ゴルファーの為の
KOBA式体幹☆バランス
験

体
無料

日 時／

12月より［第１・３水曜日 17:00〜18:00］に開講いたします。

11月28日（水）17：00〜18：00

■持ち物：運動できる服装・飲み物

どんなスポーツでも体幹が大切。

自分の体を自由にコントロールし、
健康でしなやかさのある強い体を目指しましょう。

こんな方におすすめ

●スコアアップに悩んでいる方

KOBA式体幹バランスマイスター
ライセンス認定トレーナー
YUKI

●これからゴルフを始めたいと思っている方

12月から
始まる講座

● 将来はプロを目指しているお子さま

●ゴルフ以外にもスポーツをされている方（サッカー・テニス・ランニングなど）

無料体験

12名様 参加無料 完全予約制

先着順

※12月からは
有料です。

【主催／近鉄不動産・協賛／近鉄ゴルフアンドリゾート】

【主催／近鉄不動産】

ENDO

プロトレーナー・木場克己が多くのトップ
アスリートのリハビリに携わり考案したメ
ディカル発想のカラダに優しい、安心・
安全なトレーニングです。

Yummy

【ご予約・お問い合わせ】

日 時／

「食べる」
「作る」は脳と関係しています。
脳の活性化につながる食材やレシピ、
調理方法などをご紹介します。

集合

実践

講師 栄養士、エコ・クッキングナビゲーター、NPO 日本 食育インストラクター
JADP 生活習慣病予防アドバイザー、JADP スポーツフードアドバイザー

30

名様

近鉄のリフォーム

NEWingからのご提案

参加無料

■持ち物：運動できる服装

ぷらっとHOME

コスパ高の原支配人
健康運動指導士

生駒 正美

大和文華館 文華苑

完全予約制

鑑賞・解散

0120-841-333

30名様

先着順

至近鉄奈良

住まいと
暮らしの
ぷらっと
HOME

バスのりば

●衛藤医院

〈近鉄 楽・元気 生活コールセンター〉
受付時間：9：00〜19：00
（年中無休）

P 駐車場

帝塚山学園

ご予約の際にご一読ください。
●予約されずお越しいただいてもセミナーに参加できません。 ●当日のキャンセルは、セミナーの準備等の都合上、ご遠慮願います。
※参加者の方への「セミナー参加証」の発 送はございません。 ※予約受付締切は開催日含む3日前19時までです。 ※セミナー当日は開始15分前から受付いたします。
※セミナーには筆記用具をお持ちください。 ※セミナーの最少催行人数は3名です。 ※セミナーは都合により開講中止、
変更になる場合がございます。
予めご了承ください。
※参加費は税込価格です。
お支払いは当日、
現金のみのお支払いとなります。おつりの無いようにお願いいたします。 ※駐車場をご利用の場合、
2時間まで無料です。駐車券はセミナー受付時にお渡しください。
※会場は
「住まいと暮らしのぷらっとHOME」
2階です。
2階へは階段のみとなります。 ※万一、
キャンセルをされる場合は、
必ず事前にご連絡をお願いいたします。
※連絡なくセミナーをキャンセルされた場合は、
次回からの参加受付をお断りさせていただきます。

大人気！
「クルーズ旅行の魅力」

日 時／

10月29日（月）13：00〜14：30

■持ち物：筆記用具

今 大 人 気のクルーズ旅 行 。中でも世 界 三 大クルーズ会 社のひとつプリンセスクルーズで
はインターナショナルな雰囲気の船内で日本のお客様が快適にお過ごし頂けるようなサー
ビスや施 設を日本 仕 様にし、特 別な旅を提 供しています。上 質な空 間 、快 適な客 室 、世 界
から注目される美 食 、心 躍るエンターテイメントの数々。そんな人 気のプリンセスクルーズ
の旅の魅力を余すことなく皆様にお伝え致します。

