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特典
夏休み水泳教室に申込・参加された方が本科スクールに入会の場合
入会事務手数料無料（キッズスイミング・ベビースイミング）
さらに、指定水着・指定キャッププレゼント！
（キッズスイミングのみ）

　　

　健康的な体と心身の育成が期待
できると習い事で人気のスイミング。フ
レスコ茨木では夏休みのキッズクラス
短期水泳教室を実施。始めやすく、そ
のまま入会の場合は入会事務手数
料が無料になり、指定の水着とキャッ
プがもらえる！また、ベビースイミングは
水のきれいな温水プールが安心で、
水に慣れるだけでなく生活リズムの改
善にも効果的。赤ちゃんと一緒に楽し
んでママのリフレッシュにもなると好
評。ぜひ早めにお問い合わせを。

「夏休み短期」先着受付スタート
短期ベビースイミングも人気スイミング

茨木 KTVフィットネスクラブフレスコ茨木
茨木市永代町6番2号  
スポーツプラザ茨木4・5・6F
営／平日9時半～23時
　　土曜9時半～21時 
　　日祝9時半～19時
木曜休館  駐車場優待3時間200円

2072-620-7800
http://www.ktvl.jp/
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対象：２才半～小学生
定員 ： 各70名
●4日間短期コース　5,800円
7/25（月）～28（木） 8時半～9時半
8/ 1（月）～ 4（木） 8時半～9時半
8/ 8（月）～11（木祝） 8時半～9時半
●3日間短期コース　4,800円
8/12（金）～14（日）8時半～9時半
8/22（月）～24（水） 8時半～9時半
●1日短期コース　1,200円
7/28（木） 11時～12時
8/11（木祝） 11時～12時
※7/20までキャンセル変更無料。
※7/21以降のキャンセル、変更は500円がかかり
　ます。

対象：6ヶ月～2歳6ヶ月まで
6月・7月・8月のいずれか月単位
1ヶ月フリー　3,700円　
　　　　　　　　　　　 ※価格は全て税別です。

夏休み短期水泳教室 

ベビースイミング短期教室  

3輪駆動（ラジコン）や歩行ロボットなど、色々なロ
ボットが作れる。大学ロボット研究所【fuRo】が総
監修・総制作！

綺麗な教室。アクセスも良いの
で通いやすい。206-6872-7705

吹田市津雲台1-1-30
営／火曜～金曜：12時～20時
　　土曜：10時～17時
月曜・日曜祝日定休

特典「シティライフを見た」で
入会金5,000円OFF
（6月末まで、南千里教室のみ）

コース料金
月4時間・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
月8時間・・・・・・・・・・・・・・・7,560円
月12時間・・・・・・・・・・・・・・9,720円
月24時間・・・・・・・・・・・・・16,200円
テキスト代は不要　
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wisdom南千里　で検索

無料体験随時実施中
※お電話でお申し込みください

　最近急激に習う子が増えているキッズプログラ
ミング教室。IT化が進む中で「社会に出た後にム
ダにならない」「ロボット産業が近い将来、日本の
基幹産業になると推測される」など子どもの将来
に直結することが大きな理由だ。同店のプログラミ
ング教室では、パーツを組み合わせ、プログラミング
し、動くロボットを制作する。考える力や発想力を養
えるのはもちろん、数学（算数）、理科の教科書の
内容と意図的に対応付けがされているため、楽し
みながら学校の勉強内容も理解できるようになる
という。また、始めてパソコンを使う子からアプリを
作りたい子までレベルに合わせた授業なので安
心。まずは無料体験から始めてみよう！

子どもの将来に直結の習い事
これからはプログラミングが熱い

小4～大人まで
キッズプログラミング教室

グローバルヴィレッジ
インターナショナルプリスクール
千里山田校  吹田市津雲台7-4 206-6831-8996
千 里 丘 校  吹田市長野東3-15 206-6878-6874
高槻茨木校  高槻市宮田町3-4-10 2072-694-6000
http://www.global-edu.jp

開催校 千里山田校/高槻茨木校

9時～15時（8時～18時の間で延長可能）

満3歳から小学6年生

受講料39,000円　教材費4,000円　（税込）

8月15日（月）～8月20日（土）の6日間期　間
時　間
費　用
対象年齢

園の様子はブログで。

　今年もグローバルヴィレッジのサマースクールが開校する。今
年のテーマは“Global Games”。スポーツをテーマにクラフト、サ
イエンス、ミュージックを楽しみ、英語で異文化を体験していく。担

