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i n  ホテル阪急エキスポパーク　10：00～16：00
入場無料

第6回

Mam  F e s t a  の  楽しみかた

※体験やワークショップは待ち時間の発生が予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。　※体験内容によって参加費・材料費が必要になります。　※イベントの内容は予告なく変更される場合がございます。　※写真はいずれもイメージです。

駐車料金 割引サービスあり
※駐車券を会場までお持ち下さい。
　なるべく公共交通機関でお越しください。

中央環状線

大阪大学
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場　　　所 ：ホテル阪急エキスポパーク
 　吹田市千里万博公園1-5
　　　　　　　  （大阪モノレール「万博記念公園」駅下車すぐ）

ブース会場 ：本館B1F オービットホール
セミナー会場 ：本館2F 月光1・2・いちょう
主　　　催：Ci t y  L i f e
お 問 合 せ：TEL.06-6338-0640
 （平日10時～17時 マムフェスタ担当）

セミナー・体験会に参加しよう！ ブースで体験やワークショップ、
雑貨販売などを楽しもう！

マムフェスタ　で 検索

お子さんと一緒に参加OK！セミナー・体験会は
事前申し込みが優先となります。下記セミナー
予約フォームからお申し込みください。

①先着50名様Orbi Osaka（オービィー大阪）無料入場券
②先着50名様Osaka Wheel（オーサカホイール）無料乗車券
※1家族どちらか1枚。無くなり次第終了。

〈本館2F〉 月光1・２・いちょう
〈本館B1F〉 オービットホール

●セミナータイムテーブル

今、子どもの習い事で注目を集めてい
るロボットプログラミングを体験でき
ます。簡単な操作で、どなたでもロボッ
トを動かしてみることができます。

ロボット好き集まれ！
プログラミング体験会

｜ ProgLab（プログラボ） ｜ ロボットプログラミング

ベネッセのワールドワイドキッズは子
どもが夢中になる仕掛けがいっぱい。
日々の暮らしの中で自然と英語が好
きになる環境が形成できます。教材は
自由に体験いただけますのでお子さ
まと遊びに来てください。

「Worldwide Kids」の教材を体験しよう
｜ エリアベネッセ　千里中央店 ｜ ０才からの英語教材

ディズニーグッズがもれなくあたる
抽選会を実施！ご希望の方には
「ディズニーの英語システム」の楽
しい無料サンプルもプレゼントい
たします。

「ディズニーの英語システム」抽選会
｜ 英語教材 ｜ ワールド・ファミリー

バレエは、運動・音楽・表現など様々な
能力が身につく習い事。ママにも産後の
体型変化、腰痛や骨盤の歪みを緩和で
きるメリットがあります。ブースでは、先
輩ママによる育児相談も行っています。

バレエで子どもの個性を磨こう
｜ シェイラバレエスクール ｜ 習い事　　　　　

幼児教室の講師たちが〈どれも必ず“理
由”がある〉をコンセプトに選んだおもち
ゃが勢揃い。当日は、知育玩具アドバイ
ザーがご相談を承ります。ちょっとしたプ
レゼントに最適なおもちゃ雑貨もご用意
いたしております。ぜひ、お越し下さい！

木や布の知育おもちゃ販売
｜ UKK スマイルキッズ ｜ 知育

試乗プレゼント
お車のオイル交換
無料カード
（5,000円相当）

話題の新車ヴィッツ ハイブリッド
展示＆試乗会

｜ ネッツトヨタ ｜ 車

理学療法士の資格保持者が骨盤の状
態をチェックし、その方に合わせた正
しい姿勢をアドバイスさせていただき
ます。また、ハリウッド女優も愛用す
る！？新しい抱っこ紐の体験相談会も
実施します。

無料！骨盤チェック
｜ Locofilife ｜ 姿勢指導

実は3歳までは、叱ってもあまり意味
がないんです。叱らず子どもの能力を
引き出す方法や、知能遊びや運動能
力を高めるアクティビティ、ベビーマ
ッサージなど、明日からの育児がもっ
と楽しくなる様々な体験ができます。

叱らない、適期教育体験
｜ TOE ベビーパーク  ｜  子育て

ベース作りから始まって眉スタイリン
グ・フルメイクとプロのメイク技で素敵
に変身しませんか？貴方のお肌の状態
が分かる無料スキンケアチェックも。
プチエステは1,500円。

