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特典 「シティライフを見た」と予約で　（12月末まで）

1日体験教室が無料 【開園】 月～土：7時半～19時
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English School イマジンJAPAN

ネイティブの先生のことがみんな大
好き！

ピアノに習字…。時間内で専
門の先生に習うことができる。

　「英語や色んなことを経験させてあ
げたい」「安心して預けられる場所を探
している」…そんなママ注目！同園は、ネ
イティブ講師との毎日の会話で真の英
語力が自然と身につく。英検Jrもゴー
ルド取得者が多くおり、試験対策もしっ
かりと。リトミック・体育・徳育・食育・日
本文化を学ぶ授業もあり習い事いらず
の充実カリキュラム。全てが非常にバ
ランス良く“人間力”が身に付くと評判。
親子で「クローバー大好き」になる魅力
満載、保護者・本人ともに満足度が非
常に高いのが特徴だ。1度見学を。

毎日の英語シャワーでキレイな発音が身につく。7時半～18時まで通常
預かり可能。

運動会の練習中。イベント盛りだくさん。

「英語はもちろん、それ以外の充実がすごい」
英語、リトミック、体育、ピアノ…抜群の満足度保育園・イングリッシュスクール

【保護者の声】
●英語はもちろん、日本語やマナーもしっかりと教えてくれ人間的に
も成長していく様子が目に見えます。楽しいイベントも多く、クロー
バーに通わせて本当に良かった！（通って1年・3歳児の母）
●園長を初め信頼できる先生が揃っているので、安心して通わせら
れています。英語も自然に話せるようになって、算数、理科、社会
や音楽まで教えてくれます。努力をする力が身についたのが1番嬉
しいです。（通って3年・5歳児の母）

　短時間の詰め込み教育方式ではなく母子分離での
長時間保育を行うことで、子ども達の自発的な成長を促
す大人気のカウピリキッズスクール。講師は子ども達一
人ひとりにしっかりと寄り添い、知育・リトミック・体操・絵
画制作といったバランスの取れた「1日のカリキュラム」
と「遊び」を軸に、それぞれの子どもに合わせて手を差し
伸べる教育を行う。教室の内外で、たくさんの友達と一
緒に幼稚園入園前1年間を過ごす事は、脳の成長を著
しく促し、思いやりや優しさ、協調性などを身に付け豊か
な心を育むことが出来る。11月までの体験説明会は定
員を超える盛況ぶりで終了。早期入会特典もあるので、
まずは体験説明会へ！年内に限り日程に都合が合わな
い人の為の個別対応も出来るので気軽に連絡を。

プレスクールに通う阪上たいせ
い君とママ

「 家に帰って来て
も、ずっとカウピリの
話をしているくらい、
とても楽しく通って
います！」｠

北摂で大人気のプレスクールが
2017年度生を募集中
12/10に年内最後の体験説明会開催
（個別対応も可）

2～3才児のための
プレスクール

プレスクール概要
●9時半～15時までの長時間保育
●週1～5日間で曜日選択可（月～金）
●主なカリキュラム：知育・リトミック・体操・絵画制作
●延長保育あり（9時～9時半/15時～18時）
●欠席の振り替えあり
●有機野菜を使用したアレルギー対応の給食
●親子で楽しめる行事（参観・遠足・クリスマス会）
●60坪の広い教室

2017年度プレスクール体験説明会
体験会の後、プレスクールの日常を動画で見られる
日時　12/10（土）10時～11時半
対象　2014年4月2日～2015年4月1日生まれ
特典　説明会に参加し、12/27（火）までに入会手続き完了
　　　で、入会金が通常の50%オフ
※参加は電話にてご予約を。説明会日程に都合が合わない
方は個別対応も出来るので気軽に連絡を。

　　

　　　　 知育幼児教室 
kaupili キッズプレスクール

〈カウピリ〉

箕面

推薦のことば

箕面市牧落3-13-33 アクティブ箕面3階

教室2072-720-7222
本部2072-727-7888
http://www.kaupili-kids.com/

カウピリ　で検索

保護者の声

▲豊かな心を育むことがカウピリの理念。現在のプレ
生の様子はHPの「BLOG活動日記」でチェック！

医療法人もみじの手　
箕面レディースクリニック 

狩谷 佳宣 院長

吉田真一郎 理事長

医療法人スマイル会
よしだ歯科
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様々なカリキュラムで豊かな
心を育み「生きる力」を身に
付けてもらう事を理念とした
同スクールに非常に意義を
感じ、応援しております。

応募方法／はがきもしくはFAXに
解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電
話番号を明記の上、編集部までお
送りください｡抽選で5名様に記念
品をプレゼント。(毎月25日〆切)

