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簡単なプログラム作成からスタートし、
徐々にステップアップする。

＜ロボットプログラミング体験会＆保護者説明会開催＞
日　時 ： ①3/10（金）18時～19時半
　　　　②4/3（月）10時半～12時
　　　　③4/3（月）13時半～15時
※電話・メール(tpa-ibaraki01@kohgakusha.com)にて
ご予約ください。体験会当日の入会特典あり。
対　象 ： 8歳～
定　員 ： 各回最大3名まで（先着順）※お一人様1回まで
参加費 ： 500円＋税

わくわくパソコン教室茨木校
茨木 興学社学園

茨木市末広町1-1　井原興産ビル４F
開校時間：火・土　10時～15時
水・金　10時～15時／17時～20時
月・木・日・祝　休校　阪急茨木市駅 徒歩1分

2072-636-1310（担当：木下・梶）http://www.ekiten.jp/shop_590518/
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　少人数制で丁寧な指導が好評な同教室。8歳以上を対
象としたロボットプログラミング講座では、ブロックを組み立て、
パソコンで動きをプログラミングする。その中で子どもの論理
的思考力、問題解決能力を身につけ、向上心を高める。視覚
的にわかりやすい操作だから、パソコンが初めての子どもも楽
しみながら学べる。まずは体験講座から始めてみよう！

応募多数で体験会の追加決定
「ロボットプログラミング講座」4月生募集

8歳～中学生
ロボットプログラミング

学研教室 大阪北事務局 吹田市江坂町1-23-101
大同生命江坂ビル11F

お申し込み・お問合せは

3/9（木）10時～12時
Gakken大阪本社 会議室1号室
最寄：北大阪急行江坂駅①出口

3/14（火）10時～12時
高槻現代劇場(高槻市民会館）201号室 
最寄：阪急高槻市駅

3/17（金）10時～12時
エトレ豊中すてっぷ　セミナー室2A
最寄：阪急豊中駅

茨木福祉文化会館　オークシアター201号室
最寄：阪急茨木市駅・JR茨木駅

3/27（月）10時～12時

0120-889-100 24時間HPより
お申込みいただけます

子どもたちを「育む」仕事。
子どもたちに励まされる仕事。
学研教室のせんせいになりませんか

学研教室の先生募集中

学研先生 検索

将来ずっと続けられる仕事がしたい方におすすめ！定年が
なく女性が生き生き輝けるお仕事です。「どんなお仕事?」
その興味だけで説明会へのご参加大歓迎です。

詳しくはお近くの説明会へお越しください！

ご都合の合わない
方、小さなお子さ
んのいらっしゃる
方、お近くのカフェ
などで個別にご説
明させていただき
ますので、気軽に
ご相談ください。

ずっと
続けられる
仕事！

(                 )

アートSTUDIO タカハシ

2072-696-7537
http://www.art-studio-takahashi.com

高槻市富田町1-16-11  セピアコート11-1F
営／10時～19時　土日祝～18時　
水曜休　Pあり　※阪急富田駅から徒歩1分
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大畑町交差点

阪急富田

至京都

至大阪

JR摂津富田

袴レンタルフルパック
・貸衣裳  着物7，560円～
　　　　  袴6，480円～
・美容・着付（髪飾レンタル付）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12，960円
・写真（6切）1ポーズ
 （スマイルカード2枚付）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・8，640円
袴・振袖レンタル下見
予約受付中

撮影のみプラン
（6切台紙付き）
・1ポーズ  8,640円
 （カード2枚付）
・2ポーズ 14,470円
 （プチ4面写真集＋カード2枚付）
・3ポーズ 20,300円
 （プチ6面写真集＋カード3枚付）

成人式パック（多ショット撮影）

　卒業式の袴・着物レンタルは駅近便
利な同店へ。式当日のお支度&撮影は
早朝予約OK!振袖レンタル展示会開催
中！要予約。振袖レンタルフルパックは美
容・着付・前撮り付。ショール・バッグなど
小物全て付いてお得！振袖写真だけパッ
クも受付中。

