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公共交通機関をご利用ください。

9：30 ―16：30（入場16：00まで）  万博記念公園・東の広場 会費 350円（小学生以下無料）

雨天決行 ※荒天により中止となる場合がございます。

ロハスフェスタ 検  索LOHASFESTA LOHAS_FESTA

　ロハスフェスタの会場に子どもが楽しんで学べるワークショップ
エリアが登場します！見て、聞いて、触れて、参加できるプログラム
でロハスフェスタの新しい楽しみ方を提案します。そこでワークシ
ョップでご出展いただく出展者を募集中！
■ 2016年10月29日（土）、30日（日）9:30～16:30（入場は16:00まで）
■ 万博記念公園・東の広場
■ ロハスフェスタ万博公園 2016 AUTUMN（同時開催）
■ 出展料の詳細は下記メールでお問い合わせください
■ 募集店舗は30ショップ（予定）

キッズワークショップ出展者 募集中！

主催　ロハスフェスタ実行委員会／シティライフ

開催中は駐車場が満車となり、周辺道路が大混雑するとともに駐車場の入出庫に数時間かかる場合があります。
※10/29（土）はJリーグの試合が開催されます。

件名に「キッズワークショップ」出展希望とご記入いただき、お名前、
住所、メールアドレス、出展内容、画像２点（ワークショップの写真、商
品写真）を下記までメールください。
lohas-office@cityl i fe-new.com 
担当より詳細をご返信させていただきます。

みんなでロハスフェスタ会場を飾って下さい。お家にあるハギレなどでかわいいオーナメント
（三角旗）を作ってお送りいただくか、会場にご持参下さい。ご協力をお願い致します。
詳細は下記より http://eventcontents.lohasfesta.jp/e116067.html 

みんなでロハスフェスタ会場を飾って下さい。お家にあるハギレなどでかわいいオーナメント
（三角旗）を作ってお送りいただくか、会場にご持参下さい。ご協力をお願い致します。
詳細は下記より http://eventcontents.lohasfesta.jp/e116067.html 

※障がい者手帳をお持ちの方ご本人と介助者１名無料 ※別途公園入園料（大人250円・小中学生70円）が必要 ※イベント内容は変更になる場合がございます。

（三角旗）

　神戸岡本で13年、地元で支持されてきたバレ
ッタ英語教室が、10月から子ども向けプログラム
を開催。4～5才から中学3年生までを対象にした
一貫教育は英語の4技能を育てるのに理想的
だ。レッスンは「聞く・話す」というコミュニケーション
に重点をおいた学習が中心。また、学校での学
習、受験の問題と近く、自分にあった級に集中で
きるという点で、英検合格を目標とした「読む・書
く」学習も重視する。国際社会に幅広く適応でき
る英語の総合力を育んでくれる。ネイティブのアメ
リカ人バレッタ先生と話す機会もあり。

発音・リスニングと英検重視の指導で
世界で活躍できる総合力を身につける

2078-431-3680
http://baretta-eikaiwa.com/stepworld/

神戸市東灘区岡本1-8-17-201
営／11時～21時　
日曜定休

阪急岡本駅徒歩2分、
JR摂津本山駅徒歩3分

　　

4歳～中学生の
英語スクール

特典「シティライフを見た」で、（9/20までに申込の場合）
入学金 10,000円→無料

説明会開催(要予約)
日時：9/12（月）～9/16（金）　13時～17時まで
※都合がつかない場合は個別相談可

ステップワールド英語スクール
神戸バレッタ教室

英検5級の単語と文型をベースに作られている「マーブルキッ
ズコース(4歳～小学校低学年)」では、英語の「聞く・話す・読
む・書く」の４技能を楽しく・遊びながら
学べ、はじめての英語にピッタリ！

1973年に生まれた「ステップワール
ド英語スクール」の教材を使用。同
教室では、子ども用教材選びにほぼ
一年費やし「子どもの早期の英語教
育では音声重視」という考えに賛同
してたどりついたそう。

岡本

ステップワールド　バレッタ　で検索

阪急神戸線
岡本

摂津本山

神戸岡本
郵便局
神戸岡本
郵便局

岡本阪急
プラザスギ薬局

東海道本線

みなと銀行みなと銀行
ドンクドンク

パパの応募待ってます！CityLife

ファミリーモデル募集中
シティライフでは、グルメ・スポーツ・レジャーなど、読者モデルとして実際に
体験をしていただけるファミリーを募集しています。ぜひパパも一緒にご応
募もください。お待ちしております！

■応募方法■
ご応募はメールか郵送にてお送りください。
応募の動機、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、ＴＥＬを記載い
ただき、上半身と全身のお写真をお送りください（随時受付）。

〒566-0001　摂津市千里丘1-13-23
シティライフ ファミリーモデル係　
メール　info@citylife-new.com
※ご応募いただいた方は登録をさせていただき、ご依頼する際は編集部から
　ご連絡させていただきます。