ワンコインで変身メイク
｜ メナードフェイシャルサロンELLE〈エル〉 ｜ 美容

「英語教室のレッスンってどんな感
じ？」とお考えの方は、ぜひ一度
ECCジュニアのレッスンを体験して
みてください。楽しい英語のゲーム
をご用意しています。簡単なアンケ
ートでオリジナルグッズプレゼント！

子ども英会話レッスンのプチ体験
｜ ECCジュニア ｜ 英語体験

ベビーサインってなに？
ベビーサインの紹介
ミニ絵本作り
手遊び歌で簡単ベビーサイン！
お土産プレゼント

お手てでおしゃべり ベビーサイン無料体験
｜ I.E.C English Classroom ｜ ベビーサイン

子育てやマイホーム購入など、こ
れからの人生にいくらのお金が必
要かを知っておきませんか?ご来
場頂いた方には、もれなくおこさま
の手形ぺったんをプレゼント！
SL15-1520-0141

3分間ライフプランニング
｜ ソニー生命保険株式会社 ｜ 家計

重い荷物を抱えて、お子様を連れての
お買物って結構大変…。コープの「こ
はい」で、そんな子育てママのお悩み
を解決！当日は、人気のコープ商品の
ご試食のほか、宅配加入の方には素
敵なプレゼントもご用意しています。

「こはい」で人気のコープ商品試食
｜ コープこうべ ｜ 食材宅配

自社工場でつくられた加工品や地場野菜の
宅配をしています。当日はブース内にて希少
な国産小麦を使った“滋味あふれるパン”の
試食と果汁100%ジュースの試飲を行いま
す。またアンケートにお答え頂いた方には、
「アップルキャロットジュース」をプレゼント！

よつ葉の美味しさを体験
｜ よつ葉ホームデリバリー　淀川産地直送センター ｜ 食材宅配

コープ自然派はとりわけ有機野菜を
多く扱っています。土壌分析による土
づくりで「高品質・多収穫」の野菜づく
りを実現させました。栄養価の高い、
おいしくてお求めやすい野菜をお届け
しています。蒸し野菜等の試食実施。

野菜のおいしさを体験しよう
｜ コープ自然派 ピュア大阪 ｜ 食材宅配

ランドセル工房の職人たちと一緒
に、ランドセル革で作る、オリジナル
キーホルダーのワークショップです。
参加費200円。（Facebookまたは
instagramにいいねしてくれた方は
100円OFF）

ランドセル革で作る オリジナルキーホルダー
｜ ランドセル工房生田 ｜ 本革手作りランドセル

リボンを作るワークショップが無料で
参加できます。インポートの珍しい生地
から好きなものを選べるので楽しい！
肌への優しさや着心地にこだわって作
ったお洋服もぜひ見に来てください。

オシャレな生地で
可愛いリボンを作ろう

｜ Candy Buppie ｜ ハンドメイドのベビー・子ども服

smileオリジナルの巾着にオリジナ
ルのパーツや目玉をつけて、世界に
一つだけの巾着、ショルダーをアー
トな作品を制作。販売は、カラフルな
布を使いオリジナルの小物などが並
ぶ。

自由な発想でアートなデコ巾着を作ろう
｜ smile（スマイル） ｜ 布小物とデコ巾着

甘い香りにキッズもワクワク！歯医
者さんがおすすめする、ポップコーン
の実演販売を行います。キッズ用白
衣を着てのなりきりフォト撮影＆ク
イズに答えて君も立派な歯医者さ
ん！

おやつ＆なりきりフォトで楽しく歯科体験
｜ SMILE PLAN歯科クリニックグループ ｜ 歯科

色紙カラー描き
1人につき500円
※所要時間15分～

素敵な笑顔を絵にしよう
｜ Smile・Spot ｜ 似顔絵

セ ミ ナ ー・体 験 会 ※参加は事前申し込みの方優先です。定員になり次第、受付終了となります。 ※上記の予約フォームより申込ください。 ※一部参加費が必要なセミナーがあります。参加無料

