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▶キッズトレーニング資
格取得のプロパーソナ
ルトレーナーによる発育
発達の専門指導だから
安心。子どもたちを夢中
にさせるボルダリング、ス
ラックラインなどのアイ
テムも多数。子どもの成
長や発達に不安を持つ
ママも気軽に相談を。

▲約80％の神経が形成される3～8歳の「プレ・ゴールデンエ
イジ期」。将来に大きく影響し、運動能力の基礎も養われるそ
う。専門的能力が最も身につく9～12歳の「ゴールデンエイジ
期」を無駄にしないためにも、この時期にしっかり神経回路を
開いておきたいもの。

　ジャンル問わず、わが子の可能性を伸ばし
たいママに高評価の同スタジオ。100種類
以上の独自カリキュラムを通して、神経系・脳
の発達が著しい3～8歳の『プレ・ゴールデン
エイジ期』をサポート。「9～12歳の『ゴール
デンエイジ期』に専門的能力をスムーズに身
につけるには、8歳までに多様な経験を積む
ことが大切。脳・身体・神経系が最大限に発
達するといいます」と同スタジオの岡川店長。
年齢に合わせて「のぼる・くぐる・わたる・投げ
る」の4要素を取り入れ、心身両面の土台作
りを目指す内容。最大5名の少人数制、トレ
ーニングジムが母体だけに指導力はお墨付
き。レッスン（60分）＋託児（施設使い放題）
の「夏休み限定コース」もオススメ。

勉学・スポーツ、多彩なジャンルで
わが子の「天才スイッチ」をON

運動能力向上教室

神戸市中央区北長狭通3-1-14 
トアロード岸田ビル3F
営／10時～22時

（最終受付21時）  
金曜定休

2078-333-1101
http://www.zone-kids.com/
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　　　　            発育発達専門スタジオ
ZoneKids〈ゾーンキッズ〉

三宮

● 期間 ： 7月26日～8月31日の月・水・木曜（時間は要問合せ）
● 内容 ： レッスン60分＋託児タイム（計3時間）
● 料金 ： 都度払い1回3,600円／4回12,960円／
　　　　　　　　8回23,920円／12回32,880円
　　　　兄弟で参加の場合、2人目以降は半額！
● 対象 ： 3～8歳　● 定員 ： 各回5名（先着順）
● 特典 ： 9月以降も継続の方、体験レッスン＆入会金無料！
※本コースの体験レッスン・入会金は無し 

● 体験レッスン
・・・・・・・5,500円→3,500円

● 入会金
・・・・・・・・・5,400円→3,500円

特典「シティライフを見た」で　（7月末まで・要予約）
シティライフ読者限定キャンペーン

ママ必見！「夏休み限定コース」のご案内
夏休みの習い事は楽しく才能を開花！子どもたちを夢
中にさせるプログラム満載！

7/22開催Kids&Mam Festaに出展
詳しくはP.4・5もチェック！

キッズ＆マム

もうすぐやってくる夏休み。約40日間ものあいだ、どう過ごすかによって、子どもが
大きく成長できるとするなら、最初に親子できちんと話し合って無理のない計画を
立てたいものですね。コーチングの専門家である川井さんにポイントを伺いました。

スケジュールを立てる時は親子一緒に考えよう

「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

　夏休みを有意義に過ごすためにも、ざっくりとした1日のスケ
ジュールをお子さん自身に立てさせてみてください。ここで大切な
のは親も一緒に横でサポート（見守る）すること。とくに宿題（課
題）の進め方は、子どもも親もつい欲張って無理のあるスケジュ
ールを立ててしまいがち。結局できなくて「自分でやるって言った
でしょ?」とお子さんを責めてしまってはお互いにマイナスに。大人
でもやり通すことは難しいもの。“最初はできなくてあたりまえ”“失
敗も経験”と視点を変えるとアドバイスも変わってくるはずです。

親子は 共にゴールをめざすチーム”のようなもの
　そのアドバイスで気をつけていただきたいのが、子どもの考えた計画を一旦〝承認〟してあげ
ること。例えばできそうにないプランを言っても、まずは「そっか、そう考えたんだね」と認めて、実
際に挑戦してみるといいと思います。自分で考えて決めたことは子どもは意外と守るものです。
何日かやってみて、それでもうまくいかない時はまた相談してゴール設定を見直しましょう。大
切なのは「お母さんが子どもにさせようとする」のではなく、「共に課題を乗り越えるチームとし
て協力する」姿勢です。そんなサポートこそが子どものやる気や自立を引き出します。

子育てハッピーコーチ
川井道子さん
イライラ子育てはもう卒業！子育てハッピーコーチング
川井さんのブログ　ameblo.jp/taoterry/

［取材協力］

子育てに悩むママを、コーチングと心理学でサポートします。
～月1回の講座を計5回。学び、体感し、家でも実践することで、
イライラを解消し、親子のコミュニケーションをスムーズに！～
詳細は左記のブログをチェック!
2016年9月スタートの大阪クラスを募集中！

【子育てハッピーコーチング塾＜タオ塾＞】

最初が一番肝心!
スケジュールを立てる段階
がいちばん大切。ここで時
間をかけて親子で話し合う
ことで、どうすれば有意義に
過ごせるかが見えてくるも
の。お母さんの経験談（失
敗話）も参考になるかも。