四季探訪／展示を解説付きで鑑賞

大阪ガス
（株）
・
（株）
ハーマン

近鉄「学園前」駅

●非通知設定をされている方は、電話番号の前に「186」を入れてください。

大和文華館

学芸部長

北改札

南改札

協賛：株式会社近畿日本ツーリスト関西

ウォーキング実践

谷田 美穂

最新ガスコンロ（マルチグリル）のご紹介
講師

雨天決行

美姿勢ウォーキングセミナー

大阪ガスクッキングスクール

先着順

11月27日（火）10：30〜12：00

検索

楽元気

●奈良信用金庫

バスのりば

奈良市
西部会館

実践

■持ち物：筆記用具

〒631-0034 奈良市学園南３丁目１番２号
（ル・シエル学園前南館1F・2F）
■営業時間：10：00〜20：00

必要事項を入力して予約完了！

※1組様につき1つとなります。

10月31日（水）14：00〜15：30

住まいと暮らしのぷらっとH O M E

〈近鉄学園前駅南改札出てスグ〉
パラディ学園前

至生駒

大和文華館で
ウォーキング

マイクロ
ファイバークロス4枚組

日 時／

【開催場所】

セミナー情報 のカレンダーから
予約したいセミナーを選択

「毎日歩いているから大 丈 夫！」と思っていませんか。
歩くことの 重 要 性 や、歩 き方・姿 勢 を 学 び、健 康 長 寿
ウォーキングのポイントをマスターします。見た目にも
健 康にも姿 勢 は重 要です。

参 加特 典

パソコン・スマホからかんたんご予 約♪

タクシー
のりば

食事で脳を健康に！今すぐ気軽に始められます。

完全
予約制

裏面にも楽しいセミナーがいっぱい！

「楽元気」で検索

美姿勢
ウォーキングセミナー

脳は 若 返る

セミナーのご案内

9月20日（木）よりWEB・お電話にて予約受付開始！

KOBA式体幹☆バランストレーニング
（KOBA☆トレ）
とは

【主催／近鉄不動産】

食育セミナー

10 11 月

住まいと暮らしの
ぷらっとHOME

泉 万里

プリンセス・クルーズ
ジャパンオフィス

春秋鷹狩茸狩図屏風
（左隻・秋のキノコ狩図）岡田為恭筆

500円

参加費

完全予約制

※支払いは現金のみとなります。できる限りお釣りのないようお願いいたします。

福岡 剛史

25名様

お茶とお菓子を
ご用意しております。

先着順

クルーズ乗船回数30回以上、
プリンセス・クルーズだけではなく、
世界中でさまざまな客船に乗船。
その経験から、
お客様にマッチする客船の紹介に長ける。前職の旅行会社では、
海外添乗も50回を
越え、
国際色豊かな経験を持つ。

参加無料

完全予約制

住まいと暮らしのぷらっとHOME常設窓口

不動産仲介やリフォーム・リノベーションをワンストップでご 提供。

学園前営業所
不動産税務に関する個別相談会

買 いたい！売りたい！借りたい！貸したい！

10/21（日）・11/18（日）
■10:00~17:00
■ 持ち物：筆記用具

■参加費：無料
1組様1時間の個別相談会です。
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。
近畿税理士会所属税理士