レオニダスさんより
お菓子

（例）

スイーツパラダイス
ファクトリーさんより
お食事券ペア5組

（例）

応募フォーム PICK UP 1

PICK UP 2

会場 ： 本館2F「星雲」

※各メニューの料金は当日ご案内します。

● スリランカカレー 
● ハッシュドビーフオムライス
● 海老カツロールサンド＆ポテトチップス

● 天婦羅うどん＆かやく御飯
● ソフトドリンク各種　など

PICK UP 3

美味しいホテルグルメが充実

抽選で素敵な賞品をプレゼント
ガラガラ抽選会を実施！
賞品 ： お食事券、お菓子、雑貨など

先着プレゼント

※アンケートにお答えいただいた方が対象となります
※他ステキな賞品多数あり。わくわく 体 験ブース

英会話やプレスクール、美容など楽しく体験することができます。

E X P E R I E N C E   B O O T H

ママにお役立ち 暮  らしブース
保険、食など日々の暮らしに役立つママ必見のブースが集合。

L I V I N G   B O O T H

雑貨やおもちゃなど様々な
アイテムが揃います。

I T E M
B O O T H

W O R K S H O P

おもしろワクワクなワークショップがスタンバイ。
親子で 楽 しむワークショップ

事前申込
が優先

※事前申込のキャンセルを行う場合は前日までにご連絡下さい。

10時30分

～

11時15分

月光  1 月光  2 いちょう（定員20名）

11時30分

～

12時15分

12時30分

～

13時15分

13時30分

～

14時15分

14時30分

～

15時15分

日本ベビーコーチング協
会認定資格取得者

講師●
UKKスマイルキッズ講師

音楽を通じて、知的好奇心
を刺激するリトミックと知育
を融合した人気のオリジナ
ルプログラムを体感いただき
ます。“音・心・体・脳”をくすぐ
る、オリジナルカリキュラムを
お楽しみください。ご参加は
親子ともに動きやすい服装
で。（1歳半～2歳半頃対象・
事前予約制　先着25組）

親子で楽しむリトミック知育
UKK スマイルキッズ

SMILE PLAN やまもと歯科
クリニック勤務 長崎大学卒
小児歯科をメインに研究し
ている歯科ドクター

講師●
岡 加織ドクター

歯に良い食べ物って何？ 飲
み物って何？　普段の食生
活や正しいブラッシングで
できる、ママを助ける子ども
のお口の健康の育み方をお
伝えします。日常生活の中で
実践できるお口元への豆知
識がいっぱい！ママとキッズ
が一緒になって健康なお口
元づくりを目指しましょう。

ママとキッズの、たべること・みがくこと
SMILE PLAN歯科クリニックグループ

ソニー生命保険株式会社 
06-4797-1817
大阪ライフプランナーセンター第7支社 
大阪市北区梅田2-2-22
ハービスENT 15F
SL15-1520-0141

講師●
ライフプランナー
佐伯 忠史さん

子どもの未来のた
めに必要なお金っ
て? 賢い貯蓄方法
って? 学資保険っ
て必要なの? 本当
に値打ちを分かっ
てもらえるママだ
けにこっそりと、分
かりやす～くお教
えします。

学資保険で「得する人」「損する人」
ソニー生命保険株式会社

親子で楽しむ
リトミック知育

笑顔が素敵な自分になる！　
顔筋フィットネスレッスン

学資保険で
「得する人」「損する人」

親子で楽しく
～コミュニケーションバレエ～

子どもの運動能力を
伸ばす育て方
～便利グッズが成長を妨げる？～

生命保険の見直し、
最新学資準備法

ママとキッズの、
たべること・みがくこと

あなたの声かけで
子どもが変わる

家庭で活かせる
 「子どもと英語で
遊ぶ・学ぶコツ」

脳科学で賢く育てる
夫婦の子育て
トークショー

アロマせっけんを
作りましょう

動物占いでわかる？
子どものやる気の出し方

プロラグビー選手時代の怪我
をきっかけに、理学療法士・ア
スレティックトレーナー・他多
数の認定資格を持つ。子育て
真っ最中、2児の父。

講師●
勝浦 聡さん

日々の関わり方やグッズ（抱っ
こ紐や歩行器など）で運動能
力は変わってきます。0歳児の
寝返りやハイハイなどの重要
性～学童期の姿勢に関する
トラブル（勉強の成績やケガ
など）についてお話しさせてい
ただきます。運動能力を高め
る遊び方も紹介します。