できたら「お母さん
うれしいな」とひと言
子どもの毎日の頑張りをほ
めてあげてください。ここで
大切なのが〝私メッセージ〟。
「よく頑張ったね、お母さん
はうれしいよ」と「私」を主語
にして、自分の気持ちをまっ
すぐ伝えましょう。

色々、チャレンジ
させてみよう!
お子さんの成長に応じてで
きることを任せてみましょう。
晩ごはんのカレー作りを買い
物からお願いしたり、家族旅
行の計画を立ててもらった
り。たとえ少々失敗しても貴
重な経験になるはず。

子育てハッピーコーチ

川井 道子さん
著書に「今日から怒らないママ
になれる本!」（学陽書房）他、
多数。セミナーも随時開催中。

”

ひょうご西宮アイスアリーナ鳴尾浜

西宮市鳴尾浜1丁目16番9号
（県立総合体育館敷地内）
10時～18時　不定休

20798-41-3898
http://nishinomiyaice.web.fc2.com
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　県内で唯一1年中滑ることができる屋内スケート
リンクとして親しまれる同アリーナ。7/29(金)～31
(日)には初心者を対象に、夏休みスケート教室を開
催。受講生はレッスン終了後、1時間のフリー滑走
も楽しめる。お手ごろな受講料でトライしてみるチャ
ンス。この機にスケートをはじめてみては。

通年楽しめる人気のアイスアリーナ
夏休み短期スケート教室受講生募集スケート教室

夏休みスケート教室
日時：7/29(金)・30(土)・31(日)
　　　8時45分～9時45分
対象：3歳以上～小中高校生 ※初心者対象
定員：先着150名限定
料金：5,000円
申込：左記窓口にて要申込み。（受付：10時～17時半）

スタッフが丁寧に指導してくれるから安心。

　初心者から資格取得まで多彩なコース
を用意する「アナップ」。同校では、10/9
(日)に実施される英検の対策講座を実施
する。講座では、英検を知り尽くした日本人
講師が頻出ポイントを徹底解説。本番2週
間前には、実際の試験さながらの無料模
試を実施し、採点後は丁寧に解説してもら
える。さらに、2016年より2級に導入され
たライティング対策として、高得点を取得
するためのテクニックも指導。一次試験合
格者の面接対策としては、無料の模擬面
接を繰り返し行うことができるなど、万全の
状態で本番に挑めるのが心強い。しっかり
と準備をして合格を目指そう。

アナップは英検準会場登録校なので、試験当日は同校スタ
ッフが試験監督をするACTA西宮校周辺の会場でリラック
スして受験できる。

英検を熟知した講師による対策講座
きめ細やかなサポートで合格へ

0歳～成人の
英語スクール

第2回 英検(10/9実施分)対策講座
対象 ： 小学生～成人、入学金 ： 不要
スケジュール
5級 ： 7/6（水）～ 毎水曜18時50分～20時
4級 ： 7/9（土）～ 毎土曜15時20分～16時半
3級 ： 6/30（木）～ 毎木曜18時50分～20時
準2級 ： 7/1（金）～ 毎金曜19時～20時半
2級 ： 7/5（火）～ 毎火曜19時～20時半

アナップ生最年少合格者
（帰国子女を含まない）
準1級 ： 小学6年生
2級 ： 小学4年生
準2級 ： 小学3年生
3級 ： 小学2年生
4級 ： 小学1年生

20798-63-2000
http://www.el-anup.com 

ACTA西宮校 
阪急西宮北口・
アクタ西宮東館3階

イングリッシュ・スクエア アナップ

アナップ 英会話　で検索

西宮北口

　世界中の子どもたちに愛されている
レゴ®ブロックを用いて、楽しく遊びなが
ら学べる同校。それぞれの年齢に合わ
せたユニークなカリキュラムが多数用
意されており、ごっこ遊びを通じて想像
力や創造性、コミュニケーション力、問
題解決力など、子どもの能力を引き出
してくれる。2日間限定の特別体験プ
ログラム「サマー・キャンプ」では、3歳
～10歳を対象に、各6人の少人数制
で子どもの想像力をより一層伸ばして
くれる。独自の教育メソッドに基づく
〝多彩な学び"が詰まったスクールで、
今注目される能動的な学習〝アクティ
ブ・ラーニング"を体験してみては。

レゴ®ブロックで“アクティブ・ラーニング”を
夏の特別体験「サマー・キャンプ」開催

20798-63-0505

西宮市北口町1-2　ACTA西宮 東館3階
受／火水金 ： 11時～19時
土日 ： 9時半～17時半　月木定休

　　

3歳からの
知育スクール

サマー・キャンプ
● 開催日 ： 【A】8/6（土）・7（日）　【B】8/8（月）・9（火）　いずれか2日間 
● 対　象 ： 3歳（年少）～10歳（小5）
● 定　員 ： 各6人
※他、関西5スクールでも同時開催。　詳しくはHPの「お知らせ」をチェック。

　　レゴ®スクールACTA西宮
西宮北口

レゴスクール　で検索

少人数制で、先生が子ども一人
ひとりに目を配り、楽しい気持ちや
集中力が高まるように導くのも大
きな特長。

体験レッスン
受付中


