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　表現力や理解力といった将来に繋がる
力がバランスよく育まれ、明るくやさしい人間
力を持った子に育つと定評のあるスマイル
キッズが新年度生の一般募集を開始！日本
ベビーコーチング協会が監修した育脳プロ
グラムを基にしたリトミックや、知育、体操、
絵画、英語のエデュタイムがある。習い事に
通わせながら園生活に向けた基礎をつくる
ことができるのが特徴。曜日選択制で幼稚
園プレとの併用ができるのも嬉しい！平成
29年度スクール生の募集説明会が9/17
と10/22に開催されるので詳しい内容はお
問合せ、もしくはwebをチェックしてみよう！

子どもの可能性を最大限引き出す
エデュタイム中心のカリキュラムが人気1才からのプレスクール

吹田市千里万博公園12-1
パークサイドビル202
お問合せ時間：土・日・祝日を除く
10時～16時

206-6875-2366
FAX：06-6875-1617
    school@ukkhawaii.net

吹田 高英進学教室 
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UKKスマイルキッズ　で検索

●日程：第1回：9/17（土）、第2回：10/22（土）
●場所：第1回：千里中央、第2回：箕面教室
　　　　 （詳細はお申込時にお伝えします）
●対象：リトルプレスクール生
　　　　　ご入会時に満1歳以上のお子さま
　　　　レインボースクール生
　　　　　ご入会時に満1歳6ヶ月以上のお子さま
　　　　プレスクール生
　　　　　平成26年4月2日生～平成27年4月1日生
●条件：ひとり歩行・幼児食が食べられること
※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。

平成29年度スクール生募集説明会

ここがポイント！
① 週1日～5日までお好きな曜日と内容で選択可
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(年6回以上の内外研修参加)
③ 8時～19時の延長システム有
④ 幼稚園、小学校選びや受験相談も対応

エデュタイム
体操・体育（体幹トレーニング）
自立に向けて重要なポイントとなる身体的成長の促進

知育（もじ、かず、ちえ、空間認知力、量感）
様々なアプローチから、子どもが持つ知的好奇心を育む

リトミック（音感、リズム感、 拍子感、音楽の基礎）
リズムにあわせてイメージの世界を楽しむことで、想像力を豊かに

絵画・造形・表現（自己表現力、巧緻性）
様々な素材・道具を使い色彩感覚や立体感を体験し
工夫する力・道具を使いこなす力と感性を育む

英語（ネイティブと日本人講師のチームティーチング）
1歳～8歳までの総合カリキュラムで学ぶ楽しさと力を育む

※曜日によっては満員のクラスもあり。お申し込み、お問い合わせはお早めに。
　詳細は合同説明会にて。

説明会参加者の入会特典あり！
①入会金割引き

②無料で延長利用できる
サービスチケット

　マット運動や跳箱などでカラダを楽しんで動かし運動
能力を向上させ、人とのつながりや思いやりを知ってコミ
ュニケーション力もUPする体操教室。心身共に健康な
子どもを育むプログラムが評判。まずは体験レッスンを！

コミュニケーション力がどんどん上達
心身の成長をサポートする体操教室

茨木中央ファミリースクール
茨木 体操教室

茨木市中穂積1-3-19  三島府民センター西隣
営／平日9～21時　休／スクール指定休校日

2072-627-2800
http://www.family-school.net

至万博公園

JR茨木

茨木
郵便局

春日丘
高校
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中穂積
交差点

イズミヤ

三菱東京UFJ三菱東京UFJ

大阪高槻京都線大阪高槻京都線
三井住友三井住友

【幼児1日体験レッスン】
マット運動、鉄棒、平均台、トランポリンなど
対象：2～4歳の未就園児　定員：10名
日時：9月15日（木）の14時～15時

【申込方法】
9月8日（木）13時半よりスクールにて直接受付
※電話申込不可、お1人で2名迄申込可
※当日12時半より整理券配布
　（12時半までは館内には入れません）
※定員になり次第締め切り
※体験中は、ビデオ及び写真撮影不可

幼稚園児以上のクラスもあり

1日体験レッスン参加費500円
1日体験後入会特典
入会金2,160円免除

子ども体操教室

　最新機種を導入した充実のレッスン環境
で知られる三木楽器。アットホームな雰囲気
の中、幼児から大人まで、またビギナーから資
格取得を目指す本格志向の人まで、目的に
合った内容で丁寧に指導。発表会・コンクー
ルや一流アーティストのコンサートなど、感動
のある様々なイベントも魅力。明るく優しい講
師陣、スタッフが上達への道をサポート、音
楽の魅力を存分に伝えてくれる。

