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　楽しいレッスンでダンスの基礎やリズム
感を身につけながら子どもの向上心をどん
どん引き出してくれる同スクール。講師や年
上の生徒が見本となり「マナー・言葉づか
い・挨拶」を徹底しているので、レッスンを通
じて規則、礼儀や集中力はもちろん、チーム
ワークの大切さも学び豊かな心を育ててく
れる。吹田スタジアムを初め万博競技場、
地域のお祭りなどの発表の場では、イキイ
キした我が子の姿に成長を実感できるはず！

4万人収容の吹田サッカースタジアムでのパフォーマン
ス。この夢の舞台で発表できるのは同スクールならでは！

箕面校・摂津校、今秋オープン
ガンバ大阪チアキッズダンススクールチアダンススクール

8/9（火）の Kids&Mam Festa でステージ出演！
参加型チアダンスもあるので一緒に楽しく踊ろう！
ホテル阪急エキスポパーク２F　①11時半～ ②13時～開演
※詳細はP.8 P.9

【開校クラス案内】　入会金：10,800円／月会費6,480円　
※曜日、時間など詳細はHP、又はお電話にてお問い合わせ下さい。

2072-658-5633
http://www.gamba-cheer.net/

箕面校　イチリンカルチャークラブ
箕面市坊島４丁目１０-２
8/24(水)・31(水)　17時～18時
対象 ： 年長～小学生

摂津校　ボディアートダンススタジオ
摂津市千里丘東１丁目１１-１２ 田渕ビル3Ｆ
8/22(月)・29(月)　17時～18時
対象 ： 年長～小学生

　　　　

　　　　 総合インフォメーション（茨木校）
studio No Style 〈スタジオ ノースタイル〉

茨木

秋開校キッズクラス生徒募集
無料体験予約受付中

リトルクラス

キッズクラス

対　　象 開校スクール

茨木校・江坂校

茨木校・高槻校・富田校
江坂校・豊中校

3歳～年長

年長～小学生c S.M.C.

　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲーム
などが自宅に眠っているなら、無料で出張買取をし
てくれる「トレジャー」に相談するのがオススメ！年
間50万点以上の買取実績を誇り、使用済みや
欠品のある教材でも査定OK。教材だけでなく、
30年以上前のゲーム機やソフト、子ども服など買
取対象は様々で、高額査定なのも嬉しいポイント。
コレクション品など数十万円の買取や、業者さん
からの依頼も大歓迎！
送料無料の宅配買
取もOKとのことなの
で問合せしてみよう。

ディズニー英語システム・七田式・中央出版など買取例は
多数。資格取得教材（フォーサイト・TAC）、有名塾の教
材や通信教育教材・知育玩具なども。

使用済みや欠品があっても査定OK
無料出張でまとめて買い取ってもらおう

70120-977-719  https://t-reasure.jp/

受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

　　

買い取り

特典
「シティライフを見た」で（8月末まで）
買取額20％UP！

買取例
●仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
●子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
●絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVDなども

　　教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー
関西買取センター

ゲームは昔のファミコンから最新機種
まで、壊れた本体や箱・説明書のない
昔のソフトでも。

キ ッ ズ ＆ マ ム

〝環境に関わる仕事をしたい〟との想いから、林業に携わるため大阪から岐阜に移り住ん
だ小森さんは「木を切る（間伐）ことは環境破壊ではなく、森や山をより健康な状態にする
ことなんです」と語る。まずは能勢にオープンした「冒険の森」へ遊びに行ってみませんか?

樹の上に立って、森を感じてみよう

「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。

夏休み、日本の森林について考えてみませんか？

P r o fi l e

　「冒険の森」とは、2008年4月、〝放置された森林を笑顔で満た
すプロジェクト〟をテーマに掲げ、奈良県山添村に誕生した自然共
生型アウトドアパーク。この能勢で3箇所目となる。「森林を大開発
することなく活用した〝ツリートップアドベンチャー〟（小学生以上、身
長110cm以上が利用可。危険防止のため、親子での参加が条
件）が楽しめます。いわゆる普通のアスレチックコースと違うのは〝
樹上〟にあるということ。最大約13mの高さを自分の力で進みます。
怖さも感じながら、それを克服していってほしいですね」と小森さん。

森にとって、山にとっていいこととは?を親子で話し合ってみよう
　「林業が盛んなドイツでは、〝フォレスター（日本の森林総合監理士）〟と呼ばれる人が森林
の管理をしています。地域住民は休日になると、森に入り、ゆっくりと過ごしています。森林浴を
経験された方も多いでしょうが、とても心地良いですよね? 夏休みは親子で能勢の森に来て
いただいて、まずはその空気の美味しさ、心地良さを体感してもらいたいです」と小森さん。そし
てアドベンチャーでは親子の絆を深めたり、いつもは忙しいお父さんもお子さんの成長を実感
できるはず。〝樹の上では大人も子どもも関係なし〟一緒にいろいろなことを感じてみよう!!

