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10：30～12：00

スマイル
体操教室

有料 10：30～12：30

レンジ料理
有料

10：30～12：00

スマイル
体操教室

有料

10：30～12：00

スマイル
体操教室

有料

10：30～12：00

スマイル
体操教室

有料

10：30～12：00

暦女セミナー
有料 14：00～15：30

暦女セミナー
有料

10：30～12：00

スマイル
体操教室

有料

10：30～12：00

カラーセミナー
有料

14：00～16：00

スマホ教室
有料

10：30～12：30

スマホ教室
有料

19：00～20：00

保険セミナー
無料

13：30～15：30

絵手紙
有料

10：30～12：00

お片づけセミナー
（基礎）

無料

10：30～12：00

お片づけセミナー
（基礎）

無料

13:00～14:30

保険セミナー
無料

10：00～12：00

リボンローズ
有料

13:30～15:00

クルーズ旅行
無料

10:00～17:00

税務相談会
無料

10：30～11：45

ヨガ教室
有料

10：30～12：00

薬膳セミナー
有料

10：30～12：00

薬膳セミナー
有料

10：30～11：45

ヨガ教室
有料

13:00～14:30

保険セミナー
無料

10：30～12：00

スマイル
体操教室

有料

19：00～20：00

保険セミナー
無料

19：00～20：00

保険セミナー
無料

10：30～12：30

お片づけセミナー
（実践）

有料

10：30～12：00

スマイル
体操教室

有料

13：00～15：00

iPhone教室
有料

10：30～12：00

スマイル
体操教室

有料

13：00～15：00

iPhone教室
有料

10：30～11：45

ヨガ教室
有料

13：30～16：30

コミュニケーション
講座

有料

10:00～17:00

税務相談会
無料

10：30～11：45

ヨガ教室
有料

13：30～16：30

コミュニケーション講座
有料

14：00～16：00

音読講座
有料

10：30～11：30

北野恒富展
無料10：30～12：00

美眉メイク
有料

13：00～14：30

大人チーク
有料

14：00～16：00

音読講座
有料

10：30～12：30

お片づけセミナー
（実践）

有料

13：30～15：30

ハンドメイド
有料

10：30～12：00

お片づけセミナー
（基礎）

無料

13：30～15：30

ハンドメイド
有料

10：30～12：00

カラーセミナー
有料13：00～15：00

大人の塗り絵
有料

19：00～20：00

保険セミナー
無料

13：00～15：00

大人の塗り絵
有料

13：00～14：30

おいしいお茶の淹れ方
無料

10：30～12：00

お片づけセミナー
（基礎）

無料

13：30～15：30

絵手紙
有料

13:30～15:00

税務セミナー
無料

特別内覧会開催［予約制］ 5/27、6/3・17● 13：00～16：00土

あやめ池

ご予約・お問い合わせは〈学園前賃貸センター〉まで　　　　0120-925-756 営業時間／10：00～17：50
水・木曜日定休

セミナー・イベントのご案内

サービス・キャンペーンのお知らせ

ご来場の方に
ノベルティ進呈！

住まいと暮らしのぷらっとHOMEにてセミナー開催中！［予約制］
ただいま　　申込受付中！

※先着順申込受付中につき申込済・契約済の区画がございます。あらかじめご了承ください。

NN

 近鉄けいはんな線
「学研奈良登美ヶ丘」駅

徒歩5分
貸主
国土交通大臣免許（9）第3123号 
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6丁目5番13号上本町新歌舞伎座ビル（上本町YUFURA）0743-74-2225 10：00～17：00 ［土・日・祝 定休］