0120-135-720

3大都市圏を中心に展開するネットワークで、
よりスムーズな住み替えをお手伝いいたします。

林 典男

●非通知設定をされている方は、電話番号の前に「186」を入れてください。

お申し込み・
お問い合わせは

不 動産に関するお悩み、ご 相談ください。

営業時間/9：30〜18：20
定休日/毎週水・木曜日

●こちらの個別相談会予約や、
売却の依頼などはお電話でのみ受け付けています。

売却

購入

買い替え

査定

有効活用

相続相談

建築士・インテリアコーディネーターによる
リフォーム個別相談会

随時受付中

■参加費：無料

■ 持ち物：筆記用具
リフォームをするのに、不安や疑問はつきもの。

無料！

●非通知設定をされている方は、電話番号の前に「186」を入れてください。

●こちらの個別相談予約はお電話でのみ受け付けています。

もしも に備えて
キッチン、お風呂、洗面所やトイレ、
インテリアやカーテンの展示を行っています。 大切な住まいの
健康診断を
しませんか？

毎月先着5名様

いの？」
「 費 用はどれくらいかかるの？」など、住
まいに関するお悩みをなんでもご相談ください。

0120-117-263

お気軽にご来店ください

住宅診断（インスペクション）

「リフォームをしたいけれど、何から始めたらい

お申し込み・
お問い合わせは

ニューイング学園前

営業時間/10:00〜18:00
定休日/ 毎週水・木曜日

※営業エリア外では
診断できない場合があります。

10 月

1（月）若返り！ たるみ解消のセルフマッサージ

真 珠屋さんに習う
2（火）一粒真
珠のネックレス

■13：30〜15：00
■ 持ち物：フェイスタオル1枚、卓上鏡

■14：00〜16：00
■ 持ち物：筆記用

■有料：2,000円

ご自宅 で 簡 単 にで きるマッ
サージをご紹介いたします。
※当日は、メイクを落として
マッサージをしていきます。

千晶

■有料：1,000円

※素足になれるように

健康運動指導士 シナプソロジーインストラクター

image

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

■有料：2,900円
■10：30〜12：00
■ 持ち物：ハサミ、作品を持ち帰る袋

■10：30〜11：45
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

2種 類からハロウィンピックをお選び
いただきアレンジしていきます。

麻美バレエランド 講師 岩井

美・楽・膳 講座
9（火）〜女性にやさしい薬膳〜

万菜

フラワージュエリー ローズ♥シュシュ主宰

体験
講座

■参加費：無料
温かいお茶を飲みながら、季節に合わせた食養生
法を気軽に聞ける講座です。
冷えて不調になる人が多い現代。体を温める食 材
や秋の食養生についてお話します。

