
2017.7  City Life Hokusetsu EAST 10

入場無料 7
25
tue.10：00 ～16：00

駐車場は大変混み合います
なるべく公共交通機関でお越しください。

キッズとママの祭典第4回

の楽しみかた

中央環状線
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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 ：City Life
協 　 　  力 ：関西ファミリーウォーカー
お 問 合 せ ：TEL.06-6338-0640（平日10時～17時）
  　キッズ&マムフェスタ担当

※詳細は
左ページにて

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！

セミナー・体験会に
参加しよう！

キッズ＆マムフェスタ　で 検索

応募フォーム
会 場
本館2F
月光1・２・
いちょう

会 場
本館B1F
オービット
ホール

事前申込
が優先

毎年好評のキッズとママのイベント「キッズ&マムフェスタ」をこの夏も開催します。暮らしに役立つ専門家によるセミナーや、

美容・教育・保険・食などの体験型ブース。その他、ワークショップや参加型イベントなど親子で楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

ママ友同士やファミリーでぜひお越しください。

お子さんと一緒に参加OK！下記セミナー
予約フォームからお申し込みください。

知的好奇心を刺激する1～3
歳の関わり方と、家庭ででき
る知育遊びについてお話しま
す。ご家庭での知性を伸ばす
遊びには体を使うことが欠か
せません。お家遊びを工夫し
て、知らず知らずに脳トレー
ニングしてしまう方法を2才
前から5～6才までの年齢別
事例を交えてお話しします。

心と頭を育てる親子コミュニケーション

（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。

講師
●浦部 順子さん

夏休みの宿題を終わらせち
ゃいましょう！カラフル粘土
でオリジナルのドア飾りや腕
飾り作り。3色ほどの粘土と
芯材をこちらでご用意しま
す。薄く延ばした粘土で芯材
をくるみ、飾りをつけて乾か
すだけで完成です。ぜひご参
加ください！
参加費：500円/1人

40年間ものづくりを通して多
くの人と交流している、おで
かけサイトTABICAのホスト
の一人。「一緒に創る楽しさ
を感じていただきたいです。」

講師
●大門 廣子さん

親子を悩ませる読書感想文
の書き方、具体的にお教え
します。その他、考えられる
大人になるために、子ども
時代に何をするべきかなど
についてお話させていただ
きます。 大阪府立北野高校、京都大学

工学部建築学科卒業。2007
年、作文中心の教育を行う志
高塾を西宮北口で立ち上げ
る。2017年に豊中校開校。

講師
●松蔭俊輔さん

大学も高校も入試改革中。
中学入試も変化！？ キーワ
ードは「英語」‼　元文部科
学官僚が話す、現在の教育
改革における入試の位置づ
けと対入試最強プラン！

春日丘高校野球部OB。元文
部科学官僚・在マレーシア日
本国大使館一等書記官。朝
来市人材育成フォーラム委
員。　http://.eatbee.jp/

講師
●笠井賢さん

万博公園で毎年春・秋に開催して
いる地球環境に配慮した身近な取
組を実践するイベント「ロハスフェ
スタ」で人気のワークショップが登
場！ロハスフェスタオリジナルエコバッグに布用のク
レヨンで自由にお絵かきをして、世界に一つだけのエ
コバッグを作ってみてください！
先着20名

プロラグビー選手時代のケガ
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 聡先生

絵本の読み聞かせやふれあ
うことは親子の信頼関係を
築き、お子様の自己肯定感
や自尊感情をはぐくみます。
絵本と一緒にベビマとストレ
ッチを楽しみましょう！

ローリタッチケア協会認定。ベビー
マッサージ講師。正看護師石垣は
高槻茨木京都で、保育士松木は寝
屋川枚方でベビマ教室を開催中。

講師
●石垣里美さん
　松木奈美さん

正しく抱っこ紐を着けていま
すか？猫背になっていません
か？親の姿勢や関わり方で子
どもの運動能力は変わってき
ます。抱っこ紐の正しい着け
方指導から0歳児の寝返りや
ハイハイなど身体を動かすこ
との重要性をお話します。子ど
ものためと思っていることが
実は逆効果かもしれません。