子どもの運動能力を伸ばす育て方
～便利グッズが成長を妨げる？～

Locofilife

2歳よりバレエを始め、ロ
シアやアメリカなど海外
でもバレエを学ぶ。
数々の舞台を経験しバレ
エの楽しさを伝えている。

講師●ASAMI 先生

親子で一緒にクラシックの
曲にあわせて踊ったり、手を
取りあってストレッチをしま
せんか。楽しいコミュニケー
ションは、お子さまの成長に
かけがえのないものです。マ
マお一人でも気軽にご参加
ください。

親子で楽しく
～コミュニケーションバレエ～

シェイラバレエスクール

お笑い芸人からファイナンシャル
アドバイザーに転身。18年の経験
から培ったプロならではの的確な
アドバイスと相談しやすい人柄が
人気。楽しいセミナー間違いなし。

講師●
石原 誠さん

生命保険の貯蓄機
能を最大限に活か
し、子どもたちの為
に学資資金の準備
をいっしょに考え
ましょう。学資保険
の選び方には意外
と知られていない
方法があるのです。

生命保険の見直し、最新学資準備法
ほけんチェック箕面店、千里丘店

（株）UKK代表取締役/日本ベ
ビーコーチング協会理事　コ
ーチングや交流分析を専門に
講演・コンサル・コーチ・カウン
セリング等でも活躍中。

お子さまの心と身体、知
性をバランスよく伸ばし
てあげるためには、親子
の関わりがとても重要で
す。ママの声かけや接し
方が変われば、子どもた
ちが持つ可能性を広げ
ることができます！
対象…乳児期から小学
生の保護者様

あなたの声かけで 子どもが変わる
UKK スマイルキッズ

講師●
浦部 順子さん

作家・モデル・『sen-se』
代表　美のエキスパー
トとして各種メディアで
活躍中。8冊の美容本を
刊行している。

講師●豊川 月乃さん

のべ2万人の女性を美に導い
てきたモデルスクールの校長
が「顔筋フィットネス」を直伝
します。顔の筋肉を動かして
素敵な笑顔を作りましょう。
小顔やたるみ、しわにも効果
大！ぜひ鏡をご持参ください。

笑顔が素敵な自分になる！　
顔筋フィットネスレッスン

Model＆Beauty School
『sen-se』

ECCジュニア教育トレー
ナーとして幼児から大人
まで、英語・英会話の研
修を担当。延べ1,000人
以上のホームティーチャ
ー研修も実施している。

講師●
坂田めぐみさん

子どもの英語教育は、まずマ
マが英語に興味を持つことが
大切です。苦手でも大丈夫！
家庭で実践できる英語の遊び
や、子どもへの声がけのコツを
ご紹介します。子どもになった
気分でご参加下さい！また、
「わが子の英語教育にも繋が
る仕事」としてホームティーチ
ャーもご紹介します。

家庭で活かせる 「子どもと英語で遊ぶ・学ぶコツ」
ECCジュニア

元プロサッカー選手として
の海外での育児経験と澤口
先生との出会いから生まれ
た教育法で日々子どもたち
の可能性を伸ばしている。

講師●相馬崇人さん
　　　相馬れいこさん

脳科学者 澤口俊之氏監修
の幼児教室SomaHouse
キッズスクールの代表・相
馬夫妻による脳科学子育
てトークショーで実践内容
を大公開！教室は神戸三
宮、阪急うめだ本店かぞく
のアトリエなど。

脳科学で賢く育てる夫婦の子育てトークショー
躾と脳科学の幼児教室
SomaHouseキッズスクール

阪急うめだ本店、エキスポシテ
ィでアロマレッスンを担当。
簡単で安全なアロマテラピー
の楽しみ方を提案しています。

講師●
中島 悠子さん

お肌に優しい素材を使
ってアロマせっけんを作
りましょう。ハチミツや
ハーブエキスを加えるの
で、しっとりもこもこの
泡立ちです♡
参加費：500円
先着30名

アロマせっけんを作りましょう
aroma bijou（アロマビジュー）

学習塾「め塾」塾長。個
性心理学に詳しい。著
書に『ほめる力が子供を
伸ばす』など。

講師●長島 宏明さん

褒めた方が良い子、かまい過
ぎてはいけない子。子どもの
個性は様々です。今回のセミ
ナーでは「動物占い」を基に、
ママや子どもの性格分類を
してから、それぞれの個性に
あわせてお話します。個性心
理学で知る子どもの個性。子
育て必須の知識ですよ！

