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豊かな心を未来へ
太陽に負けない弾ける笑顔

幼稚園

元気いっぱいのプールあそび。

たくさんの驚きや発見が実体験でき
る科学あそび。

園児の好奇心と体験を通して心と
身体を育てることを大切にしている同
園 。カリキュラムを組んで実 施する
様々な『あそび 』は学習としてではな
く、
「どうして？」
「やってみたい！」などの
興味ややる気を引き出す。体育あそ
びや外あそびで十 分に身 体を動か
し、通 常の設 定 保 育にお料 理 体 験
や科学あそびなどを加え、バランスの
取 れた 保 育を実 施している。常 に
children-centered（ 子どもの視点に
立つきめ細やかな保育）
を意識し、子
ども一人ひとりの気持ちを大切にして
いる。全クラス二人担任制で個別的
な対応にも力を入れる手厚い保育が
魅力。自然豊かな環境の中、子どもた
ちのキラキラした笑顔が印象的！詳し
くはＨＰ、
または見学も随時受付けて
いるので、
ぜひお問合せを。

太陽の陽射しがふり注ぐ明るく広い保
育室。各保育室に園児用トイレあり。

▶エキスパートの丁寧な指導で、
近年大人気のトランポリン運動に
トライ！幼児期から体を巧みに動か
す力がぐんぐん身につく。

◀明るい声が飛びかう楽しい教室
の雰囲気も好評。

（ 3才児 ）
に向けての準備を進
め、園での生活の楽しさを体験
出来る。
（預かり保育あり）
詳しい内容は HP またはお問合せを。

● 各家庭の事情に応じて通常保

苦楽園口

芦屋
大学 六麓荘
） ）

岩園トンネル
JR芦屋

20797-31-7003

http://www.ashiya-k.ed.jp/
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阪神高速

阪急夙川

阪神打出

芦屋出口

瀬戸内科医院

西宮市北口町9-3
営／月～金曜 10時半～19時半
土・日曜 9時～18時
専用Pはなし

エイジニッタ
岡歯科医院
ローソン

カップス 西宮北口 で検索

年少向けトランポリンクラス
「ぴょんきっず」9月よりオープン（新設）

アクタ西宮

西宮北口

20798-63-6100

阪急神戸線
阪急西宮
ガーデンズ

23年の信頼と実績
2000名を超える子ども達が通う幼児教室

0歳～6歳 幼児教室

＜アクセス＞
通園スクールバス有（芦屋・西宮・東灘方面）
見学の際は自家用車または
JR 芦屋駅・阪急芦屋川駅・阪神芦屋駅より
阪急バス「日出橋」下車徒歩約 7 分

全国で70教室を展開している
幼児教室コペル。学ぶことの楽しさ
を伝えながら、子どもの潜在能力を
引き出すレッスンが人気。2,000種
類を超えるオリジナル教材やプロ
の講師によるテンポの良いレッスン
など、子どもを飽きさせない内容に
なっている。
「文字や数、図形に興

情報紙 CityLife は
ココに設置しています！

●

開催日時 ： 詳細は電話にてご確認ください。
場所 ：当教室（各レッスンごとに先着6組まで）

神戸市灘区宮山町2-6-12
ラムールビル3Ｆ
レッスン曜日／水・木・金・土・日曜
受／9時半～18時半
（月～土のみ）

アンケートにご協力下さい

入室金無料！

15,000円
（税別）
→0円
特典② 入室月の月謝 2,000円引き
特典③ 体験レッスン参加者全員に
コペルオリジナル教材をプレゼント！

その他、
じっくり検討したい方にも
お得なキャンペーンあり
！詳細はお問合せください。

中迫医院
六甲登山口
東進予備校
教会
いかり
スーパー
六甲幼稚園

至三宮

六甲 線
神戸
阪急

至西宮北口

パソコ
ン・ス
マ
チェッ ホから
ク

六甲

コペル阪急六甲教室

70800-777-8777

アンケートの回答は1人1回とさせていただきます
※個人情報は弊社にて厳重に管理し、
アンケートの集計やプレゼントの発送以外には使用いたしません
※プレゼントの当選結果は発送をもって代えさせていただきます

●

特典①

▶子どもの「やりたい」
を引き出すレッス
ン。創造的で楽しい教材を使用しながら、
関心をひきつけ、飽きのこないレッスンは
定評がある

CityLife で検索

回答期限：9月25日
（日）
まで

無料体験レッスン実施中！

秋のキャンペーン実施中！
（10月末まで）
＜体験レッスン当日にご入室の方＞

!!

