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入 場 無 料

マ マ と キ ッ ズ の た め の 祭 典

i n  ホ テ ル 阪 急 エ キス ポ パ ー ク

8
9

tue.

10：00 ～16：00

駐車料金　終日500円
※駐車券を会場までお持ち下さい。

第 3 回

の 楽しみかた

親子で楽しむワークショップ
夏休みの工作にぴったりなワークショップなどがスタンバイ。

わくわく体験ブース
英会話やプレスクール、美容など気になるブースを楽しく体験することが
できます。

ママにお役立ち
暮らしブース

教育や保険、食など日々の暮らしに
役立つママ必見のブースが集合。

雑貨やおもちゃなど様々なアイテムが揃います。

※体験やワークショップは待ち時間が発生が予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。　※体験内容によって参加費・材料費が必要になります。　※イベントの内容は予告なく変更される場合がございます。　※写真はいずれもイメージです。

お気に入りが見つかるアイテムブース

セ ミ ナ ー ・ 体 験 会 ※セミナー・体験会の参加は事前申し込みの方優先です。定員になり次第、受付終了となります。 ※上記の予約フォームより申込ください。

　 　

抽選で素敵な賞品をプレゼント
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場　　　所 ：ホテル阪急エキスポパーク
ブース会場 ：本館B1F　オービットホール
セミナー会場 ：本館2F　月光1・2
　　　　　　吹田市千里万博公園1-5
　　　　　　　 （大阪モノレール「万博記念公園」駅下車すぐ）
主 　 　 　 催 ：City Life
お 問 合 せ ：TEL.06-6338-0640（平日10時～17時）
  　キッズアンドマムフェスタ担当

素敵なプレゼントも
あるよ

ブースで体験やワークショップ、
雑貨販売などを楽しもう！

事前申込
が優先

セミナー体験会に参加しよう！

キッズアンドマムフェスタ　で検索

お子さんと一緒に参加OK！セミナー・体験会は事前申し込みが
優先となります。下記セミナー予約フォームからお申込みください。

※事前申込のキャンセルを行う場合は
　前日までにご連絡下さい。 応募フォーム

先着100名様に来場者プレゼント

会 場

本館2F
月光1・２

会 場
本館

オービット
ホール

理学療法士、アスレティックトレーナ
ーの資格保持者が骨盤の歪みなどを
チェックします。日々の過ごし方のアド
バイスもさせていただきますので不調
などご相談ください。

産後の骨盤チェック
｜ 骨盤調整 ｜ Locofilife

約50種の型を自由に組合せ、世界で1枚
のTシャツを作ろう！絵が苦手でもとって
もカンタン♪アルファベットでお名前入れ
も。約40分。3才～大人。2,000円/枚（ご
予約200円OFF！）◎ご予約はこちらから
http://www.musiczoo.jp

世界で1枚のTシャツを作ろう
｜ ワークショップ ｜ MUSIC ZOO Tシャツ

入会前の「耳触りがいい話」に興味あ
りますか？Eatbeeでは、何を教えた
かではなく、どこまで伸びたかに焦点
をあてて指導します。「入会前」ではな
く「学習後」が重要！抜群のコストパフ
ォーマンスをご確認ください。

入会1年後のVTRをお見せします
｜ キッズ英会話 ｜ キッズ英会話Eatbee

英語を使ったゲーム、ミニ英会話レッ
スンなど楽しい内容盛りだくさん！参
加してくれた方にはプレゼントも。自
宅での英会話学習相談実施。初心者
も経験者もお気軽にご参加ください。
●参加費…無料

ワンポイント英会話レッスン
｜ ベビー・キッズ英語 ｜ イングリッシュワールド（興学社学園）

●ワークショップ
ペンケース…11時～11時半 700円
キャラメルポーチ…12時～12時半 800円
マルシェバッグ…13時～14時、14時半～15時半 2,000円
※金額は、生地や接着芯、ファスナー込。予約は100円引き。

●予約・問い合わせ
（06）6155-9860またはedit-mori@jb3.so-net.ne.jp

初めての方も。ミシンを使って、大人かわいい小物を作りましょう
｜ ソーイングワークショップ ｜ 大阪で唯一のミシンカフェ　エディト

幼児教室の講師たちが〈どれも必ず“理
由”がある〉をコンセプトに選んだおもち
ゃが勢揃い。当日は、知育玩具アドバイ
ザーがご相談を承ります。ちょっとしたプ
レゼントに最適なおもちゃ雑貨もご用意
いたしております。ぜひ、お越し下さい！