　低料金・都度払い制なので、子ども
の体調や興味にあわせて気軽に通え
るのが魅力。歌やダンス、フラッシュカ
ードなどを使った楽しいプログラムで、ネ
イティブの発音が自然に吸収できる。
英語圏の子どもたちがアルファベット
の読み書きを覚える学習法「フォニック
ス」にも力を入れているのも特長。英語
に慣れ親しむきっかけとしても、ママ友
たちとの情報交換の場としても役立つ
同クラブに、気軽に足を運んでみよう！

外国人と日本人講師のWティーチングでサポートしてくれるの
で、親子ともに安心して通える。「いきなり本格的なスクールに
通わせるのは不安」というママにもおすすめ。

気軽な都度払い制で楽しくレッスン
「はじめての英語」に最適なクラブ０歳からの親子英語クラブ

※場所：両日とも阪急六甲校（神戸青年学生センター）
※体験時間約40分 
※メールで予約受付
※上記以外、無料体験随時受付中。
詳しくはお問合せください。

【無料体験会実施＠阪急六甲】
■9/15（木）14：30～15：10　
■9/27（火）10：00～10：40

1回料金：1,300円、回数券：1回1,100円×5枚
セット・3ヶ月有効　※各クラス未就園児まで

月曜

木（月1）

月曜

金曜

9：45～

14：40～

10：35～

10：35～

JR六甲道校

阪 急 六 甲 校

金曜 9：45～ 阪 急 六 甲 校

JR六甲道校

阪 急 六 甲 校

マミー＆ベビー
（ 0 歳 ～ ）

プレクラス
（2歳～）

クラス/定員8組 曜日 時間
（各40分） 場所

自分の誕生月のカードを選ぶゲーム。先生が「When is your birthday?」
と質問すると、子どもたちは一斉に自分の生まれた月のカードのところへ。
英語で先生に伝える子どもたちの表情はみんな自信満々。

koberokko.englishclub@gmail.com
（問い合わせ・予約はメールで、携帯メールは拒否設定解除をお願いします）
2070-5509-4403
www.rokkokidsenglishclub.com/

Rokko Kids English Club
〈ロッコウキッズイングリッシュクラブ〉

■JR六甲道校（六甲道勤労市民センター） ： JR六甲道徒歩約1分
■阪急六甲校（神戸青年学生センター） ： 阪急六甲徒歩約2分or JR六甲道徒歩約10分

六甲・灘
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六甲道

六甲

JR六甲道校

山手幹線金沢
病院

フォレスタ
六甲
フォレスタ
六甲

阪急神戸線阪急神戸線

JR東海道本線JR東海道本線

阪急六甲校

　開園から3年目を迎える同園は、特
色ある3つのプログラムにより、注目
度ＵＰのこども園。最大の特色である
「英語イマージョンプログラム」では、
英語を学ぶのではなく、英語で遊ん
だり、さまざまなことを体験したりして
いく中で、英語をツールとして使いこ
なせる「真の国際人」を育てる。
「MIK教育プログラム」の中では、日
本人としてのアイデンティティを育む
ためのさまざまな活動も展開。園長
先生の「当園では、詰め込み式の教
育ではなく、遊びや生活を通じて様々
なことを学びます」との言葉が印象
的。通常保育時間は8～18時だが、
最長で7時～20時までの預かりも可
能。保護者の就労の有無に関係なく
通えることも大きな魅力の一つ。

季節の動植物に囲
まれた中で、ボーネ
ルンドの大型遊具
で楽しそうに遊ぶ子
どもたち。

確かな教育・保育で「真の国際人」を育む
来春入園の願書受付中（9/1～9/10）

0～5歳のこども園

2078-843-2761
70120-988-775
http://www.kakemik.jp

御影インターナショナルこども園　で検索

個別見学
随時受付

神戸市東灘区御影2丁目15-27

　　　　御影インターナショナルこども園
学校法人　加計学園神戸

御影
阪急神戸線阪急神戸線

至三宮至三宮 至梅田至梅田

上御影局上御影局

世良美術館世良美術館

ライフ御影店ライフ御影店

山手幹線山手幹線

ロータリーロータリー

セブン
イレブン
セブン
イレブン

平成29年度入園申込み願書受付
１～５歳児クラス　2016年9月1日(木)～10日(土)
願書提出方法：郵送または持参
※郵送の場合は簡易書留を用いて、期日必着
※直接提出の場合、受付は平日午前9時～17時まで
願書の請求・提出方法など詳しくはHPをチェック。

日程 ：  ①8/29（月）② 10/24（月）　以降も開催
時間 ： 10時～11時　予約不要

園庭開放

御影インターナショナルこども園
教育保育方針
日本人としてのアイデンティティを身につけ、世界
中の人たちと友だちになれる人材を育てます。

MIK教育プログラム
国際社会で活躍できる力を身につけます

英語イマージョンプログラム
英語をツールとして操ることのできる国際人の資質を
身につけます

生活プログラム
発達段階に応じた生活習慣の基本を身につ
けます

根拠・意思を持って自分の考えを発言する有意義な授業風景。世界に
羽ばたき、コミュニケーションが取れる国際人のタマゴがいっぱい！

御影の閑静な住宅街
にある同園は、真新し
い大きな園舎と天然芝
の広々とした園庭、子
どもたちがのびのび過
ごせるのも魅力。




