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豊中市岡上の町２-１-１
ハートパレット２階
館内に専用駐車場完備。
１時間無料券を発行いた
します。

阪急豊中駅徒歩４分

　　　　 ベビーパーク 豊中教室豊中

乳幼児期に大切なこととは？
「叱らない楽しい育児」無料イベント開催

　TOE ベビーパークは、子ども
はもちろんお母さんが元気になる
親子教室。「子どもを豊かに伸ば
す教育法」で、子どもを叱らずに
しっかりと躾けができ、自信を持っ
て育児に取り組むことができる。
結果として子どものＩＱ（知能指
数）やＥＱ（心の知能指数）ＵＰ
に繋がるそう！まずは無料イベント
に参加して、親子で楽しんでみて！

0歳～3歳はとっても大事！この期間に脳の約80％
が完成するそう。知識の詰め込みではなく、IQ・EQと
いった能力が高い子に育つための土台作りを！

【1回目】「叱らない育児のお話し」とプチレッスン
【2回目】月齢にあわせた手遊びやアクティビティなど、
　　　 育児が楽しくなる遊びが盛りだくさん！

●  1回目は下記日程を選んで事前申し込み

● 2回目のイベント日程
　1回目の参加時に先生から子どもの月齢にあわせて案内

申し込み
お問い合わせ先

シティライフ読者限定！
豊中教室無料親子体験イベント2回セット開催

※パパ、おじいちゃんおばあちゃんも大歓迎！

日程

7/15（金）

7/20（水）

7/26（火）

時間

12 時 20 分～

10 時 30 分～

11 時 10 分～

対象

2 ヶ月～ 3 歳までの子どもと保護者

2 ヶ月～歩き始める前の子どもと保護者

2 ヶ月～ 3 歳までの子どもと保護者

所要時間

各 50 分程度

定員

4 組

8 組

4 組
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【TOEベビーパーク事務局】

　 0120‐415‐181
受付時間 ： 9時半～17時（日・祝休み）

「育児」を学ぶ親子教室

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

　「どんなに練習をしても足は速くならない」、「遺伝や生まれ
つき」と諦めている方に朗報！前回好評だった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を開催。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。これで体育の授業
や運動会で大活躍間違いなし！

足が速くなりたい7～15歳の子必見
3ヵ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
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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。

日　時 ： 7/3（日）、10（日）、17（日）、24（日）、31（日）　　
　  ※時間は予約時に調整。要予約
体験料 ： 1,800円／45分 
定　員 ： 15名限定　持ち物：運動着、運動靴
※同ジムを初めて利用する方のみ

7歳～15歳までの魔法のトレーニング体験会

　とびきり笑顔を撮影してくれて、驚きの低価
格と遠方からも評判の同店。スタジオを貸切
にして多ポーズ撮影し、その場ですぐに写真
選びができて安心だ。お祝いプラン『華
Hana』セットはファインアートとキャビネ2面が
2冊ついて税込19,900円！おじいちゃんおば
あちゃんにプレゼントできる。また、秋のおでか
けレンタルも超お得で、7月8月限定『桜
Sakura』のおでかけ付セットなどお見逃しなく！

七五三前撮りキャンペーン9/16まで写真スタジオ

七五三お祝いプラン『華Hana』・・・・・・・・・19,900円
七五三お祝いプラン『桜Sakura』・・・・・・12,800円
プランＡ ６切２面・・・・・・9,800円 3面・・・・・・14,700円
プランB デザイン台紙コース （デザイン文字入り）

［２面・５ポーズ13,800円］　［３面・６ポーズ18,700円］
プランＣ ファインアートコース （デザイン文字入り）

［２面・６ポーズ17,000円］　［３面・９ポーズ24,000円］
プランD デザインアルバム「葵」・・・・・・・・・・・・29,800円
NEWデザインアルバム「きらり」・・・・・・・・・・・・・・32,800円

お祝いプラン『桜Sakura』と秋のお出かけセット
（共通特典付）
平日おでかけ・・・・・・・・・・・・・・15,000円（男女一律価格）
土日祝おでかけ　男児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,800円 
3才女児・・・・・・・・・19,800円 7才女児・・20,800円

おでかけプラン
9月16日までに撮影し、秋のおでかけレンタルを予約すると
レンタル料金が平日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
土日祝　男児3才5才・・・7,400円　女児3才・・・8,400円 
女児7才・・・・・・・9,400円（着付け、ヘアー、小物セット込み）

全プラン共通６大特典
①撮影料（3,100円）平日無料、土日祝半額
②写真データプレゼント（台紙購入分＋L6アルバムのデータ）
③パパママの着物スタジオ内レンタル無料
　（着付け3,240円、パパママペア割で5,400円）
④Ｌ判６ポーズ
　アルバムプレゼント
　（別ポーズ撮影）

⑤お子様のお着替え無料（和装、洋装、兄弟ＯＫ）
⑥Ａ４デザインプリントプレゼント（写真1万円以上購入の場合）

茨木市稲葉町5-12　Pあり
営／9時半～18時半　定休日／火曜日

スタジオ すばる茨木

70120-927-753
http://www.eonet.ne.jp/~studio-subaru/

フーズマーケット
サタケ

舟木町

みずほ銀行

茨木
市阪急

大池一丁目

▲お祝いプラン『桜Sakura』

　「ダンスってすっごく楽しい」「運動苦
手だったのに、リズム感なかったのにそん
な私でも今ではハマっている」そんな声
やもちろん「もっとダンスが上手くなりた
かった！」という上級者にまで応えてくれる
同教室。講師はＴＶや世界、全国で活躍
する先生で、幼児、向け以外にも小学校
や高校、中学、大人のクラスまで多数あ
り。ヒップホップの他、アクロバット、ダブ
ルダッチなどのクラスも充実。本格的な
内容でも、優しい先生なのも生徒に人
気。夏の今、お得なプランが続々登場！

吹田市青葉丘のダンス教室
夏休み2ヵ月通い放題で6,800円

2070-4085-3721

吹田市青葉丘北１３-１
日曜定休

　　

ストリートダンス

● 無料体験レッスン
①ヒップホップクラス　毎週水曜19時～20時
　初心者にも楽しく分かりやすく
②アクロバットクラス
　毎週月曜18時̃19時、毎週金曜17時～18時
　バク転が驚くほど簡単にできるようになるよ
③フリースタイルクラス　毎週土曜　18時半～19時半
　色んなジャンルのダンスを楽しく

● 夏休み特別キャンペーン
  入会金無料＋無料体験に加え夏休み中は何度かよっても
  7、8月の2ヵ月で6,800円！（小学生～）

人気の理由
● 受け放題コース
　14個のクラスが受け放題（小学生～）
　※幼児クラスは（3才～）は週１で月謝3,000円
● 子どもたちに人気の安全設備
  エアーマットや大型トランポリンあり
● 会員になるとレッスン以外の時間も無料開放
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