〒630-0212 生駒市辻町763番地の1

問い合わせ先…近鉄不動産株式会社　アセット事業本部　資産管理部

手ぶらで行ける！

 うれしい設備が

　 いっぱい！！

好評 保冷温トートバッグプレゼント！ご成約いただいた方に 7/31●まで月

サマーキャンペーン実施中！サマーキャンペーン実施中！

総区画数

上水道完備
！

農具一式
菜園アドバ

イザー
定期的に駐

在

いたします
。

野菜づくり
のご相談を

していただ
けます。

野菜づくり
のご相談を

していただ
けます。

トイレ・休憩
スペース

0120 -841-333ご予約・お問い合わせは
〈近鉄“楽・元気”生活コールセンター〉まで

受付時間
10：00～20：00（年中無休）

壁掛けエアコン分解洗浄壁掛けエアコン分解洗浄

10,800円10,800円1台
〔税別価格〕〔税別価格〕 〔通常価格〕

12,900円7月31日まで

新サービス、はじめました

近鉄の宅配クリーニング
お客様の
声から生まれた
「忙しくてお店に行く時間がない」「衣類の持ち運びが大変」「近くにクリーニング店がない」
そんなお客様の要望にお答えしたのが「せんたく便」。
インターネットと宅配業者を組み合わせた宅配クリーニングサービスです。

クーポンコード

割引内容　10％OFF
KRG-201704

楽・元気クーポンコードご利用で
いつでも10％OFF

詳しくはホームページへ 検索検索楽元気 詳しくはホームページへ 検索検索楽元気
クーポンコードをお伝え頂かない場合、
割引は適用されませんのでご注意ください。

7月8日（土）
13時～・14時～・15時～・16時～・17時～

※詳しくは〈近鉄“楽・元気”生活コールセンター〉まで

対策相談会空き家

※セミナーは都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※有料セミナーの記載金額には消費税が含まれております。
※有料セミナーのお支払いは、当日現金のみのお取り扱いとなります。
※会場にはエレベーターがございません。車椅子等ご利用の方は、事前にお申し出ください。

パラディ学園前

バスのりばタ
ク
シ
ー

の
り
ば

バスのりば奈良市
西部会館

近鉄「学園前」駅 至近鉄奈良至生駒

P 駐車場

●衛藤医院

●
森田
診療所

●奈良信用金庫

帝塚山学園

住まいと
暮らしの
ぷらっと
HOME

北改札

南改札

ル・シエル学園前南館
〈近鉄学園前駅南改札出てスグ〉

■営業時間：10：00～20：00
■年中無休（1月1日・2日を除く）

〒631-0034
奈良市学園南３丁目１番２号

Facebookやってます。▶ ht tps : //www. f acebook .com/rakugenk iもしくは、検索エンジンウィンドウに
「奈良で暮らそう」と入力してアクセスしてください。 奈良で暮らそう

楽元気

※KIPSクレジットカード、KIPSICOCAカード、KIPSポイントカードが対象です。
※KIPSポイントの進呈は、お一人様１枚限りとさせていただきます。
※必ずご本人様名義のカードをお持ちください。
※セミナー参加時にカードをご提示いただかなかった場合、
　あとからのポイント進呈はいたしかねます。
※KIPSポイントは参加月の翌月末までに加算されます。

ご
注
意

セミナーに参加されると
KIPSポイント5ポイントをもれなくプレゼント！

無料6/3 （土）、6/18 （日）13：00～14：30
60歳以下の方必見！
iDeCo（個人型確定拠出年金）を
使ったマネープラン
今話題となっている「iDeCo」の特徴を今一度おさらいしたうえで、
「iDeCo」とそれ以外の金融商品も含めたマネープランを考えてみましょう！

無料6/12 （月）、7/6 （木）19：00～20：00
これからの保険選びのポイント！
「保険を見直したいが、どうしたらいいかわからない」、「今から保険に入る場合
どんな保障が必要？」というお悩みをお持ちのあなた！
保険選びのプロがこれからの保険選びについて基礎から教えます！

