/24（水）・3/9（水）　13：30～

茨 木 高 槻

2/27・3/12（土）10：00～
2/24（水）11：00～
2/25・3/10（木）10：00～
3/16（水）10：00～
2/23・3/8（火）10：10～
2/24・3/9（水）10：10～
2/25・3/10（木）10：10～

2/23・3/8（火）10：00～
2/25・3/10（木）11：00～

2/25・3/10（木）11：10～

2/22・3/7（月）15：30～
2/25・3/10（木）15：00～

2/24・3/9（水）15：30～
2/26・3/11（金）16：30～

2/23・3/8（火）14：30～

3/12（土）9：45～
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4歳ピコルわーるど
H23.4.2～
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リトミック無料体験・見学会レッスンの日程 特典 「シティライフを見た」と予約で

　生徒の学力や習熟度に合わせて進める
プリント教材と、楽しく学べるコンピュータ学
習を組み合わせた独自の指導法が特長の
学習教室。地域の子どもたちを自宅で教え
る同教室の先生は、「子どもと関わる仕事
がしたい」「子育てをしながら働きたい」とい
うママたちにぴったり！生徒たちと一緒に自
分も成長でき、やりがいを感じられる仕事と
して注目されている。実子の月謝優遇制度
もあり、自分の子どもを一緒に教えることが
できるのも魅力だ。

子育てしながら自宅で「先生」に
やりがいがあり、無理なく家事と両立

ママたちの就活
学習教室の指導者募集

【ママにオススメ　Point!】 
気軽にできる在宅ワーク
週2回、１日3～5時間、コンピュータによる運営補助など、負担が
少なく続けやすい。本部スタッフのサポートも充実しているので、
未経験でも安心。まずは、説明会へ参加して。

指導者募集説明会 午前の部：10時半～
午後の部：14時～（共に2時間程度）

※説明会参加者には図書カード500円分をプレゼント（web申込者のみ）

スタッド各教室にて
4回無料の「体験学習」
2/15～27実施
申込受付中！

教材やコンピュータに触れながら詳しい説明が受けられる。
気になる教室開設の費用や収支の説明も。個別説明も可。

2/12（金）・13（土）
　16（火）・18（木）

スタッド大阪本部（左記）
地下鉄谷町線中崎町駅4番出口すぐ

2/15（月） 高槻現代劇場（市民会館2Ｆ401号）
阪急高槻市駅より徒歩5分（午前の部のみ）

2/17（水） 能開センター枚方校
京阪枚方市駅中央出口より徒歩3分

2/12（金）・18（木） スタッド京滋本部　京都証券ビル3Ｆ
阪急烏丸駅18番出口すぐ

大阪市北区中崎西2-6-17　
WAO第1ビル
受／10時～18時（土日祝のぞく）

　　　　スタッド学習教室（株式会社ワオ・コーポレーション スタッド事業部）

　  0120-017-025
http://stad-gakusyu.jp/

スタッド 先生　で検索