様々な種類の動物骨格標本
を見ながら、歯の役割と仕
組みをお伝えします。また、
歯医者で歯型の模型を作る
際に使用する石膏を使って、
可愛い動物のストラップ作
りもあります！歯のことを楽
しく学びながら、オリジナル
ストラップを持って帰りまし
ょう！

SMILE PLAN歯科クリニック勤務
のコンシェルジュで、歯科医院で働く
前は、テーマパークのスタッフをして
いたお兄さん達。「楽しく、分かりや
すく歯の仕組みをお伝えしますね」。

講師
●野田 幸宏さん

木のぬくもりをオシャレに持ち歩く
木工雑貨を作りましょう！自分いろ
のオリジナルトイカメラ～写らない
んです～を作ります。カメラのいろ
いろなパーツをじぶんいろになるよ
うに選び組み立てます。空いたスペ
ースに名前などスタンプを押しオリ
ジナルデザインで完成させよう。出
来上がったカメラからなにが見える
かな！？参加費：500円 先着30名

木の匂いやあたたかさを感じていた
だける、そして気兼ねなくガシガシ使
ってキズ等が入ることにより一緒に
時を刻んでいっていただけるような
ものを作るように心がけています。

講師
●杉岡 宗和さん

選ぶのも楽しい色とりどりの手編
みのモチーフにくるみボタンをのせ
て。お子様のお名前をスタンプして
通学＆レッスンバッグに。お好きな
柄の生地でブローチにすればお洋
服のポイントに。小さいお子様でも
簡単にできます。糸ならではの温か
みのある繊細な、他にはない自分だ
けのロゼットを一緒に作ってみませ
んか。参加費：500円 先着30名

『To meet you, I was born. 
あなたに出逢うために、生まれてきま
した。』を、コンセプトに手編みのモチ
ーフを使って、世界でたった一つのア
クセサリー・雑貨を作っています。

講師
●吉川さやかさん

教育費を確保したい20～
40代必見！賢く教育費を準
備するためのマネープランに
ついて一度考えたい、資産を
増やす方法を知りたいとい
うあなたに今からでもできる
対策を教えます。 メットライフ生命に所属する

コンサルタント。2017年1月
度には全国3位の実績。AFP
として、企業から依頼を受けて
マネーセミナーを数多く開催。

講師
●中尾 剛さん

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。

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
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カラフル粘土で世界に一つだけの作品づくり 読書感想文もこれで大丈夫！ 塾と英会話教室、受験に強いのどっち⁉

世界に一つだけの
オリジナルエコバッグ作り

ベビマとストレッチ！絵本と一緒に！ 子どもの運動能力に影響を与える～抱っこ紐・ママの姿勢～ 動物の歯から学ぼう～歯の仕組みとかわいいストラップ作り～ 「トイカメラ　～写らないんです～」を作ろう

親子で作ろう！かぎあみロゼット学資保険に頼らない教育資金のつくり方 学資保険で「得する人」「損する人」

UKK スマイルキッズ TABICA（タビカ） 志高塾 キッズ英会話Eatbee

ロハスフェスタ

ローリベビーマッサージスクール Locofi-Life SMILE PLAN歯科クリニックグループ SUGGY

MEROMERO-MEメットライフ生命保険株式会社 ソニー生命保険株式会社

月光1 10：15～11：00 月光1 11：15～12：00 月光1 12：15～13：00

いちょう 13：15～14：00

月光2 10：15～11：00 月光2 11：15～12：00

月光1 13：15～14：00

月光2 12：15～13：00 月光2 13：15～14：00

いちょう  10：15～11：00 いちょう 11：15～12：00 いちょう 12：15～13：00

会 場
本館2F
月光1・２・
いちょう

セ ミ ナ ー・体 験 会 参加無料 一部のセミナー・体験会は参加費が必要です。 ※セミナー・体験会の参加は事前申し込みの方が優先です。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。