木や布の知育おもちゃ販売
｜ 知育 ｜ スマイルキッズ

キッズ用白衣を着てのなりきりフォト
撮影と楽しいクイズに答えてポストカ
ード＆カレンダープレゼントを行いま
す（参加無料）。歯科医院でしか買え
ない歯科グッズの販売もありますよ！

なりきりキッズ歯医者さん
｜ 歯科 ｜ スマイルプラングループ

ママと子どもに嬉しいオーガニックの野菜・
加工品を揃え、有機食材のご試食でとびき
りの美味しさを体験いただけます！当日、宅
配会員ご入会の方には人気商品をプレゼ
ント。

オーガニック食品の美味しさを体験
｜ 食材宅配 ｜ 100%オーガニック宣言　ビオ・マルシェの宅配

最近多くの話題には上るものの、実際に
試したことのない方も多い水素化粧品。

「実際の効果は？」「一体何が違うの？」
という疑問に全てお答えします。メーカ
ー直のハイスペック水素化粧品をその
場で体験、ぜひ実感してみてください。

水素専門メーカーの水素化粧品を無料体験
｜ 美容 ｜ mirabell〈ミラベル〉

安心安全の自社工場でつくられた加工品や地場
野菜の宅配をしています。当日はブース内にて国
産の無農薬大豆を使ったお豆腐の試食を行いま
す。またアンケートに答えて頂いた方には、有機
栽培にんじんとりんごで作ったよつ葉オリジナル

「アップルキャロットジュース」をプレゼント！

よつ葉の美味しさを体験
｜ 食材宅配 ｜ よつ葉ホームデリバリー　産地直送センター

知ってビックリ！学研の教材体験やタ
ブレット学習を通じて、お子さんが今
学校でどんなチカラを求められてい
るのか体験して下さい。お立ち寄りい
ただいた方には教育情報紙をプレゼ
ント！

「学校がこんなに変わってる！」体験会
｜ 教育 ｜ 学研教室

●色紙カラー描き
　1人につき
　500円
※所要時間15分～

ステキな笑顔を絵にしよう
｜ 似顔絵 ｜ Smile・Spot

子育てやマイホーム購入など、これか
らの人生にいくらのお金が必要かを
知っておきませんか?ご来場頂いた方
には、もれなくおこさまの手形ぺった
んをプレゼント！
SL15-1520-0141

3分間ライフプランニング
｜ 家計 ｜ ソニー生命保険株式会社

重い荷物を抱えて、お子様を連れての
お買物って結構大変…。コープの「こ
はい」で、そんな子育てママのお悩み
を解決！当日は、人気のコープ商品の
ご試食のほか、宅配加入の方には素
敵なプレゼントもご用意しています。

「こはい」で人気のコープ商品試食
｜ 食材宅配 ｜ コープこうべ

スタジオを飛び出して、特設フォトブースを設営
します。「可愛いお出掛け着で？」「ママとお揃い
のお洋服で？」「着せ替え写真館」には無い、普
段着感覚でおしゃれな時間を楽しむスタジオ
体験を是非！カメラマンセレクトのベストショッ
トをメールでお届けします。（撮影費500円）

その一瞬が、みんなの宝物。
｜ フォトスタジオ ｜ スタジオ　アルファ+（プラス）

カウピリは『生きる力』を身に付けても
らう事を理念とした、子ども達の笑顔
が溢れる知育幼児教室です！幼稚園
入園前の1年間に通う『プレスクー
ル』での保育内容を少しですが体験し
てみて下さい！

「明日も行きたい！」プレスクール 体験会
｜ 知育幼児 ｜ カウピリキッズスクール

小さなお子様でも楽しめるエレクトー
ン体験コーナーとヤマハ音楽教室説
明コーナーがございます。エレクトーン
を体験し、簡単なアンケートにご協力
いただいた方にはヤマハオリジナルグ
ッズをプレゼント！ぷっぷるも来るよ！

エレクトーンを弾いてみよう！
｜ 音楽教室 ｜ ヤマハ音楽教室　三木楽器

2,000種類以上の教材数を誇るコペ
ルの魅力がご覧いただけます！お子さ
まの集中力にびっくりされること間違
いありません。楽しくIQを伸ばすコペ
ルのプログラムをぜひ一度体験してく
ださい。

