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　子どもの体力づくりや教養
を身につけさせたり、はたまた
感受性豊かな時期にさまざま
な体験を通して、発想力や社
交性を伸ばしてあげるなど、
子どもの頃の習い事には非
常に大きなメリットがあります。

　例えば外交的、動くのが好
きであれば運動系を、一人で
じっくり、静かな子であれば書
道や絵画など、さらに細かい
ことにこだわったり手先が器
用なら工作や音楽、計算など
がおすすめです。

　通いやすさも重要なポイン
ト。家から教室までの距離だ
けでなく、レッスンのある時間
帯にも注意しましょう。学校の
授業が長い日に、体力を使う
ものは避けるなど、ちょっとし
た配慮が継続につながります。

　特に好きな分野があるなら、
その方向をさらに引き出して
あげるような習い事を選ぶの
も手。子どもは無限の可能性
を持っているので、本人が意
欲的であれば、チャレンジさせ
てみると大きく伸びることも。

　根強い人気を誇るのがスイミング。
体力作り・健康のためという理由の
他に学校の体育の授業だけでは泳
げるようにならなくて希望する子も。
そして昨今、人気急上昇なのが、プ
ログラミング。論理的思考力や発想
力が育むことが期待されています。

　「夢や楽しい毎日には、“一生懸命に
なれること”、“好きなこと”が必要です。
私たちは、それを見つけるきっかけが、習
い事・おけいこであると考えました」と話す
おけいこデビュー.netの渡部さん。
　子ども達一人ひとりに、それぞれ生ま
れ持った才能があり、お子さんの得意な
こと、好きなこと、やりたいことを、お子さ
んと一緒に見つけてあげることが、子育
て時期の何よりの楽しみなのかも。長く
続けて、将来「やっててよかった」と思え
る素敵な出会いがあるといいですね。

　2020年から小学3年生か
ら必修化、小学5年生から教
科化となる英語。それだけに
耳の良い聞き取り能力の高
い幼少期に英語の発音に
慣れ親しんでおくと、将来的
にも大きな力になるかも。

「 暮 らし 」も「 学 び 」も 親 子 で 楽 し む

キッズ＆マム

特別編

赤ちゃんやこどもの習い事が探せるwebサイト。
全国エリアで、あらゆるジャンルの習い事が
探せると人気。

https://okeikodebut.net/

おけいこデビュー.net
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　近年、世界中で子どもたちにプログラミング
必修化の機運が高まっており、日本でも最新
の学習指導要領に基づき、小学校ではＰＣの
操作や活用、情報モラルなどが組み込まれ、
中学校では「プログラムによる計測・制御」が
必修化に。同校のロボットプログラミングは、
ロボット製作、プログラミングに興味のある子
はもちろん、なんでもすぐに飽きてしまう子、勉
強が苦手な子にもおすすめ！難しいプログラミ
ングも遊び感覚で楽しみながら学べる全２４
個の体系化されたカリキュラムで、将来を生き
抜くために必要となる「論理的思考力」「問題
解決能力」「自由な発想力」を身につけられ
る。まずは気軽に無料体験をしてみては。

学校教材や教育玩具も製造するアーテックのブロックはタテ、
ヨコ、ナナメに接続できて組み立ても簡単。

2072-638-6367

茨木市東奈良3丁目16-36
もりかずマンション南茨木2F
教室／第1・3水曜日 17時半～19時
第1・3土曜日 11時～12時半
お問合せ／火～土9時～18時

　　

特典「シティライフを見た」と
体験会後の入会で
入会金10,800円が無料に。
（6月末まで）

　　 こどもIT教室ホエール

過酷な将来を生き抜く子どもたちの
大きな力となるプログラミング

小学生から始まる
ロボットプログラミング教室

南茨木

6月無料体験会参加者募集！
第1・3水曜日 17時半～19時
第1・3土曜日 11時～12時半
※要予約※各日定員4名

【コース料金】
・入会金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
・月謝（月2回各90分）・・・・・・・・・・・・10,800円

　　

　同スクールは水が苦手な子どもに丁寧に指
導してくれるので、プールが好きになり、無理なく
続く事が多い。また、ベビークラスは水に慣れる
だけでなく生活リズムの改善にも効果的でママ
のリフレッシュにもなるので親子で楽しめる。

毎年人気の「短期水泳教室」
丁寧な指導でスイミング好きにスイミングスクール

茨木

KTVフィットネスクラブフレスコ茨木
茨木市永代町6番2号  
スポーツプラザ茨木4・5・6F
営／平日9時半～23時
　　土曜9時半～21時 
　　日祝9時半～19時
木曜休館  駐車場優待3時間200円
2072-620-7800
http://www.ktvl.jp/
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4日間短期コース 5,800円（税別）
①7/31～8/3 　②8/7～8/10　各日8時半～9時半
3日間短期コース 4,800円（税別）
③7/24～7/26 　④7/28～7/30　各日8時半～9時半
⑤7/29～7/31　15時～16時　
⑥8/13～8/15　8時半～9時半（初日8/13は14時～15時）
⑦8/21～8/23　8時半～9時半　
1日短期コース 1,200円（税別）
⑧7/2 ⑨7/9 ⑩7/16 ⑪7/23 ⑫8/6　各日11時～12時
● 短期振替制度あり　　　　　　　　 ※定員になり次第終了　
● 7/15までキャンセル・変更料無料（その後キャンセル料500円）
短期からの入会特典
入会事務手数料無料＋指定用品（水着・キャップ半額）＋
オリジナルスクールバッグプレゼント