卒業“袴＆着物”衣裳レンタルのみもOK
振袖レンタル下見の予約 受付中写真館

摂津富田・富田 ①振袖持込パック（前撮り）
・・・・・・・・・・・・・・・29,590円　
②写真だけの手ぶらで成人式
・・・・・・・・・・・・・・・39,740円　
③成人式お出かけレンタル
・・・・・・・・・・・・・・・64,800円～
※①②③は美容着付（髪飾り付）・
　六切2面台紙付特典として
　（プチ写真集・スマイルカード付）
※詳細はホームページにて

　わが子の難しい健康トラブルに全国
から相談が寄せられる同院。各メディア
に紹介されている「新脳針療法」で数
多くの良好例があり、家族が驚くほどの
復調を見せることも。個々に合わせて
頭部を中心に、手足にも針を打ち、微
弱電流を注入することで、萎縮した脳
神経細胞を活性化させ、脳内ホルモン
の分泌を促す。「たった数回で改善し
た」「おねしょをしなくなった」「コミュニケ
ーションがとれ理解力がでてきた」「笑
顔が多くなった」など、喜びの声が
続々。早く対処するほど、その後の改善
に期待が持てるそう。今すぐ相談を！

「針は小鳥が餌をついばむほどの刺激です。小児てんかんや自閉
症、発達遅滞、言葉の遅れ、喘息、夜泣き、目・鼻・口・耳・喉の不
調から、診断がついていないけど疲れやすいなどの気になる症状
まで、あきらめずに一度ご相談ください」と院長。

子どもの発達障害や体の不調を改善へ
原因である脳神経に「新脳針」でアプローチ針灸接骨院

206-6345-1000

大阪市北区堂島2-3-1　
受／9時～12時半、
　　14時～18時半　
　　(土曜は8時半～13時)　　
木・土曜午後、日・祝休診

　　新脳針医学研究所 堂島針灸接骨院
梅田

堂島針灸接骨院　で検索
より詳しく知りたい人はPC版HPへ
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2 桜橋

大阪駅より徒歩10分

おなか・おねしょ
立ちにくい・
歩けない

発作・ふるえ・
がくがくする

吐く・どもる

かんしゃく・夜騒ぐ

ことば・運動機能の
遅れ・心の病気

骨・身体の異常

目・耳・喉・鼻
の不調

発達遅滞・
てんかん・
学習障害　

● 広汎性発達障害（6歳女児）
学校で毎日問題を起こしていましたが、針を受け始めてから授業への
取り組みが良くなり、以前より長く座っていられるようになりました。あ
いさつも言えるようになり、言葉の発音や数も良くなったので周囲も
本人も理解し易くなりました。

● 難聴（8歳男児）
溶連菌の感染により耳が聴こえにくくなり、病院で「中等度感音難聴」
と診断されました。学校でも机を一番前にしてもらうほどの症状。施術し
ていただいてから先生の声がよく聴こえるようになってきたようです。

● ウエスト症候群（1歳5ヵ月男児）
2・3日に1回の発作がありましたが、施術開始からほとんど無くなり、て
んかん波も以前よりおだやかになりました。寝返りもでき、手足が良く
動くようになりました。

利用者の声

特典「シティライフを見た」で
初診料1,000円割引
（2017年5月末まで・要予約・税別）

MENU
● 初診料・・・3,000円　● 施術料(大人)・・・6,500円
● 小児科（生後40日～高校生）・・・1,500円～5,500円
● お得な回数券・・・小児1回あたり3,600円～
（全て税別・障がい者割引、回数券割引あり・詳しくは要問合せ）

90年の歴史と多数の
改善実績を誇る同院。
世界的な学会でも高い
評価を得ている。赤ちゃ
んから大人まで幅広く
対応。

　バルーン高槻スタジオがオープン1周年記念
として、入園・入学写真を1ポーズ4,800円(税
別)でキャンペーン実施中(6ツ切1冊台紙付・1
データ付)。 さらに、すべての6ツ切記念写真撮
影に、フォトカード3枚プレ
ゼント(3月末迄、高槻・茨
木 共 通 ) 。入 学 写 真
A.B.C.Dプランに デザイン
フォトが付くなど、特典もこ
の春ならでは。詳しい内容
はwebもチェックしてみて！

