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キッズ＆マム

外で子どもたちを遊ばせたい季節が到来。そこで、キャンプやツリーイング（木
登り）などの自然体験を通じて健全な青少年の育成を目指すProject Team 陽
風（はるかぜ）の山田さんに自然の中で遊ぶことの大切さをうかがいました。

自然の中でいろいろな体験をしよう

Project Team 陽風（はるかぜ）
代表

山田 紘平さん

「Kids&Mom（キッズアンドマム）」は、子育て中のママたちが

気になるテーマを毎月ピックアップして、専門家の方にお話を

伺う子育て応援特集。

P r o fi l e

　木登りや虫とりなどの原体験や、さまざまな自然体験によっ
て体の中からワクワクする感動を経験すると感性が豊かにな
ります。また、遊びを通じて自然への知識も増えますし、友だち
と共通体験をすることで語彙や伝える力が伸びていきます。
子どもの頃に自然体験をした子たちは、成人後に我々の活動
に参加するなどボランティア活動を行ったり、保育士や教員を
目指したりするなど、積極性や社会性が高く心が豊かな大人
に成長しています。自然体験は将来にかかわる、根幹の部分
も成長させていると感じています。

普段の生活に取り入れてみよう
　公園などでは難しく考えずに「葉っぱが色づいたね」「種類
の違うどんぐりを探してみよう」などちょっとした投げかけをして
あげましょう。そうすると四季や自然の多様性に気付くきっかけ
になります。親は自然とのつながりを教える最初の先生です。
日常からいろんな機会を作ってあげてください。

Project Team 陽風（はるかぜ）
2075-756-2885
http://www.haru-kaze.net

［取材協力］
5/28（土）～29（日）
場所／箕面市立青少年教学の森野外活動センター
対象／小学3年生～中学3年生
定員／15名（最小催行10名）
参加費／8,200円（初回参加のみ別途800円必要）

皐月キャンプ - テント設営と火おこし体験-

感性が豊かになる
トゲトゲしたもの、ツルツルし
たもの、いいニオイのものを
探そうなど、きっかけがある
と子どもたちは目を輝かせて
遊びだします。感動したこと
を大切にしてあげると感性
が豊かに。

心身ともに
健康的になる
バランス感覚が磨かれるの
で身体的にも成長します。
親元から離れた自然体験は
自立性が育まれ、友達と一
緒にのびのびと遊ぶことで
ストレス発散にもなります。

コミュニケーション
能力が養える
子どもが感じたことを表現
するのでコミュニケーション
能力が養われます。人と
人、人や自然との関係性や
つながりを学び、わかちあい
の精神が育ちます。

吹田　　　 高英進学教室
スマイルキッズ 千里教室

UKKスマイルキッズ　で検索
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　母子分離のプレスクールが人気のスマイルキッズ。「今を
一緒に過ごしたい」というお母さんへの親子教室も好評。知
的好奇心を刺激しながら、潜在能力を引き出してくれるオリジ
ナルカリキュラムが特徴。学習に取り組む姿勢と基礎能力
を育む知育クラスと、音に合せて身体を動かし言葉を聞き取
り理解する能力を育むリトミッククラスがある。関西・関東の
百貨店内教室も開催中！詳しくはHPをチェックしてみて！

0歳からの親子学び教室　新学年生徒募集中知育・リトミック教室

●ベビー知育クラス　各回50分
火曜日〔6ヶ月～〕10時半～
　　   〔1歳～〕11時～
定員：1クラス8組(親子同室)
●リトミック知育クラス　各回50分
水曜日〔1歳～〕10時～
　　   〔2歳～〕11時～
定員：1クラス8組(保護者様同室)
各クラス体験者を随時受付中。
※体験は有料。詳細はお問合せを。

講師は全て日本ベビーコーチング協会認定資格取得者

体験参加後
ご入会の方、
入会金割引
キャンペーン
実施中！

◀HPは
　コチラ！

吹田市千里万博公園12-1　
パークサイドビル202
お問合せ時間：土・日・祝日を除く
　　　　　　10時～16時

206-6875-2366
　　 :school@ukkhawaii.net

フォトスタジオ バルーン
フォトスタジオバルーン 検索

バルーンの価格は表示価格のみ、
撮影料等はありません

70120-753-317 
▼ブログはこちら！ ▼HPはこちら！2072-638-6088

2072-668-7456

おでかけシュシュプラン
◀デザインアルバム「シュシュ」(30×30cm見開き2面)