和田 均

ファイナンシャル
プランナー

6/15、7/13 （木）13:00～15:00
買う前に分かる！ ｉＰｈｏｎｅ体験教室
◆iPhone購入を検討中の方を対象とした講座
「興味はあるけれど、よく分からない」「使いこなせるかどうか不安」と思っている方、
実際に体験してみませんか？買う前に知っておきたい事を楽しく紹介します。
※当日はお一人様に1台iPhoneを貸与します。

有料：各500円

6/11、7/16 （日）10：00～17：00
不動産税務に関する個別相談会

無料

相続税、贈与税、譲渡所得の税金などの疑問に経験豊富な税理士がお答えします。
（1組様1時間とさせていただきます。） 林 典男近畿税理士会所属 税理士

6/21、7/19 （水）14：00～16：00
～脳を活性化～ やさしい音読講座
周りの人に「心地よい声とことば」でお話が出来ていますか？
やさしい音読を学ぶことで、相手に届く発声・表現力を身につけましょう。
また、音読は脳の活性化にもつながります。さあ、若々しくステキな「私」になりましょう！

有料：各2,268円

おうえ さちこ

日本朗読検定協会
認定プロフェッサー

協賛：近鉄文化サロン奈良

6/24 （土）10：00～12：00
有料：3,500円お部屋でも足元からお洒落を…

リボンローズの夏スリッパを作ろう♪

有料：7,500円夏の装いに…お部屋のインテリアに…

リボンと薔薇の花カゴバッグを作ろう♪
1本のリボンを巻いて作るリボンローズで
カゴバッグ（巾着付き）やスリッパをアレンジしましょう。
リボンと薔薇はお好みのカラーセレクトで制作いただけます。

和田 愛RIBBON LOVERS代表・日本リボンローズ協会代表ハサミ、作品を持ち帰る袋持ち物

●申込締切日：6/18（日）
暮らしを
豊かに楽しく

KCN
スマホ教室

将来に
備える

0120-841-333ご予約・お問い合わせは
〈近鉄“楽・元気”生活コールセンター〉まで
受付時間：10：00～20：00（年中無休）　

6/17 （土）10：30～12：00、7/10 （月）14：00～15：30
幸せを呼ぶ 日本のていねいな暮らし
～心湧くワク！元氣に輝く！暦女（れきじょ）のススメ～

日本の暦を活かした暮らしの中には元氣の素、
先人の知恵がいっぱいです。
毎日をイキイキ輝きたいあなたへ、たっぷりお届けします！

有料：各1,000円

康 光岐
創風作家・暦研究家・日本劇作家協会会員・
明和町観光大使・ミスユニバースジャパン2017三重講師

6/27、7/25 （火）13：00～15：00
楽しく学ぼう 大人の塗り絵教室　
色を重ねならが塗っていく大人の塗り絵。
世界で一枚のオリジナルの塗り絵を完成させましょう！
初めての方もご安心して参加ください。

有料：各1,500円

サクラクレパス認定 大人の塗り絵講師
登内 敬子

無料6/24 （土）13：30～15：00
新しい旅の発見!クルーズ旅行の楽しみ方

いつかは行ってみたい船旅。
クルーズ旅行が初めての方にも安心してご参加いただけるよう、
服装、船内での過ごし方などクルーズ旅行の魅力をお伝えいたします。

塩谷 遥クルーズコンサルタント 協賛：近畿日本ツーリスト個人旅行（株）

協賛：近鉄ケーブルネットワーク株式会社

無料7/14 （金）、7/25 （火）19：00～20：00
リスクを軽減！
30・40代から長期運用するメリット
投資は難しく、大きく損をすると思われがちですが、そういったリスクを
軽減する方法があります。今回は若いうちから始めることによって得られる
長期運用のメリットをお伝えします。 協賛：近鉄保険サービス株式会社