わくわく楽しい全脳教育の体験レッスン
｜ 幼児教育 ｜ 幼児教室 コペル

ディズニーグッズがもれな
くあたる抽選会を実施！ご
希望の方には「ディズニー
の英語システム」の楽しい
無料サンプルもプレゼント
いたします。

「ディズニーの英語システム」抽選会
｜ 英語教材 ｜ ワールド・ファミリー

実は3歳までは、叱ってもあまり意味
がないんです。叱らず子どもの能力を
引き出す方法や、知能遊びや運動能
力を高めるアクティビティ、ベビーマッ
サージなど、明日からの育児がもっと
楽しくなる様々な体験ができます。

叱らない、適期教育体験
｜ 子育て ｜ TOE　ベビーパーク

ベース作りから始まって眉スタイリング・フル
メイクとプロのメイク技で素敵に変身しません
か？貴方のお肌の状態が分かる無料スキンケ
アチェックも。プチエステは1,500円。

ワンコインで変身メイク
｜ 美容 ｜ メナードフェイシャルサロンELLE〈エル〉

大阪府内に温泉宿があることを知っ
ていましたか。車で電車で気軽に旅
行気分が味わえます。ファミリープラ
ンや赤ちゃんグッズ貸出など、家族に
嬉しい日帰り・宿泊情報をゲットして
ください。お待ちしております。

ママとキッズが楽しいお手軽旅
｜ 温泉宿 ｜ 伏尾温泉　不死王閣

　有機・低農薬野菜、無添加食品の
宅配ブランドです。バランスの良い食
事で元気な子に育ってほしい。そんな
お母さんの想いを応援!!絶品りんごジ
ュースの試飲、食育絵本をプレゼント
します。

絶品りんごジュース試飲・食育相談
｜ 有機・低農薬野菜の宅配 ｜ らでぃっしゅぼーや

「このシミにはどんなケアが必要？」な
どシミのお悩みを気軽にご相談くだ
さい。化粧水サンプルもご用意してい
ます。また、人数限定でマッサージと
シミケア体験ができる1,500円のミ
ニエステも開催します。

シミの無料相談とフェイシャルミニエステ
｜ 美容 ｜ MINKL〈ミンクル〉

お花や動物などのモチーフをくみあわせ
てネームホルダーやリールキーなどの革
小物を制作。ワークショップではカチュー
シャづくりが体験できます！今、人気のイ
ヤリングつきカチューシャもあります。
カチューシャづくり500円～

ママとお揃いオシャレを楽しもう！
｜ 革小物とヘアアクセサリー ｜ apricco

樹脂粘土を使って可愛い小物が作れ
ます。人気のキーホルダーは500円。
数十種類あるパーツから選んでデコ。
また、ミニケーキのイヤリングなど可
愛いアイテムの販売もあり。

樹脂粘土で可愛い小物を作ろう！
｜ 樹脂粘土でデコ体験！ ｜ hand  made  macaron

可愛くて実用的な布小物やバッグを
制作。人気のおしりふきポーチやリバ
ティヘアアクセサリーもあります。
是非お気に入りを見つけて下さいね。

キッズとママのおしゃれ雑貨販売
｜ 布小物＆バッグ ｜ MaRNo（マーノ）

ファストファッションを手作りアクセサ
リーでオシャレに。ワイヤー、ピンを使
って普段使いの軽いアクセサリーを
作りませんか？初心者さん、ぶきっち
ょさん大歓迎。夏アクセの販売もあ
り。

女子力UP!! ぶきっちょさんのハンドメイドアクセサリー♪
｜ アクセサリー ｜ アトリエ　ラ・ラ

キラキラを詰め込んだイニシャル入り
のキッズアクセサリーを一緒に作って
みませんか？小さなお子様から楽しん
でいただけます♪この夏たくさん加わ
った新作アクセサリーと、ベビー＆キ
ッズヘア小物の販売もあります☆

レジンで作るキラキラキッズアクセ
｜ アクセサリー ｜ kauris

お名前か苗字を作家がその場で彫り
ます。かわいい持ち手は150個以上。
自分の好きなパーツを選んでいただ
くこともできます。
所要時間：15分程度

ケーキみたいなお名前はんこを作ろう！
｜ 消しゴムはんこ ｜ ぱんだちゃんのお名前はんこ

主婦のアイデアを活かしつ
つ、憧れの北欧デザインテキ
スタイルを室内の随所にあし
らった、トヨタシエンタが登場
します。お洒落なカスタマイズ
カーです。

TVでも話題のコンセプトカーが初登場
｜ 車 ｜ ネッツトヨタニューリー北大阪×ドリマム

アロマワークショップはお子様も楽しめるよう
に簡単な内容のものをご用意しておりますの
で夏の思い出にぜひご体験ください。インスタ
グラムで人気のリードディフューザーなど香
りにこだわったアロマグッズの販売もございま
す。皆様のお越しをお待ちしております。