▼プチ6ハーフキャビネ6面

三歳女児被布・・18,800円（税別）
三歳・五歳男児・18,800円（税別）
七歳女児・・・・・・・22,800円（税別）

プチ6
CD画像付き

700×1,000
ピクセル

CD画像付き

700×1,000
ピクセル

おでかけ台紙付 8ポーズプラン

▲台紙付2ポーズ
　（30×30cm台紙）

▲6ポーズハーフキャビネ

三歳女児被布・・17,800円（税別）
三歳・五歳男児・17,800円（税別）
七歳女児・・・・・・・21,800円（税別）

8ポーズの
CD画像付き

700×1,000
ピクセル

お出かけ当日
1ポーズ撮影

または5,000円焼き増し
金券プレゼント

お出かけ当日
1ポーズ撮影

または5,000円焼き増し
金券プレゼント

19,800円(税別)

18,800円(税別)

シュシュ6ポーズ
キャビネ4ポーズ
計10ポーズ CD付
中判2面×2冊
プチ6手札6面付き

B5サイズ写真集に8ポーズ台紙プランがセット

お母様も着物でお出かけの特別パック

▲6ツ切2ポーズ
　（台紙サイズ30×30cm）

▲ハーフキャビネ6ポーズ
　（台紙サイズ ハガキ大）

兄弟・家族
OK

兄弟・家族
OK

兄弟・家族
OK

8ポーズの
CD画像付き

▲B5サイズ
　6ページ写真集

700×1,000
ピクセル

写真は8ポーズ撮影のAプラン、お母様の
衣装、七歳さんの衣装付きで、前撮り、お出
かけ、2度の着付け、2度のヘアセットつき
写真は前撮り
秋のお出かけは着物で

超お得パック
人気のもりもりプラン

39,800円(税別)

※6月10日までの撮影限定企画
　お出かけは11月の土日でもOK！

超早撮り
価格

超早撮り
価格

ビッグで可愛いデザインアルバムシュシュ、
プチ6が付いてさらにプチ6入りCDもプレゼント

※6月10日までの撮影限定企画、お出かけは11月の土日でもOK！

 茨木スタジオ 
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・水曜不定休
 高槻スタジオ 
高槻市千代田町5-5 木曜定休、水曜不定休
営／10時～18時半　

シュシュ6ポーズ
ブーケセット

新登場

6月10日まで
好評撮影中
6月10日まで
好評撮影中

9,800円(税別)
（30×30cm2面）

BIGサイズの4ポーズシュシュ
4ポーズのCD画像と手札写真付き
BIGサイズの4ポーズシュシュ
4ポーズのCD画像と手札写真付き

｜ご予約はお早めに｜｜ご予約はお早めに｜

5月・6月の
早撮り価格

お母様と七歳さんの特別プラン

▲お一人写し

▲お一人写し

高槻市前島4-18-1
営／平日・土　10時～20時半、
　　日曜10時～16時半

 （平日・日曜日共にプール遊泳は
終了30分前迄）

浴室利用：11時～15時（日曜は14時迄）　
水曜休館（祝日の場合は翌日）　Ｐ有

2072-669-3165
http://homepage2.nifty.com/cleanpia/

● 幼児　無料　　　● 小学生・中学生　250円
● 大人　500円　　● 高齢者　250円
● 障がい者大人　250円　
● 障がいを持つ高齢者、小・中学生　120円
● 駐車料金1日100円 

施設利用料金変更のお知らせ

　毎年大人気のゴールデンウイーク特別「プー
ルアスレチック」が今年も登場。25メートルプー
ルの長さいっぱいに浮かぶ大きなアスレチック
遊具に子どもは大はしゃぎ！入館料のみで楽しめ
る上、大きな駐車場もあるので家族揃ってのお
出かけにぴったりでパパママ大助かり。ゴール
デンウイークはクリンピアでおもいっきり楽しもう！

5/4・5開催「プールアスレチック」
子ども大興奮でパパママも大満足スイミング

■5/3・4・5の営業時間
　9時半～17時半（入館は16時半まで）
　プール利用：9時半～17時
　浴室利用：11時～14時
■プールアスレチック
期 間／5月4日（水祝）・5日（木祝）
時　 間／14時～15時半 　使用料金は入館料のみ
対　 象／小学生以上（身長130ｃｍ以上） 　12.5m以上泳げる方
※対象外の方でも保護者同伴で参加可能
※水着、スイムキャップの着用が必要

　　

高槻市立前島熱利用センタークリンピア前島
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クリンピア前島クリンピア前島

大きなアスレチック遊具は大
人も圧巻！子どもが大満足で
遊んでくれるから親も助かる。
スイミングスクールを運営して
いる施設だから安全面もバッ
チリで安心できる。