SoftBank

わかりやすい！初めての方でも
安心のスマホ教室（Android編）

7/4（火）10：30～12：30・14:00～16:00 有料：各500円

◆スマホを使いこなそう！（Android編）
・スマホって何？
・基本操作（電話利用時の操作方法、メールの使い方、カメラの使い方、
  インターネットの利用方法など）
・応用編（googleマップを使ってみようなど）
※当日は貸出機がございます。 大橋 寅太

auショップ生駒
携帯電話アドバイザー

au

お好きなコースをお選びください

北野恒富は、明治末から昭和にかけて活躍した大阪画壇を代表する日本画家です。
「画壇の悪魔派」と呼ばれた初期の作品からは妖艶美が漂っていますが、
次第に内面表現を深化させた意欲作を生み出します。
そして、晩年にはモダンで「はんなり」とした画風に到達しました。
恒富の生涯を名品でたどり、
文化都市「大阪」のあり方を見ていきます。

6/21 （水）10：30～11：30
没後70年 北野恒富展 なにわの美人図鑑
「北野恒富の描いた大阪の女性たち」

あべのハルカス美術館
主任研究員

《星（夕空）》北野恒富 昭和14年（1939）大阪市立美術館蔵 北川 博子

無料

7/22 （土）13：30～15：00
高齢者にまつわる税金と相続税

無料

年金所得者の税金や医療控除、高齢者の所得控除など、高齢者と高齢者を
扶養している場合の税金や相続税について、分かりやすく解説します。

【個別相談】15：00～18：00 限定3組様（1組様1時間とさせていただきます。） 嶋末 貢
税理士

6/13、7/11 （火）13：30～15：30
『ヘタでいい・ヘタがいい』絵手紙
絵の上手下手は関係ありません。誰もが簡単に楽しくできる
絵手紙を始めてみませんか？初めての方大歓迎です。

有料：各2,000円

講師 曽我 匡子 ●申込締切日：開催日1週間前

6/26 （月）、7/8 （土）13：30～15：30
ハンドメイドで暮らしをリメイク♪
～ファブリックパネルづくり～

有料：各2,500円

３０㎝程度のものさし、カッターナイフ、ステーキナイフ
※布はこちらで用意します。

持ち物

北谷 有美

整理収納アドバイザー
手芸作家

無料
テーマごとに片づけのポイントをお伝えします。

6/10（土）・13（火）10：30～12：00　子供部屋編
7/  8（土）・11（火）10：30～12：00　書類編

お家スッキリ！片づけ術

有料：各3,000円

基礎コース

テーマ部分の自宅写真・簡単な間取図持ち物

ご自宅の写真や間取りを見ながらアドバイスいたします。

6/26（月）10：30～12：30　子供部屋編
7/31（月）10：30～12：30　書類編

実践コース

有料：各2,000円

卓上鏡、タオル1枚、ティーカップ又はマグカップ持ち物

6/20（火）13:00～14:30   大人チークで若返り術

6/20（火）10：30～12：00   印象UPの美眉メイク

癒しのお茶とセルフマッサージ・メイク講座

お顔をほぐしてリフトアップしてから、
パーツごとにメイクアップのレクチャーをさせていただきます。
最後は、季節のブレンドハーブティーでみなさんにリラックスしていただきます。

上田 弥生・杉井 千晶

日本メークアップアーチスト学院認定
（メイクアップ課程、エステティック課程修了）・管理栄養士

7/24 （月）13：00～14：30
おいしいお茶の淹れ方～冷茶編～
緑茶は、“おもてなしの心”を表す日本固有の伝統文化。
歴史や健康への効果を知って、明日から使える
「茶葉に合わせた淹れ方」を一緒に試してみませんか？

協賛：株式会社伊藤園

無料6/30 （金）10：30～12：00
骨格診断+αあなたに似合う
ファッションスタイル
今注目の骨格診断3タイプに
＋αさらに細かく7タイプまで分析し、あなたに似合う
ファッションスタイルをアドバイスします。