いつもシティライフをご愛読いただきありがとうございま
す。
シティライフでは、
より充実した紙面作りのために、記事
内容に関するご意見・ご要望をお聞きする読者アンケートを
実施します。ぜひ下記アンケートにご協力ください。

子で一緒に体験会に行ってみよう
！

※ 無 料 体 験 会の予 約は7 0 8 0 0 - 7 7 7 - 8 7 7 7
（ 携 帯・P H Sからもアクセス可 ）
まで。

設置場所の
情報は
webからご覧いただけます。
右記QRコードか
ホームページから
チェックすることが
できます。

味を持つようになった！」
「集中して
何でも取り組むようになった！」など
子どもの意外な一面に気づく親も
多いとか。今なら体験が無料。親

親子でレッスンに参加できるので、子どもと一緒に成長できるとママたちに
好評。専門家による保護者へのフォロー体制もあるので安心。
◀学力を育てる
「徳育」
を大切
に、親子で成長できる幼児教育
を目指す。一番の特徴は2,000
種類を超える豊富な教材量！

右記QRコードよりお答えください

対象：2012年4月生まれ～2013年3月生まれ
(幼・保育園年少クラス)
● 体験料：1,000円
（税込）
● レッスン：月
・木曜日
● 時間
：14時20分～15時5分(45分間)
※通常クラス／月会費：6,500円(税別)
●

育後の預かり保育を実施。
● 異年齢の子どもが共に学びな

がら過ごす。

芦屋市六麓荘町16-3
受付時間10時～17時
（土日祝日を除く）

寿司松葉

P

http://www.cups-sports.net/

芦屋

芦屋大学附属幼稚園

スポーツクラブCUPS〈カップス〉

線
阪急今津

預かり保育

西宮北口

中津浜線

入園説明会

入園説明会に行ってみよう！
保護者に向けた同園の説明と子どもの保育体験
●日時
9月10日
（土） 10時～11時半
（要予約）
9月17日
（土） 10時～11時半
（要予約）
9月24日(土) 10時～14時(個別相談)

● 家庭的な雰囲気の中で年少組

神経系の発達が著しく、運動能力の
基礎作りにもとても重要な3歳～8歳
頃までのプレゴールデンエイジ。
トラン
ポリン運動は、
この時期にぴったりのス
ポーツだ。子どもの運動神経を育むの
に適していると近年注目されている上、
楽しみながらバランス感覚や体幹の力
を養えるスポーツとして人気で、習いご
との定番になりつつある。アップ教育
企画が運営するCUPSでは、本格的
なトランポリンを使い、空中トレーニング
や技術の上達をめざして、幼・保育園
の年中から中学生までの子どもたちが
日々汗を流して練習している。跳び始
めると誰もが笑顔になるのもその魅力
で、
どんな子も楽しくはじめられるそう。
今回、新たに年少を対象としたクラス
「ぴょんきっず」
を新設し、
レッスン生を
募集する。ぜひ、
この機会にスタートし
てみよう
！まずは体験レッスンに参加を。

▲「運動させる時間が少なくて心配」
「 元気いっぱいに、
エネ
ルギーを発散させたい」
と子どもを案じる保護者にも評判。

ナースリー組（2才児クラス）
子どもたちがのびのびと遊べる遊具
の多い園庭。

年少向けトランポリンクラスを新設
大切な幼少期に楽しく運動神経を養う

0歳 ～のスポーツクラブ

9 /1 3 開催
プロから学ぶ「生活向上セミナー」に出展
詳しくはP . 1 0をチェック！

抽 選でプレゼントが当たる
①明治プロビオヨーグルト
ギフト券4枚セット 5 名様
（2,000円相当）

※ギフト券1枚で
ヨーグルト対象商品
4個交換できます
※全国の主なスーパーで
ご利用いただけます

「リスクと戦う乳酸菌」
というキャッチコピーでお馴染
みの明治プロビオヨーグルトLG21をはじめ、3種類
のヨーグルトと交換できるギフト券。

②淡路夢舞台温室入館・
美湯松帆の郷入浴セット券
（1人1,300円相当）

ペア

5組

※無料送迎バス付き
※応募締め切り
9/9
（金）
まで

奇跡の星の植物館では「南の島の夏物語-トロピカルワ
ンダーランド-」
を9/23（金）
まで開催中。17（土）～19
（月・祝）
には、淡路島の豊かな文化、食を楽しむイベント
「淡路夢舞台花の文化祭」
も開催。淡路夢舞台をより楽
しめるお得な入浴セット券をペアで。

