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　「ゲームや遊びを止めさせるのでなく作る・学ぶに変えた
い」とは代表の朝倉さん。難しく思われがちだが、身近なロ
ボットやゲーム制作を通して論理的に考える力を学ぶ学
習教室だ。一人ひとりにカリキュラ
ムを合わせ、それぞれの個性を伸
ばせるところが魅力的。子どもの
隠れた才能を開花させてみては。

知育ブロックでプログラミング
遊びの力を学びの力にキッズプログラミング教室

KINOCODE〈キノコード〉江坂

吹田市広芝町3-29　エッグビル第三江坂2階
営/平日12時～20時　土日祝10時～20時
火曜定休

206-6155-9020 http://kinocode.jp/

子どもに人気のロボット制作など様々な角度
から楽しみながらプログラミングを学べる。 交番
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特典「シティライフを見た」で
キッズプログラミングコース
月8コマコース（1時間/コマ）
15，800円が初月無料に
（2月末まで・新規の方のみ）

　北摂で人気の知育幼児教室「カウピリ」
の理念は子どもたちが〝生きる力〟を身につ
けること。知育・リトミック・体操･絵画制作な
どのカリキュラムや遊びを通じ、思いやり・好
奇心・集中力・忍耐力・五感の発達・協調
性・コミュニケーション力を幼稚園入園前の
1年間で総合的に高めていく。2016年度か

らは、外国人講師による「英語」が新たに追加さ
れ、さらにカリキュラムは充実。月曜～土曜の午
前9時30分～午後3時の長時間保育を母子分
離で実施（週1～6日で曜日選択可、延長保育は
午後6時まで）。200 ㎡の広い教室でのびのび
遊び、友達とかかわることで〝生きる力〟を身につ
ける。欠席の振り替え、延長保育、アレルギー対
応給食のほか、親子遠足・クリスマス会・参観、毎
日のブログや手紙などで
の心遣いも好評だ。4月
スタートの2016年度生
募集中。まずは説明会に
参加してみて。

プレスクールに通う宮本さんご家族
※りゅうのすけ君とれなちゃん

先生方がいつも笑顔で
元気いっぱい！息子も
「カウピリ行く！」と、楽し
く通っています。アレル
ギーのある息子ですが、
給食対応もして下さり、
安心して預けられます。

北摂で人気のプレスクールが
外国人講師による「英語」を追加

2～3才児のための
プレスクール

2016年4月より新たに“アフタースクール”開講決定!!
15時30分より年少・年中・年長のお子さんを対象として各専
門講師による「英語」と「体操」を開講。詳細はHPにて。

4月スタート2016年度プレスクール体験説明会
日程 ： 2月13日（土）・27日（土）　午前10時～11時30分
対象 ： 2013年4月2日～2014年4月1日生まれ
※保護者同伴、要電話予約
※定員に達し次第締め切り。
　余席わずかな日程もあるため早めにご予約を

　　

　　　　 知育幼児教室 
kaupili キッズプレスクール
〈カウピリ〉

箕面

推薦のことば

箕面市牧落3-13-33
アクティブ箕面3階

教室2072-720-7222
本部2072-727-7888
http://www.kaupili-kids.com/ 牧落
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カウピリ　で検索

●様々なカリキュラムで、子ども達に「生きる力」を身に付けてもらう      
事を理念とした、同スクールに非常に意義を感じております。

　  医療法人もみじの手　箕面レディースクリニック 狩谷 佳宣 院長
　

●親子の絆を大切に、“生きる力”を育む事を理念としている同スクー
ルに共感し応援しております！

 医療法人スマイル会　よしだ歯科 吉田 真一郎 理事長

保護者の声

外国人講師による「英語」も新
たに始まる。

思いやりの心を育て、強くたくましく

　第一楽器は1980年に関西で初め
て本格リトミックを開講。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、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力や、創造力、
協調性などが育まれるという。講師はリ
トミック研究センター認定の有資格者
で、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保護
者からの信頼も厚い。伝統ある本格リト
ミックをぜひ親子で体験してみて。

豊かな感性や集中力・創造力を育む
「親子で楽しむリトミック」無料体験会開催

　　

本格的リトミック

　　千里中央・山田・千里山 第一楽器
千里中央教室

206-6831-1383
「千里中央」駅前SENRITOよみうり2階
豊中市新千里東町1-1-3
http://www.daiichi-gakki.co.jp/