ママもキッズも楽しめる簡単アロマワークショップ
｜ アロマ ｜ アロマビジュー

10：15～11：00 11：15～12：00 12：15～13：00 13：15～14：00 14：15～15：00

月
光
1

月
光
2

～ガスケアプローチとは～。産後の身
体トラブルを改善するためのエクササ
イズや、日常生活で気をつけるべき点、
授乳や抱っこ紐の負担が軽減する姿
勢などをお伝えします。

プロラグビー選手時代の
怪我をきっかけに、理学療
法士・アスレティックトレー
ナー・他多数の認定資格を
持つ。2児の父。

講師●勝浦聡さん

産後トラブルを改善する
姿勢と呼吸法
Locofilife

乳児期の身体運動（寝返り・ハイハイ
等）は、幼少期の身体の使い方に大き
く影響します。この時期に体幹を意識
した、わらべうた遊びを取り入れること
によって大きくなって困らない体づくり
を目指しましょう！※対象・・・寝返り期
～立っち期（歩行前）のお子様と保護
者様　※先着20組限定

おやこ知育教室リトルプレ
ア代表　日本ベビーコーチ
ング協会ベビー知育インス
トラクター おやこ体幹エク
ササイズWARAリズム創案

講師●落田 順子さん

WARAリズム（体幹エクサ
サイズ）親子体験会
0歳からのあそびと運動教室リトルプレア

オウチで役立つ、虫歯を作らない為の
工夫を伝授。幼児向けには、ママのお
膝でた正しいブラッシング体験。小学
生は自分でできる上手な歯磨きのやり
方をお教えします！参加者には歯ブラ
シを無料プレゼント  ※先着30組限定

スマイルプランやまもと歯
科クリニック勤務。小児歯
科をメインに研究している
歯科ドクター。

講師●岡 加織ドクター

虫歯ゼロの歯育て教室
スマイルプラングループ

科学者ウィリアムギルバートが発見し
た磁石のひみつを実験キットを使いな
がら楽しく体験！体験後に「まとめシー
ト」を記入すると、夏の自由研究が完成
しちゃうので、ぜひ参加してください
ね！※小学生の親子先着20組限定・
参加費無料

学研教室 大阪北事務局
講師●林原 友紀さん

自由研究はこれで決まり！
磁石の秘密体験会
学研教室

子どもの未来のために必要なお金って
? 賢い貯蓄方法って? 学資保険って必
要なの? 本当に値打ちを分かってもら
えるママだけにこっそりと、分かりやす
～くお教えします。

ソニー生命保険株式会社
06-4797-1817
大阪ライフプランナー
センター第7支社 
大阪市北区梅田2-2-22
ハービスENT 15F
SL15-1520-0141

講師●ライフプランナー
佐伯 忠史さん

学資保険で
「得する人」「損する人」
ソニー生命保険株式会社

音楽とダンスのパフォーマンス。
子どもたちの演技をぜひご覧ください。

ステージイベント

ダンスと歌（英語）のレビューショー
YTJメンバーがゲスト出演！

●公演時間：10時半～11時/15時～15時半

Youth Theatre Japan
（YTJ）は、全く新しいコンセ
プトのダンス・ミュージカルシ
アタ－。西宮、千里、茨木、豊
中、川西をはじめ全国29ヵ所
8,000名のメンバーと共に、
企業の協賛、支援等を受け、
英語・日本語によるパフォー
マンスを国内外で実施。

３歳～小学生の
チームによるチ
アダ ンス を 発
表！観客席のお
子さんも一緒に
ポンポンを持っ
て踊れるので参
加してね！

エレクトーンミニライブ
●公演時間：11時～/13時～

小椋寛子さん
４歳よりヤマハ音楽教室に入り、グループレッスン、エレクトーン
個人、ピアノ個人、エレクトーン演奏研究会にて学ぶ。大阪音楽大
学ピアノ専攻卒業。現在「おはよう朝日土曜日です」のエレクトー
ン奏者として活躍中。

ガンバ大阪
チアキッズダンススクール

●公演時間：11時半～/13時～

子どもは本来、学ぶことが大好きです。
好奇心旺盛な時期に「学ぶことの楽し
さ」を教え、子どもの持つ天才的潜在能
力を引き出す子育て法を、幼児教育の
プロが伝授します。