【夏休み短期教室】 対象2才半～小学生

水・土13時～13時40分　月8回
6月7月8月のいずれか　１ヶ月 3,700円（税別）
短期からの入会特典
入会事務手数料無料＋キャラクタータオルプレゼント＋
保護者スイミングキャップ1枚プレゼント

【ベビースイミング1ヶ月お試し】 対象6ヶ月～2才半

6月7月8月のいずれか 　１ヶ月 5,300円（税別）
①3才～低学年　土曜日　9時40分～10時40   
②高学年　土曜日　10時50分～11時50分
短期からの入会特典
入会事務手数料無料＋キャラクタータオルプレゼント

【キッズダンススクール1ヶ月お試し】

※その他キッズスイミング、体育スクール1ヵ月お試しコースあり

こども食堂ムーブメントを広げよう
～茨木市･『子民家よってこ食堂』訪問～　
取材･文　編集部 木下

　追手門学院大学 社会学部･古川ゼミ
の学生が『子民家よってこ食堂』の運営の
手伝いを行っていると聞き、取材に伺った。
　4月25日（火）は1回目の開催。オリック
ス宮内財団の援助を受け、耳原地区福祉
委員会が運営を行う。毎月最終火曜日の
15時～18時の開催で、大人（保護者）は
300円、子どもは100円で食事可能。
　地元のボランティアが調理を担当。学生
が受付や子どもたちの遊び相手となり、ドッ
チボールなどで遊んでいた。「それまでこど

も食堂のことは知らなかった。

普段子どもたちと接す
る機会がなく、新鮮だっ
た」と参加した学生。事
前に指導を受けたこと
をしっかり守り、手伝っ
ている姿が印象的だっ
た。追手門学院大学 
古川准教授は「今後も
アイデアを出して実際に体験して学んだ
ことを生かし、より活性化できたら」と話す。
　今後の子ども食堂について「本当に必
要な人が来てくれて、みんなで楽しい時間
を過ごし、地元を好きになるきっかけにな
ってほしい」と耳原地区福祉委員会委員
長の原田さん。次回開催は6月27日（火）
で予約は不要。
問い合わせ先：茨木市社会福祉協議会　TEL.072-627-0033　
取材協力：耳原地区福祉委員会・追手門学院大学

高槻市前島4-18-1
営／平日・土　10時～20時半、
　　日曜10時～16時半

 （平日・日曜日共にプール遊泳は終了30分前迄）
水曜休館（祝日の場合は翌日）　Ｐ有

2072-669-3165

　学校のプールが始まる前や夏休み中に対
策しておきたい泳力。夏の短期教室は1日～
4日間コースがあるので、予定や子どものモチ
ベーションに合わせて選べるのが嬉しい。電
話1本で予約ができるので気軽にお問い合
わせを。

　　
　　　　  高槻市立前島熱利用センター
クリンピア前島
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クリンピア前島クリンピア前島

短期スイミング6/8申込受付開始
選べる日数で苦手を克服スイミングスクール

短期教室から通常スクールへの入会特典
● 短期教室の支払い額差引
　（6ヵ月間の継続が必要）
● 月会費（こども）4,500円
● 指定水着、入会金、事務手数料すべて無料
● アクアベストプレゼント
※幼児クラスのみ（通常購入2,100円）

■短期親子スイミング教室7月8月開催　■親子陶芸体験教室7月開催　※短期教室とセットで割引あり　詳しくはＨＰでお知らせします。

■夏の短期スイミング教室[3才～小中学生対象]※泳力や学年で班分けをします。
コース名 日程

A  ６/18（日） 15名 1,800円 1,500円（6/15まで）
950円（6/15まで）
2,200円（6月末まで）

3,200円（6月末まで）

4,000円（6月末まで）

6,000円（6月末まで）

1,000円
2,500円

3,500円

4,500円

6,500円15名

各30名

各50名

各50名

30名

9時半～11時

9時半～10時半

9時半～10時半

9時半～10時半

9時半～10時半

10時45分～11時45分

B 6/25（日）、7/2（日） 
7/31（月)～8/1（火）
7/23（日）～25（火）
8/4（金）～6（日）
7/22（土）～25（火）
7/27（木）～30（日）
8/17（木)～20（日）

時間 定員 早割料金（申込期日）料金

2日コース

3日コース

4日コース

特別コース

学校水泳
対策コース