有料：1,000円

ファッション雑誌（なくてもかまいません）持ち物

7/28（金）10：30～12：00
あなたが輝く
カラー心理セミナー
～ラッキーカラーの法則～
色彩心理に基づき、あなたが今求めている色を見つけ、
ラッキーカラーをご提案します。
心がポジティブになる色の不思議を体験していただきます。

有料：1,000円

12色以上の色鉛筆持ち物

二宮 恵理子

Imagination
Colors 代表

6/11・25、7/2・16 （日）10：30～11：45
三谷のヨガ教室
～女性が豊かに暮らすために～

私にとってヨガとは幸せになる方法のひとつです。
ココロと体の力をふんわり緩めて、
たまには頑張らないことを頑張ってみませんか？ 
初めての方も安心してご参加ください！

有料：各1,000円

協賛：クラブツーリズム株式会社
ヨガマットまたは大きめのタオル持ち物

三谷 友希
SAKTI SHANTI主催 ヨガ講師

6/1・8・15・22 （木）、7/6・13・20・27 （木）10：30～12：00
60歳からの近鉄スマイル体操教室

動きやすい体をつくるために
楽しく体操をしてみませんか？
近鉄スマイル体操教室では健康寿命を
延ばすための体操を発信しています。
無理なく体と脳を動かして
イキイキとした生活を送りましょう。

imageimage

協賛：近鉄スマイルサプライ株式会社

有料：各1,000円

持ち物
タオル・飲み物
運動できる服装・靴で
お越しください。

喜多川 美也

健康運動指導士
シナプソロジーインストラクター

6/25（日）13：30～16：30
あなたのつよみ知ってますか？

有料：3,000円

有料：各1,000円

6/19（月）10：30～12：00　季節編
7/  9（日）10：30～12：00　五臓編 

NEW美楽膳講座 ～女性にやさしい薬膳～  

7/16（日）13：30～16：30
相手を認めるってどうしたらいいの？

有料：3,000円

古谷 友利子

サクセスライフコンシェルジュ
予防医学食養生士

西洋のコーチング・心理学で心の健康を
東洋の薬膳で身体の健康を
心身の健康であなたのサクセスライフを応援します！

自分の強みに焦点をあてて、聴いてもらい、伝えてもらうことを体験します。
人気のテーマで、終わった後は、笑顔で体温アップ！口角アップ！
美活もできて、コミュニケーション力も磨けます。
楽しく学んで、毎日の楽しい時間を増やしていきましょう。

温かいお茶を飲みながら、身体にやさしい食のお話を始めます。
薬膳の知識を少し取り入れることで、ちょっとした体調不良も改善され、
キレイに、快適に過ごせるようになります。
その季節、時期にあわせた食養生法をお伝えします。

わかっているつもり、出来てるつもりでも、なかなか出来ない「認める」ということ。
自分の中にある価値観が邪魔したり、相手の行動が理解できなかったり、
会話の中で、共感することと同意することの違い、
自分の意見を言うときのポイントなど、
気持ち良くコミュニケーションをとる方法をお伝えします。
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針や糸を使わず２０㎝角の壁掛を一緒につくる
ワークショップです。お気に入りの布で
手軽にインテリア装飾を楽しめます。

7/1 （日）10：30～12：30
夏の暑い日レンジでラクチン!お料理

有料：1,000円

木下 美江子栄養士・食生活アドバイザー

夏の暑い日はお料理するのも面倒。そんな時はお部屋の温度も
上がらない電子レンジで簡単にお料理を作ってみませんか。
実際に作りながらご紹介します！（メニュー３品・試食あり）

学園前営業所の私達にお任せ下さい！

中川
なか　 がわ

中家所長代理
なか　 いえ

秦野
はた　  の

竹中
たけ　 なか

永尾
なが　  お

小島准所長
こ　　じま

新出所長
しん　　で無料査定も実施中！ 永井

なが　  い

不動産の「売却」「買い替え」「購入」を
ご検討中のお客様、ぜひお気軽にお越しください。