吹田山田教室

206-6876-8218
「山田市民体育館前」バス亭前
松本医院2階
吹田市山田東2-25-51

千里山教室

206-6380-6802
阪急「千里山」駅前アゼリアⅡ2階
吹田市千里山東2-20-5

「グループレッスンの中で一
緒に音楽を感じて遊ぶ事
で、先生やお友達の真似
ができたり、育まれる力がた
くさんあります。」と子ども達
やお母さん方と話す笑顔が
魅力的な奥田先生。

【千里中央教室】 2/10(水)～2/13（土）、3/15（火）～3/19（土）
【吹田山田教室】 3/1(火)～3/4（金）
【千里山教室】 3/1(火)～3/4（金）
受付/10時～19時　千里中央教室へ要予約
70120-771-383

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

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

　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

　プロの手で“今”を大切な思い出にしたいならアミュへ。今なら冬
の撮影キャペーンを実施中。「振袖での写真をやっぱり撮りたい」
「もう一度撮り直したい」という人向け
の、着付け、ヘアメイクと撮影用振袖
の無料利用が含まれた嬉しいプラン。
お得な七五三記念キャンペーンや就
活パックも好評だ。詳細はWEBで。

冬の撮影キャンペーン実施中
大切な思い出はキレイに残そうこども写真館

吹田 こども写真館フォトスタジオ・アミュ
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吹田市山田西1-1-11　火曜定休　
営／平日10時～18時　土日祝日9時～18時　Ｐ有

20120-753-039
HP：http://www.studioamu.com
ブログ：http://studioamu.citylife-new.com/

冬の撮影キャンペーン3/31まで
● 成人記念通常13,500円→8,640円
（着付け、ヘアメイク、振袖レンタル付き）
● 七五三記念 撮影料金平日980円/土日祝1,500円
※成人記念と七五三記念は写真代金別
● 就職活動用証明写真
就活パック4,800円（データCD付）

　どんなに練習しても足を速くするのは無理、遺伝や生まれ
つきだと諦めている方に朗報！3ヶ月間たった5分秘密のトレ
ーニングをすると、必ず足が速くなるという魔法のトレーニン
グ体験会が開催される。トレーナーが
１対１で運動神経や運動能力を鍛え
るコツを伝授。体育の授業や運動会
で活躍できること間違いなし。

足が速くなりたい9～15歳の子必見
3ヶ月で速くなる魔法の体験会開催

パーソナル
トレーニングジム

Fresta68 〈フレスタロクジュウハチ〉

豊中 パーソナルトレーニングジム

豊中市桜の町7-10-7　豊中オスカービルＢ１Ｆ
営/10時～19時　　火曜定休　P有

206-6855-0806

9歳～15歳までの魔法のトレーニング体験会
日時：1/31（日）、2/6（土）、7（日）、20（土）、21（日）、27（土）、
　　　28(日）時間は予約時に調整。要予約
体験料：1,500円／45分
定員：15名限定　持ち物：運動着、運動靴
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足が速くなることは、運動神経が
良くなることにもつながる。まずは
体験会に参加してみて。
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　子どもを夢中にさせるレッスンが得意な同教室。千世
先生は数々の舞台公演の経験を持ち、丁寧な指導が
人気。リズム感・柔軟性・きれいな姿勢が自然と身につ
くキッズクラスや集中力・表現力も身に着くJr.クラス、ス
タイルアップのための大人クラスもあり。見学・体験も
気軽にどうぞ。

初めてでも大丈夫
楽しい少人数制バレエ教室バレエ教室

千世バレエスタジオ
吹田

吹田市千里山西5-9-29　千里山Ｓ1ビル2階
（阪急千里山駅噴水前）

2050-3634-0800
chiyo.ballet@gmail.com　http://chiyo-ballet.com

のびのびと楽しそうな3歳児のクラス…！

特典「シティライフ見た」で
お試しレッスン500円
Tシャツ・短パン・くつ下でOK!（2月末まで）

MENU
● 幼児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
● 小学生・・・・・・・・・・・・6,000円
● 中学生・・・・・・・・・・・・・・7,000円
● 高校生～大人・・・・・・8,000円
※いずれも月4回※個別レッスン1回5,000円

キッズ＆マム

2016年も親子そろって充実した楽しい一年にしたいですね。

子どもたちは好奇心旺盛で可能性も無限大。だからこそ、興味

を持ったことには、ぜひチャレンジさせてあげてくださいね。

春からはじめたい習いごと情報をお届けします。


