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　世界中で注目されている非認知能力。目標達成への忍
耐力、社会性、自信などを指し、実社会で本当に必要とな
ってくる能力だ。同校では脳をバランスよく刺激する図形・
数・言葉などの教材を使って楽しく学び、この「生きるため
に必要な力」を身につけることができる。最初はお母さんと
離れたくないと泣いていた子も、今ではしっかり椅子に座っ
て楽しみながら学んでいるそう。あいさつができる、友達を
思いやるなど、日常で子ど
もの成長を実感できる。ま
ずは体験レッスンへ。

幼児期から学力の土台作りを
IQ保証の学びで能力アップ1歳半から知能育成教室

チャイルド・アイズ 箕面校
箕面 やる気スイッチグループ

箕面市西小路3-1-15　アクセス箕面 2Ｆ 
受/10時～18時　休/日月祝

2072-734-7692

スポーツ教室忍者ナイン箕面ラボ併設。頭も体もきたえよう！
箕面　チャイルドアイズ　で検索

特典
「シティライフを見た」で（2月末まで）
● IQテスト5,400円→無料
● 入会3ヶ月後、IQダウンなら
　翌月の授業料無料
※体験レッスン当日入会に限る

　独自のスタイルで子どものやる気を刺激し、
成績アップへと導く学習塾。「“同じことを繰り返
しながら違う結果を望むことは無謀である”という
内容のことをアインシュタインが言っています」と
塾長の長島さん。勉強も間違ったやり方で結果
を出そうと思っても、出ないのは当たり前。また、
学校の定期テストの結果だけを追っていると実
力がついていないかも。「今までいろいろな生徒
を見てきましたが、勉強ができる生徒がやってき
た勉強法はある共通点があります。今年はそう
いうやり方をきちんと学びませんか？」気になった
ら、一度お問い合わせをしてみよう！

君は悪くない、勉強のやり方が
ほんの少し間違っているだけかも？

　　

一斉+個別指導塾

　　自分で勉強できるように指導する学習塾め塾

茨木市

茨木教室の新中2生クラス
は、定員のため募集停止とな
りました。ありがとうございます！

豊中市北条町1-3-1 いかりビル3F
1Fはいかり歯科さん
営／14時～22時

206-6334-5550
http://www.mejuku.com

〈英語〉
●HMさん 
　35 → 91
●WSさん 
　25 → 92
●KW君 
　74 → 98

〈数学〉
●MK君 
　65 → 100
●TT君 
　32 → 92
●WSさん 
　11 → 85

〈理科〉
●WD君 
　20 → 88
●NSさん 
　57 → 96
●TN君 
　48 → 90

ココがポイント
め塾に来て成績がアップした一例

め塾 長島先生
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アフタースクール＆
キンダー

毎回すぐに定員に達するほど大人気のサマーキャンプ

信頼できるスタッフさん

仕事のために送迎ができず習
い事を断念していましたが、
FunFunでそれが叶いました。
キンダーとアフターに兄妹で
通っていますが、毎回楽しそ
うに話をしてくれて。家や学
校で体験できないことをし
て成長する子ども達をみる
のは本当に楽しみです。

2080-4709-4311

※英検準会場指定校
箕面市如意谷4-3-11｠
営／9時～18時半　
日曜・祝日定休

　　 Fun Fun Kids After School
〈ファンファンキッズ〉
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幼稚園や保育所、学校へのお迎えや家までの送迎も実施。
平日14時半～18時半（最大8時～20時）
土曜日10時～17時半（最大8時～18時半）
※詳細はお問合せを

質の高い習い事も充実！

保護者の声

特典「シティライフを見た」で
【アフタースクール】
２月末までに個別相談の申込で、入会金10,000円OFF
【アフターキンダー】
体験会にご参加後入会の方は、入会金・教材費50％OFF
※日程が合わない方は、２月末までに
　個別相談の申込でキャンペーン適用

書道やピアノ、ダンス、空手、サッカーなど、プロの講師を招
いての習い事も実施。レベルの高い講師陣なので、一ヵ所
でいくつも習い事を受けさせられるのは魅力的だ。

　幼稚園、保育園児から小学生ま
でを対象とした学童保育を実施する
「ファンファンキッズ」。園や学校まで
のお迎え（指定校区）や長時間預か
り、長期休暇期間や急な学校の休
みの対応など、柔軟な対応が評判
だ。預けて安心な環境はもちろん、
過ごし方もとても充実。英語で話す