豊かな感受性を育てる人気教室
音楽でココロと暮らしを豊かに1才からの音楽教室

ヤマハ音楽教室
秋の新規入会受付中！
入会の方に
レッスンバック
プレゼント！

ヤマハ音楽教室高槻・茨木・摂津

自宅近く、職場近くとライフス
タイルに合わせて通いやすく、
オシャレで洗練された空間で
音楽を楽しめる。

1日無料体験
レッスン実施中

茨木市双葉町10-1｠
茨木東阪急ビル4Ｆ
受/10時～20時

2072-635-7564

三木楽器茨木センター
茨木市沢良宜西1-1-3｠
南茨木第2阪急ビル3Ｆ
受/10時～19時

2072-635-1338

三木楽器南茨木センター
摂津市千里丘東2-10-1｠
フォルテ摂津2F
受/10時～19時

2072-645-5339

三木楽器千里丘駅前センター

● 三木楽器教室ネットワーク　ハーモニーパーク心斎橋・茨木・南茨木・千里丘駅前・高槻南・桃山台・緑地公園他　近畿一円で展開

高槻市川添2-5-1｠
ふくだビル2Ｆ
受/10時～19時

2072-692-0982

三木楽器高槻南センター

高槻教室
2072-685-2203
高槻市芥川町1-2-A105　
JR高槻駅前/アルプラザ西隣
http://www.daiichi-gakki.co.jp/

茨木教室
2072-625-7247
茨木市大手町１-27　
阪急茨木市駅西すぐ東本願寺別院斜め前

茨木南教室
2072-634-4641
茨木市玉櫛２-28　
スーパー平和堂西、南中学西交差点 西入る

　ピアノの生演奏と歌に合わせて楽しく体
を動かしながら、音感やリズム感はもちろ
ん、自分の感じたことを表現できる力や、創
造力、協調性などが育まれるリトミック。第
一楽器は1980年に関西で初めて本格リト
ミックを開講。講師はリトミック研究センター
認定の有資格者で、一人ひとり子どもの性
格に合わせてしっかりと目を配ってくれるの
で保護者からの信頼も厚い。無料体験実
施の今、ぜひ親子で体験してみて。

　　　　 第一楽器高槻・茨木
明るい笑顔が子ども達
に人気の西田先生。

豊かな感性や集中力・創造力を育む
可能性を最大限に引き出す本格リトミック本格的リトミック

【茨木教室】9/20(火)、9/21（水）
【高槻教室】9/23（金）
受付/10時～19時　※各教室へ要予約

リトミック1日無料体験会
【2016年秋季 生徒募集 対象生年月日】
ステップ1
ステップ2
ステップ3

平成26年10/2～平成27年10/1生
平成25年10/2～平成26年10/1生
平成24年10/2～平成25年10/1生

その他開講科目も無料体験受付中！
「シティライフを見た」で入会金5,400円が無料に！（9月末まで）

13：30～ 自由時間

17：00～17：30 1限目 
●日付・曜日の確認　●自己紹介
●準備体操　　　　●表情体操 他

17：40～18：10 2限目 
●対人関係（ふわっと言葉 ちくっと言葉）
●地域生活（お金・電話・交通）他

18：20～18：50 3限目 
●みんなで楽しく遊ぶ
 （カードゲーム、絵しりとり、なかあて 等）

18：50～19：30 自由時間

・助けを求めるとき　
・交通機関の利用

・お金の数え方　　　
・話し合い方

・生活のマナー　
・整理整頓

・身だしなみ　　　
・集中できるリズム

・バランス体操　
・聴く態度

・話すときの表情　
・リラックス法

・しりとりゲーム　
・苦手のクリア

・できる楽しさ　
・覚える工夫

随時開催しています。
※お電話にてお気軽に

お申込みください。

TEL.06-6382-5522 TEL.06-6876-7890

【平日スクール/時間例】
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※ご質問・ご相談はお電話でも受け付けております。 ハッピーテラス 検索
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吹田市山田東4-12-10 
西川マンション102号　
営／平日 13時半～19時半　
　　土曜日 9時半～17時

吹田市朝日町5-5
クレールメゾン1Ｆ 　
営／平日 13時半～19時半　
　　土曜日 9時半～17時