高槻スタジオ1周年キャンペーン
入園・入学4,800円。家族写しもOKフォトスタジオ

　　

70120-753-317
2072-638-6088

茨木市園田町8-18  ビアリッツ茨木
営／10時～18時半　
木曜定休日・水曜不定休

茨木・高槻 フォトスタジオ バルーン

高槻市千代田町5-5　
営／10時～18時半 
木曜定休日・水曜不定休

70120-753-317
2072-668-7456

高槻スタジオ　

www.studio-balloon.com　ブログ http://balloon818.citylife-new.com

茨木スタジオ　　　

阪急高槻市駅より徒歩約15分

至大阪 至京都
阪急高槻市

ユーポスきんのぶた

国道１７１号線
天王町
バス停

P
八丁畷

阪急茨木市駅下車12分
イオン新茨木店より東へ200m
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P※　 有り  お問い合わせ下さい

P

お誕生月・初節句記念 4大特典 （価格は税別）
● 1人写1ポーズ（6ツ切台紙付1冊）・・・・・・・・・・・7,800円
①デザインフォト(20×25cm)　②手札2ポーズ台紙入　
③ フォトカード3枚　④CD画像(700×1,000ピクセル)

各プランお渡し写真のCD付(700×1000ピクセル)
A プラン8,800円・・・・台紙付6ツ切1ポーズ+キャビネ2枚
B プラン12,800円・・台紙付6ツ切2ポーズ+キャビネ2枚
C プラン17,800円・・台紙付6ツ切3ポーズ+キャビネ2枚
※上記3プランは家族兄弟も写せます。
Ｄ シュシュプラン12,800円
・・・・1人写しデザインアルバム（30×30cm2面4カット挿入）

～入園・入学記念写真 デザインフォト付（価格は税別）～

● おでかけレンタル57,000円～
● スタジオ内レンタル29,800円～
 （レンタル一式、写真2ポーズ、ヘア、着付、CD画像2カット）

2018年振袖 写真＆レンタル受付中 （価格は税別）

お宮参記念 5大特典 全て30×30cmの台紙付（税別）

①お祝着無料レンタル　②フォトカード3枚　
③2ポーズ以上で6ツ切(20×25cm)デザインフォト1枚　
④CD画像（700×1,000ピクセル）　
⑤4ポーズ以上で増やせるアルバム仕上（5,000円）プレゼント

● 1ポーズ2冊組・9,800円
● 3ポーズ1冊 ・17,800円

● 2ポーズ1冊・12,800円
● 4ポーズ・・・・・22,800円

こども食堂ムーブメントを広げよう
～豊中市･『蛍池こども食堂』訪問～
取材・文　編集部 木下

　今回は阪急･大阪モノレール 蛍池駅からすぐ、「ルシオーレ」の『カレー
ハウス ガラム』にて月1回開催している『蛍池こども食堂』を取材した。
　参加費は大人300円・子ども200円。お伺いした1/23は昼間でも
雪がちらつくほどの寒い1日。少し出足は遅かったが、最終的には計
44名の参加者が訪れたそう。
　「こども食堂を開設した目的は、孤食を減らすこと。地域の集まり場所にしたいと2,3年
前から考えていた。地域活性は大事なこと。楽しい時間を提供してあげたい」と蛍池こど
も食堂実行委員会事務局代表の宮原さん。カレー屋さんのカレー
が提供されるということもあり、大変好評を得ているようだ。食事だ
けでなく、工作をするスペースも。趣向を凝らした楽しい工作で、子
どもたちも夢中になり、真剣に取り組んでいた姿が微笑ましかった。
　帰る際にメッセージを書いてもらうようにしていて、次回の参考に
しているそう。「おいしかった」「1人で食べるよりみんなで食べると
おいしいですね」と心が温まる嬉しい声が届いていた。
　3月の開催は3/20（月･祝）。予約なしでも参加
OK。詳細はFBページを。

この日は紙でトンボを作成

大人にも子どもにも
大好評のカレー

取材協力：蛍池こども食堂実行委員会事務局
HP　https://www.facebook.com/hotarugaike.kodomo.shokudo/

キッズ＆マム