冒険の森 in のせ
大阪府豊能郡能勢町宿野437-1

（大阪府立総合野外活動センター跡）
営/9時～17時（最終入場時間15時）
不定休（冬期休園期間あり）

2090-4643-4010
※予約制ですので、必ずご予約の上来場を!
※フォレストセグウェイツアーもあり（詳細はHPで）

https://coubic.com/nose/331663

［取材協力］

★ディスカバリーコース
■年齢 : 小学生以上　■身長 : 110cm以上　■体重 : 120kgまで
■料金 : 2,500円（保険料込み）
★アドベンチャーコース
■身長 : 140cm以上  ■体重 : 120kgまで  ■料金 : 3,500円（保険料込み）

【ツリートップアドベンチャー】（要予約）

ツリートップアドベンチャー
安全装備を装着して、安全講習を受け
て合格したら、後は自分で進んでいく。
いちばん高いところでは、地面からの高
さが10m超にもなるという。

ジップライン
それぞれのコースの終わりは、滑車ですべ
って地面まで降りてくる。
最長のジップラインは５００ｍ以上の池越
えコースもあって、迫力満点。

冒険の森 （林業技士）

小森 胤樹（つぐき）さん
まさに、林業や森に関わるべく
名付けられたお名前。間伐材
で作った郡上割り箸も販売。

「冒険の森 in のせ」にはこんなアクティビティが!!

※危険防止のため、18歳未満の方だけでの参加はできません。必ず、18歳以上
の方とご参加下さい。 ※18歳以上の方1名につき、18歳未満の方2名までご一
緒に参加できます。 ※小学生未満の方の参加はできません。 ※体験時間は約2
時間。土・日・祝日など混雑時は3時間を目安にお考え下さい。

　「その子らしい笑顔をその子のペースで撮影して
あげたい」という想いからスタートした同店。お洒落な
プライベート空間を心ゆくまで使えるので、心から満
足できる思い出が作れる。世界中から取り寄せた可
愛い衣装が揃い、ヘアアレンジとメイクはブライダル
も手掛けるプロが担当。どんどん可愛いくなっていく
様子に家族から思わず歓
声が上がることも多いとい
う。今なら七五三キャンペ
ーン開催中なので、この機
会にぜひ利用してみて。

プライベート空間、周りを気にせず家族で
撮影が楽しめる。

せっかく思い出に残すなら
心から良かったと思える写真撮影を

206-6292-5091
http://www.coffret-p.jp/

大阪市北区茶屋町10-12 
Nu chayamachi 7F
阪急線梅田駅

（茶屋町口より徒歩5分）
営／11時～21時

　　

子ども写真スタジオ

夏祭り開催！　8月27日（土）11時半～17時
参加費無料！ くじ引き、射的、魚釣り、お菓子釣り、ワークシ

ョップを実施。スタジオの雰囲気を見がてら
など、気軽に参加してみて。

七五三キャンペーン
撮影料 ： 無料　※商品代別途
着物レンタル一式30％OFF （参拝日のヘアメイク、着付け付き）
さらに「シティライフを見た」で
写真入りフレームプレゼント
期間 ： 8月31日まで

　　 コフレフォトグラフィ梅田茶屋町

お宮参りの撮影随時受付中
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Nu茶屋町7F

芝田1

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
パソコン教室、
プログラミング教室
入会金5,000円OFF
ロボットプログラミング教室体験後、
すぐの入会で入会金無料
（8月末まで、南千里教室のみ）

コース料金
[パソコン教室、プログラミング教室]
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
[ロボットプログラミング教室]
月2回12,000円（120分／1回）

Wisdomパソコンスクール南千里
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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

　最近注目度がとても高い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。同店では通常のプログラミング教室に
加え、ロボットを使ったプログラミング教室もあり、パー
ツを組み合わせて動くロボットを制作する。考える力や
発想力を養え、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。初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！

子どもの将来に活かせる習い事
今大注目のプログラミング教室

小4～大人まで
キッズプログラミング教室