外国人がいるだけの環境で過ごすのではなく、「真
の国際人を育てる」という理念のもと「聞く」「話す」
「読む」「書く」といった4技能を、子どもたちが自ら興
味をもって楽しく学べるように工夫されたレッスンでし
っかりと身に着けてくれる。そのカリキュラムは英語
だけにとどまらず、これからの社会で必要とされる「自
ら考え行動できる」ようにも導いてくれる。幼稚園や
保育園終わりでの利用者も多い。まずは体験や見
学に行って子ども達の学ぶ姿をぜひ見てほしい。キ
ンダー（未就学児）土曜日クラスも準備中。

学童保育＆英語生活＋習い事
どれもレベルの高さは折り紙付き

長時間預かりも可能

対象：新年中、新年長
2/25（土）13時半～15時
3/11（土）13時半～15時
※予約制
※個別相談も随時受付（要事前予約）

お迎えエリア
箕面市・茨木市・豊中市・吹田市
※対象校区はHPより確認を

アフターキンダー　無料体験会

ファンファンキッズ　で検索

（小学3年M・O君、年長Y・Oちゃん兄妹）

キンダークラスも幼稚園や保育園にお迎えに行ってくれる

　ワクワクするような音楽体験は健やか
な心や、限りない可能性の芽を育んでく
れるとか。そんな音楽にふれる場としてピ
ッタリなのが三木楽器。最新機種を導入
した充実のレッスン環境に加え、アットホ
ームな雰囲気。2歳から大人まで、また初
心者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
してもらえる。子ども向けのコースは年齢
に応じて設定されているから、ママも安
心。経験豊富な明るく優しい講師とスタッ
フが音楽の魅力を存分に伝えてくれて、
上達への道もしっかりサポート。まずは1
日無料体験レッスンへ！

（上）洗練されたオシャレな教室。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い。
（左）マイペースで伸び伸びと、楽し
くレベルアップできる個人レッスン。

お友達と一緒に楽しめるグループレッスン。

三木楽器桃山台センター
吹田市竹見台3-6-1
アベニュースクエア4F
受/9時～18時

206-6155-0730
共用無料駐車場34台あり

ヤマハ音楽教室 三木楽器
三木楽器緑地公園センター
豊中市寺内2-13-1
緑地ステーションビル2F
受/10時～19時

206-6867-6464

三木楽器吹田山手センター
吹田市山手町1-7-1　
パストラル山手102
受/10時～18時

206-6337-1291

三木楽器庄内センター
豊中市庄内西町3-1-5 
サンパティオ3Ｆ
受/10時～19時

206-6336-2444

1日無料
体験レッスン
実施中

入会の方にレッスンバッグ＆
ぷっぷるのトートバックプレゼント！

春の新規入会受付中！

レッスンバッグ ぷっぷるのトートバッグ

　　

吹田・豊中

感受性を育み、可能性を広げる
音楽の魅力に人気教室でふれよう2歳からの音楽教室
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三木楽器ピアノエレクトーン　で検索

【コース一覧】
ドレミらんど・・・・・・・・・2歳児
おんがくなかよしコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年少
幼児科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年中・年長
ジュニアスクール基礎コース・・・・・・・・・・・・小学生
個人レッスン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3歳児から大人

安心・安全のホームデリバリー
・入会費…無料
・年会費…無料
・配達料…無料
内容も種類も充実！
毎週届くカタログから注文！

「全戸個配で産直の野菜や
果物、お肉などを1軒ずつ
玄関先までお届けします」

2/14（火）開催の
「ＭａｍＦｅｓｔａ」に出展決定！
“滋味あふれるパン”の試食と
果汁100%ジュースの試飲実施。
またアンケートに回答で、
「アップルキャロットジュース」が貰える！
詳細はＰ2,3で。

特典「シティライフ見た」で、
新規入会の方に上記の商品より
4～5品の「よつ葉お試しセット」をプレゼント
（2月末まで）

　「家族にはつくり手の顔が見えるもの
を食べさせたい」というママの食卓をサポ
ートするよつ葉。扱う野菜は、農薬や化学
肥料に頼らず、土の生命力を生かしてい
る農家が作る地場の農産物が中心。元
気な野菜を流通させることで、持続可能
な農業を支えている。ウインナーや惣菜
なども自社工場で作り、余分なものは加
えず、美味しく安心できるものばかり。毎
週届くカタログは内容も種類も充実！1点
からでも届けてくれるうえ宅配料金無料
だから、大助かり。本来のおいしさを実感
できる野菜、丁寧に作られた身体に優し
い商品の数 を々まずは一度試してみて。

畑作りからこだわり安心安全
「おいしい」を便利な宅配で食卓へ

　　

全戸個別宅配

　　

※写真はイメージです

「ぼくたちが届けます！お気軽にご連絡ください」

70120-878-228

2072-650-3211  FAX.072-650-3212

お問い合わせは
関西よつ葉連絡会 淀川産地直送センター
入会金・年会費・配達料不要・全戸個配

よつ葉ホームデリバリー　で検索


