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キッズ＆マム

子どもたちは好奇心旺盛で可能性も無限大。だからこそ、
興味を持ったことには、ぜひチャレンジさせてあげてくださ
いね。始めたくなるスクール情報や、ママにうれしいショップ
情報をお届けします。

グローバルヴィレッジ
インターナショナルプリスクール

 
  
   

　グローバルヴィレッジでは、保育士・幼稚園教諭など日
本の有資格者とネイティブ講師が、幼稚園で行うカリキュ
ラムも含め全て英語で行っている。それに加わるコンピュ
ータ、音楽、ダンス、ジムトレーニングなど多彩なカリキュラ

ムも全て英語。子どもたちは1日中楽しみなが
ら過ごすことで、自然と英語を身につけること
ができる。プリスクールは2歳から。3歳から通
えるサタデースクールも同時募集中。両スク
ールとも、まずは見学会から（HPでチェック）。
ネイティブさながらに英語を話す、イキイキとし
た子どもたちの表情を見ることができる。

山田・千里丘・高槻

千里山田校  吹田市津雲台7-4 206-6831-8996
千 里 丘 校  吹田市長野東3-15 206-6878-6874
高槻茨木校  高槻市宮田町3-4-10 2072-694-6000　http://www.global-edu.jp

2歳からのプリスクール園児募集中
3歳～小学生のサタデースクールも募集中英語幼保園

園の様子はブログで。

　「やっぱりお気に入りの机が欲しい」とねだ
られた保護者の方、注目！同店には今、有名メ
ーカー（コイズミ・イトーキーなど）の過剰在庫
や展示品が続々入荷中。2017年最新モデ
ルなのに、イス・デスクマットカーペット（イス変
更は差額で可）がつ
いて通常価格より大
幅に安く販売。店内
にズラリと並ぶ150
台以上からお気に入
りを選べる。

買いそびれた人もまだ間に合う
今なら2017年の新作がおトク学習机専門店

デスクランド曽根

70120-49-1780
豊中市原田中1-9-1　
営／10時～19時　Pあり
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根カーナビには下記の番号を入力

206-6852-1780

キッズスペースもあるので、お子さ
ん連れもゆっくり選べて嬉しい。

　色水あそび、砂場、大きなプール、お芋ほり・・
家ではできない遊びを思いっきり楽しむことが出
来る同スクール。2017年度より、経験豊富なネ
イティブ講師による英語プログラムがスタート。遊
び歌や読み聞かせ、楽しいゲームで英会話の基
礎作りを提供する。同時にママサークルも開催
し、ゴスペルや子育てコーチングも学べる。子育
ての悩みが安心して話せるのも嬉しい。

思いやりの心を育む幼児教室
ネイティブ講師の英会話も魅力

2072-635-4074
MAIL：hikarinoko4074@gmail.com

茨木市水尾2-7-17
（茨木聖書教会内）
無料駐車場22台あり

　　

幼児教室

　　幼児教室ひかりの子
茨木市

説明会開催
日時：4月10日（月）
10時～11時
参加希望の方は電話または
メールでお早めにご予約を
※4/14日（金）までに申し込みをされた方
は、4/18（火）の入園式に間に合います。ま
た、プレゼントを用意しています。

募集クラス
0～2歳　赤ちゃんとお母さん あいタイム
毎週月曜 10時半～11時45分
費用 無料
2歳　親子で参加 らみいらんど 定員15組
毎週火・木曜 10時～11時半　
費用 月1,250円～
3歳～　子ども ひかりの子 定員20名
毎週火・金曜 9時半～12時半
費用 月6,000円～

3歳～ひかりの子の1日の流れ
9：30　 おはよう
9：45　 自由遊び
　　　 （お絵かき・工作・砂場遊びなど）
11：30　お話の時間
11：45　ひるごはん
12：00　ネイティブ英会話
12：30　終了

園庭で砂場遊びが楽しめる

英語プログラム担当
のジョシュ先生夫妻
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　振袖のレンタル、購入、写真など成人式のこと
ならなんでも相談できる振袖専門店オンディーヌ。
年々予約が早くなり、同店も4月からH31年の振

袖予約スタート。成人式
当日のお仕度も同時に
ベストタイムから受付
中！すべてのプランに
100坪の専用スタジオ
での記念写真3ポーズ
付き！いち早く新作振袖
を試着に行ってみては。

H31年成人式の振袖予約スタート
トレンドが揃う専門店で最新コーデを

70120-75-8026
http://ondine.jp/

高槻市城北町２-１１-１ 
山木ビル１階
（阪急高槻市駅徒歩１分）
営／10時～19時　
水曜定休

振袖専門店    
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高槻市
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■振袖レンタルプラン
● レンタル振袖30点スタンダードセット・・・・50,000円（税別）～
（振袖一式10点・和装小物13点・前撮り写真一式7点）
■振袖お誂えプラン
● 購入振袖40点スタンダードセット・・・・・・248,000円（税別）～
（振袖一式仕立て付19点、和装小物14点、前撮り写真一式7点）
■お持ち込み撮影プラン
● 前撮り写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,000円（税別）～
（写真3ポーズ、ヘア・メイク・着付、アルバム台紙、お手入れ券付き）

4/9（日）10時～13時
楽しいイベントがいっぱい！家族で遊びに来てね♪

※29年６月末までに教習スタートでAT車の方

※記載料金はすべて税込み

オーダーメイドで教習予約
前日までのキャンセル連絡で
　　 新たにスケジュール調整
　年 齢　　　  通常価格　　    特別価格
18～19歳　　349,710円  →  303,570円
20～29歳　　359,990円  →  313,850円
30～34歳　　370,280円  →  324,140円
35～39歳　　380,560円  →  334,420円
40～44歳　　390,850円  →  344,710円
45～49歳　　401,140円  →  355,000円

資料請求・お問合せ・お申込みは

大阪府公安委員会指定 高槻自動車教習所
http://www.tas-net.co.jp/ 2072-675-6563
高槻市日向町１番３号
●JR高槻 ・阪急高槻駅より送迎バスで約10分
●阪急富田方面や阿武山南平台方面へも運行

予約不要の無料託児室で
安心

（原則満2歳以上）

苦手な部分を中心に丁寧に指導。
実践的な路上講習や希望の経路も相談可。

Aコース（6時間）…41,200円
運転からしばらく遠ざかっていて不安な方
Bコース（10時間）…62,000円
免許をとってからほとんど運転していない方
練習時間 月曜～土曜 9時～18時（夜間、日曜日は別途料金）

最新ＡＴ
ハイブリッド車で
快適教習

2017年1月
新校舎完成！

教習生の方専用
無料WiFi完備

　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6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。