周りの4個の文字と組み合わ
せて正しい熟語ができるよう
に、リストの中から漢字を選ん
でください。下の例題では、真
ん中に「人」が入るとそれぞれ
「恋人」「聖人」「人格」「人
間」になります。リストの漢字は
1回だけ使います。全部の問
題を終わって、最後に余った文
字を組みわせてできる熟語は
何でしょうか。（作・あさみ順子）

応募先／FAX　06-6368-3505
〒566-0001  摂津市千里丘1-13-23　
シティライフ「クロスワード」係

●11月号の答え　ニソクノワラジ

漢字パズル

大阪府内の店舗一覧

「未来づくり、組合員の力で」
力を寄せ合い「くらしの安心づくり」をすすめます。

「安全で安心できる食べものがほしい」という組合員の
願いからスタートした取り組み『フードプラン』。トレーサビ
リティがしっかりした、食べる人にもつくる人にも安全で、
環境に配慮して生産された食品をお届けしています。

コープこうべ くらしの情報センター  0120-443-100
●火～金／8:30～19:30　●土～月／8:30～18:00
※12/31～1/3は8:30～18:00 コープこうべ 検索

コープこうべキャラクター
「コーピー」

豊中市
コープ東豊中
豊中市東豊中町4-3-13
06-6848-2561
営/1F 9時～21時、
2F 9時半～20時
コープ蛍池
豊中市蛍池中町3-2-1
06-6842-3711
営/10時～22時
コープ桜塚
豊中市南桜塚2-1-10
06-6854-6111
営/9時～20時50分
コープミニ桜の町
豊中市桜の町2-1-6
06-6857-2001
営/9時～22時
コープミニ泉丘
豊中市東泉丘2-14-20

06-6840-0661
営/9時～22時
コープミニ城山
豊中市城山町2-5-12
06-6864-6711
営/9時～22時
コープミニ西緑丘
豊中市西緑丘1-1-38
06-6858-0855
営/9時～22時

箕面市
コープ箕面
箕面市桜ヶ丘5-6-6
072-721-2025
営/10時～21時
コープ箕面中央
箕面市坊島1-1-15
072-720-3021
営/10時～20時50分

コープミニルミナス箕面
箕面市如意谷4-6-19
072-724-8761
営/9時～22時

池田市
コープミニ伏尾台
池田市伏尾台3-4-1
072-753-7631
営/9時～22時
コープミニ井口堂
池田市井口堂2-7-18
072-762-9141
営/9時～22時
コープミニ上池田
池田市上池田2-4-6-101
072-754-6551
営/9時～22時

吹田市
コープ吹田
吹田市五月が丘西1-1
06-6337-3651
営/10時～21時
コープミニ山田
吹田市山田東
4-17-12-101
06-6875-6181
営/9時～22時

茨木市
コープ茨木藤の里
茨木市藤の里1-10-2
072-643-3461
営/10時～20時
コープ茨木白川
茨木市白川2-2-10
072-630-0110
営/9時半～20時50分

高槻市
コープミニ氷室
高槻市氷室町4-2-5
072-690-3501
営/9時～22時

豊能町
コープ新光風台
豊能郡豊能町新光風台
2-18-5
072-738-5901
営/10時～20時

島本町
コープ島本
三島郡島本町青葉1-2-10
075-962-3501
営/1F 10時～20時50分、
2F 10時～20時

お買い物は、生協にご加入のうえ近くのお店へ

年中無休

無料

206-6388-4156
http://www.warabe-esaka.com
スマートフォンサイト : warabe-esaka.mobi

吹田市江坂町5丁目9-6　受付／10時～18時　定休／日曜・祝日
総合幼児学院 WARABE

入室要項
● 教科 ： 国語・算数・英語　　● 1レッスン…2,000円～（45分）
● クラス ： トドラークラス…2歳2ヶ月～、チャイルドクラス…4歳～、
　ジュニアクラス…小学校～
● レッスン時間…①15時50分～②16時20分～③17時15分～

ぴ～たん

※お迎えサービスあり
（寺内・千里第三・大池・豊津第一
 小学校児童対象）

至
千
里
中
央

北大阪急行「緑地公園」

新
御
堂
筋

つしま内科
千里山病院

西浦歯科
医院

マクドナルド

祝橋東

至
梅
田

　1番大切なのは学習を身に着けるため
の姿勢です。自分でやろうとする根本的な
部分を重視しています。これから先、お子
様が壁にぶつかった時、自分で乗り越えて
いけるような力がつくような教育を目指して
います。経験豊富な講師がオリジナル教
材で一人ひとりの可能性を引き出します。
院長 亀田有美

（保育・教育現場で10年近い経験を持ち、自身も5児の母）

　　 シティライフを見たで
　　  （12月末まで）
● 1レッスン体験無料＋
　英語ワンコインレッスン1回無料
● 入会金（10,800円）免除

月額 13，000円～

生きていく基礎の力を身に着ける教育を
2歳～幼児教室　　　6歳～学童保育

特典

小学1年～3年対象 
放課後クラス