め塾

フランス人デザイナーによるフレ
ンチスタイルの輸入子ども服
「château de sable シャトー 
ド サーブル」をsale。全ておうち
でジャバジャバ洗えるのも魅力。

フレンチスタイルのキュートな輸入子ども服
｜ Chachanemo（チャチャネーモ） ｜  輸入子ども服

阪急豊中駅より徒歩4分、サロンコ
ンセプト「育爪」を主軸にお爪の健
康を守る。丁寧な施術と接客が自慢
の大人の女性の為のネイルサロン。

上品可愛い
北摂テイストのデザインが
豊富な実力派サロン

｜ Bijou&Nail CARAT ｜ ネイル、ハンドケア

かわいいお花などのパーツを組み合
わせたネームホルダー、リールキー、
ヘアアクセサリーを制作しています。
キッズ向けワークショップやイベント
にも出展しています。

ママとお揃いフラワー革小物&カチューシャづくり
｜ apricco ｜ 革小物とカチューシャづくり

年間2,500個を超えるお名前はんこ
を作成。豊富なサイズ・種類かのお
名前はんこは250円から。後日郵送
の送料は今回特別に一律100円。

新入学・入園の準備に、プレゼントにも
｜ ぱんだちゃんのお名前はんこ ｜ お名前はんこ

自分のお名前、大切な人と一緒に、結婚式に、プレゼント
に、、1名から10名までの名前をひとつのハートに筆で
ART。好きなカラーの色紙を選んでね。

あなたのお名前を書Artにします
｜ 書Artのおみせ ｜ 書＋ART（筆文字）

大人気ロゼット作ろう！リボン選び
を楽しめる。事前予約でセンターの
ガラスに名前を入れて準備。（通常 
イニシャル入りガラス）

USAリボンで人気ロゼット作ろう
｜ Angels Crafts（エンジェル　クラフト） ｜ ロゼット

かわいくて使いやすいバッグやポー
チなどの布小物と思わず笑顔になる
羊毛雑貨、ママに嬉しいコットンパ
ールの軽くてカジュアルなアクセサ
リーなどなど一つひとつ心を込めて
手作り。

ママとキッズを笑顔にしたい雑貨やさん
｜ mi:mo（みーも） ｜  布・羊毛小物とアクセサリー

普段の生活が楽しくなるお手伝い
ができるよう、心をこめて作る。絵本
バッグや移動ポケットなどの入園入
学グッズ、抱っこ紐カバーなどのベビ
ーグッズ、アクセサリーを販売。

ママと子どもを笑顔に
｜ R+（アールプラス） ｜ 布もの&アクセサリー

テンション High High! 
赤ちゃんハイハイレース

〈参加条件〉 ハイハイができる1歳前後の赤ちゃん
 事前予約制・先着50名
 （参加状況によっては当日参加もOK）
〈応募期間〉 2月10日（金）まで

わが子の寝相deアート大募集

本館2F 「星雲」の間 10時半～12時
お子さん達の寝相アートを大募集。ご応募い
ただいた写真は会場で展示されます。編集部
が選ぶ優秀賞の方には商品券をプレゼント。

K I D S  E V E N T

〈応募締切〉2月10日（金）まで

キッズ イベント

お申し込みは
下記応募
フォームより

①

●①

●④

●⑦

●⑨

●⑪

●②

●⑤

●⑧

●⑩

●⑫

●③

●⑥

⑦

③

⑤

④

⑥

②

⑧

⑨ ⑩ ⑪

わが子の愛らしい姿を楽しもう

〈プレゼント内容〉
最優秀賞（1名）・・・商品券2,000円分
優秀賞（4名）・・・・・商品券1,000円分

※詳細は左ページにて

⑫動物占いでわかる？
子どものやる気の出し方

お申し込みは下記
応募フォームより

お 気 に入りが
見つかる

アイテムブース