福岡大学人間関係論非常
勤講師、一般社団法人徳
育学会会長。日本メンタル
ヘルス協会の公認カウンセ
ラー。著書に「君の可能性
は無限大」「あなたの言葉
で子どもは育つ」「偉人を
育てた母の言葉」がある。

講師●大坪 信之さん

わが子の可能性を広げる
子育て講座
幼児教室 コペル

褒めた方が良い子、かまい過ぎてはい
けない子。子どもの個性は様々です。今
回のセミナーでは「動物占い」を基に、
ママや子どもの性格分類をしてから、
それぞれの個性にあわせてお話しま
す。個性心理学で知る子どもの個性。
子育て必須の知識ですよ！

学習塾「め塾」塾長。個性
心理学に詳しい。著書に

『ほめる力が子供を伸ば
す』など。

講師●長島 宏明さん

動物占いでわかる？
子どものやる気の出し方
め塾

民間学童保育「アフタースクール七彩」
を運営する前田が、自己肯定感を育む
大切さを語る。今話題になっている民
間の学童保育を利用し、親子とも幸せ
な放課後をおくる方法を指南します。

民間学童保育「アフタース
クール七彩」を運営。長年
教育・福祉の現場に勤め
る。遊びのスペシャリスト・
放課後コーディネーター。

講師●前田豊先生

自己肯定感を育む大切さ
アフタースクール七彩

「小学校からの英語教科化」「4技能一
体の学習が重要」「幼い頃からネイティ
ブによる英語のシャワーが必要」「英検
○級の小学生」などなど、ちょっと情報
が過熱しすぎですよね。私、怒っていま
す（笑）効果的な習得法についてお話
します。

外務省出身（オーストラリアやマ
レーシアで大 使 館 勤 務を経
験）。首相、閣僚級会談の通訳を
担当。英語を道具として身につ
ける日本社会を目指し、退職。英
会話教室主任講師。小学校英
語指導者資格保有。

講師●早川 法子さん
はやかわのりこ

それでも「英検」を目指しますか？
～元外務省通訳官が教える子供英語の習得法～
キッズ英会話Eatbee

お子さまの心と身体、知性をバランスよく伸ば
すには親子の関わりがとても重要です。さらに
お稽古や学校選びは大事な環境設定です。環
境を補う家庭でのアプローチはタイプによっ
て様々で、知っておくと選択肢が増えるはず！
当日はそんなポイントをお伝えします。北摂の
幼稚園、小・中学校の受験情報もお話します。
対象・・・乳児期から小学生の保護者様

（株）UKK代表取締役/日
本ベビーコーチング協会理
事　コーチングや交流分
析を専門に講演・コンサ
ル・コーチ・カウンセリング
等でも活躍中。

講師●浦部 順子さん

子どもの集中力をつける親子コミュニケーション
～タイプ別　幼稚園 、小・中学校の選び方～
スマイルキッズ

会 場

本館2F
「星雲」の間

会 場

本館B1F
ホワイエ

チームの活動や日々の練習、スタジア
ムでの発表の様子などをDVDでご覧
いただけます。可愛いチアのユニフォ
ームも展示していますのでぜひお立
ち寄りください。

ガンバ大阪チアキッズスクールスタジオ開講レッスン案内
｜ ダンススタジオ ｜ studio No Style

「お菓子のアソートセット」1,000円相当
北摂のスイーツ店4店舗のお菓子詰め合わせをプレゼント！
場所：本館B1F オービットホール インフォーメーション
ご協力店：「FRIANDISE」、「メゾン・ド・ガトーミュール」、
　　　　　「喜楽」、「レオニダス」（お一人様一袋） 写真はイメージです

参加無料

賞品 ： お食事券、食材セット、
　　　インテリア雑貨など
※セミナー・体験会に参加いただいた方限定。
※事前申込時に発行される受付番号を
　お控えの上、お越し下さい。

ガラガラ抽選会で楽しむ！

※他ステキな賞品多数あり。

夏向け、さっぱりメニューとスタミナメニューも登場！
● 冷しとろろうどん 
　牛肉しぐれ煮のせ
● 鰻ちらし寿司（お吸物付き）

ホテルグルメを楽しむ

会場 ： 本館2F「星雲」

● スリランカカレー
● ハッシュドビーフオムライス
● ソフトドリンク各種　などなど

※各メニューの料金は当日ご案内します。

kawakami coffee 
roasterさんより
カフェオレベース

花と雑貨unjourさん
よりドライフラワーリース

（例）

観覧無料