当は同校のネイティブ講師陣。サマースクールから
引き続きサタデースクールに入園すると、9月の月謝
が半額になる。幼保園の見学も電話予約受付中。

山田・千里丘・高槻

夏休みはグローバルで英語とスポーツの6日間
サマースクール2016生徒募集中英語幼保園

今年度生のエデュタイム風景を
動画でご覧いただきます。
●日時：6/25（土）10時半～
●場所：高英進学教室（本部） 
　　　　千里教室にて
●対象：満1歳～就園前のお子様
※合同説明会へご参加ご希望の方は、
　お電話又は、ホームページのお問合せ
　フォームにてお申込みください。

教室説明会のご案内

　「3歳までの生活環境は性格形成だけでなく、運動
能力・知的好奇心の発達など今後の成長に大きく関
わります」と同教室の浦部先生。リトミックや知育、絵
画、体育、英語などのエデュタイムから受講日程を選
択可能なので、「豊かな感性と知性を身につけてほし
い」「潜在能力を最大限伸ばしてあげたい」という、子
どもを持つお母さんなら誰もが想う気持ちに応えてく

れるスマイルキッズ。只
今、若干名のスクール生
を募集中なので、詳しい内
容はお問合せしてみよう。

子どもの可能性を信じ、たくさんの経験を積む
充実したエデュタイムが人気の教室スマイルキッズ プレスクール

説明会へ
参加した方全員に
入会手続き時の
特典あり！

ここがポイント！
① 週1日～5日までお好きな曜日を選択可
② 全スタッフ日本ベビーコーチング協会認定資格取得者
③ 8時～20時の延長システム有　④ 全日給食あり
⑤ 幼稚園選びやお受験相談も対応

千里

箕面

箕面市船場東1-15-8-201

吹田市千里万博公園12-1-202

高英進学教室（本部）
　　 スマイルキッズ レインボークラブ

　　 スマイルキッズ リトルプレ・プレスクール

　：school@ukkhawaii.net
※お問合せ時間：土・日・祝日を除く10時～16時
WEBは［UKKスマイルキッズ］で検索

206-6875-2366
FAX06-6875-1617
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　教科によってちょっと苦手がある子も、学
年より先取りしたい子にもおすすめしたいの
が学研教室。例えば、算数教材では学校で
習う単元全てを学習するので、苦手な分野
が明確になり、克服できるようになる。週に2
回、短時間集中の学習方法なので他の習
い事との両立がしやすく、勉強習慣が身につ
くのも嬉しいポイント。無料体験を随時受付
しているので、まずは一度体験してみては。

自分の頭で考える力が身につくので、
発展・活用問題にも対応できる学力が養える。

　　 特典
ただ今、入会金0円キャンペーン実施中！
（詳しくは、お問い合わせを）

小学生コース
入会金→5,400円
●算数・国語　週2回 1時間程度
月謝→8,640円
●幼児週1回コース
月謝→6,480円
●算数・国語・英語　週2回 1時間程度
月謝→12,960円
その他、理科・社会コースや子ども英会話コースなど有り

学研の先生募集中！
あなたの子育て経験や指導経験を「学研の先生」として活か
してみよう！指導経験が無くても担当者や専門スタッフによる
無料研修があるので、安心してチャレンジできる。詳しい内容
はお問合せを。

　　

将来もずっと役に立つ学びと
「自分で考えるチカラ」が身につく幼児・小学生学習教室

70120-114-154
吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル11F

（お近くの教室をお調べいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。）

学研教室 関西支社
学研教室　で検索

主　催 ゴウダ株式会社 0120-1504-52茨木市上郡2-13-14
ゴウダC&Eビル 4F
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利回り
10％以上！

！

お問合せはコチラ

乞うご期待
！！

太陽光発電でおなじみのゴウダから

来場特典
あり！

大特価品
多数ご用意！！

速報

＠立命館いばらき フューチャープラザ
茨木市岩倉町2-150

日土

投資効果の高い太陽光発電事業をはじめませんか？

投資セミナーも同時開催！

個別相談も随時受付中

太陽光発電

10：00～17：00
（3日は16：00まで）