隔週 日曜日開催

リラックス編
運動量：★★☆

日本絵手紙協会公認講師

運動量：★☆☆

隔週 火曜日開催

曽我 匡子

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

毎週木曜日開催

三谷 友希

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

気持ちよくストレッチしながら
バレエの動作も学びましょう。
万菜

あすか花倶楽部主宰 ハーバリウムコーディネーター

運用を始めようと思ってる方、
運用商品選びで困っているという方は、
ぜひご参加ください。

和田 均

バレエ
18（木）ストレッチ

買う前に楽しくわかる！
19（金）スマホ体験教
室〈iPhone編〉

■13：30〜14：30 ■有料：1,000円
■ 持ち物：バスタオル・飲み物

■13：00〜15：00
■ 持ち物：筆記用具

※素足になれるように

気持ちよくストレッチしながら
バレエの動作も学びましょう。
麻美バレエランド 講師 岩井

万菜

スワロフスキーで作る
23（火）アクセサリー教
室

楽しく学ぼう！大人の塗り絵 教 室

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

■13：00〜15：00
■ 持ち物：色鉛筆

■有料：2,000円

お好きな色・デザインで、
スワロフスキーの
アクセサリー作り。
日本グルーデコ協会認定講師

間瀬 幸恵

快適で心豊かな暮らしを
手に入れましょう。

所神根 孝二

整理収納アドバイザー

北谷 有美

日本絵手紙協会公認講師

三谷 友希

運動量：★★☆

運動量：★☆☆

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

ボールや“ひめトレ”ポールを使い、
無理なく体と脳を動かします。
健康運動指導士 シナプソロジーインストラクター

おうえ さちこ

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

不動産個別相談
■10：00〜17：00
■ 持ち物：筆記用具

■13：00〜14：15
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは

■参加費：無料

健康運動指導士
シナプソロジーインストラクター

喜多川 美也

三谷 友希

24（水）三谷のヨガ教 室

■19：00〜20：00
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

■10：30〜11：45
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは

運動量：★☆☆

隔週 日・水曜日開催

岩井 万菜

ファイナンシャルプランナー

あすか花倶楽部主宰 ハーバリウムコーディネーター

竹田 朝代

21（水）脳を活性化！やさしい音読講座

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

■14：00〜16：00
■ 持ち物：筆記用具

■有料：1,000円

近畿税理士会所属税理士

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

■10：30〜12：00
■有料：1,000円
■ 持ち物：タオル・飲み物・運動できる服装、靴
毎週木曜日開催

毎週木曜日開催

万菜

三谷のヨガ教 室

■10：30〜12：00
■有料：1,000円
■ 持ち物：タオル・飲み物・運動できる服装、靴

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

■13：30〜15：30
■有料：500円
■ 持ち物：筆記用具
実際に触れて体験してみませんか？
操作方法・機能性、日常生活に
すぐに役立つ便利なアプリの
活用術などご紹介します。

■10：30〜12：00 ■有料：500円
■ 持ち物：筆記用具

■13：00〜15：00 ■有料：1,500円
■ 持ち物：色鉛筆

■19：00〜20：00 ■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

※無料体験は新規の方に限ります。

ボールや“ひめトレ”ポールを使い、
無理なく体と脳を動かします。

■有料：3,000円

スワロフスキービーズとパワーストーンを
使って、
あなただけのサンキャッチャーを
作りましょう。

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

喜多川 美也

整理収納アドバイザー 手芸作家

北谷 有美

一生涯で必要になるお金の話と
その準備方法についてお話します。
和田 均

※詳しくは
本チラシ表面を
ご覧ください。
栄養士、エコ・クッキングナビゲーター、
ＮＰＯ 日本食育インストラクター
ＪＡＤＰ 生活習慣病予防アドバイザー、
谷田
ＪＡＤＰ スポーツフードアドバイザー

または大きめのタオル

運動量：★☆☆
隔週 日・水曜日開催

美穂

■13：00〜14：15
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

または大きめのタオル

運動量：★★★

体験
講座

※詳しくは
本チラシ表面を
ご覧ください。

隔週 水曜日開催
SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

コスパ高の原支配人
健康運動指導士

生駒 正美

協賛：近鉄ケーブルネットワーク株式会社

■17：00〜18：00
■参加費：無料
■ 持ち物：運動できる服装・飲み物

■参加費：無料

※詳しくは
本チラシ表面を
ご覧ください。

※iPhone(最新iOS)を１人１台を貸出します。
※セミナーの最少 催行人 数は5名です。
Sof tBank スマホアドバイザー

健康運動指導士 シナプソロジーインストラクター

■10：30〜11：45
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

協賛：近鉄保険サービス株式会社

麻美バレエランド 講師 岩井

楽しく学ぼう！
大人の塗り絵 教 室

三谷 友希

ファイナンシャルプランナー

喜多川 美也
協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

美姿勢
27（火）ウォーキングセミナー

毎週木曜日開催

ダイナミックに
体を動かします。

気持ちよくストレッチしながら
バレエの動作も学びましょう。

買う前に楽しくわかる！
スマホ体験教 室〈iPhone編〉

大きめのタオル

隔週 水曜日開催

協賛：近鉄文化サロン奈良

■13：30〜14：30
■有料：1,000円
■ 持ち物：バスタオル・飲み物

※素足になれるように

26（月）サンキャッチャーを作って運気アップ！

無料体験受付中

運動量：★★★

絵本セラピスト協会絵本セラピスト 色彩心理カウンセラー 占術師 真美愛

三谷 友希

バレエストレッチ

ボールや“ひめトレ”ポールを使い、
無理なく体と脳を動かします｡

おうえ さちこ

隔週 日・水曜日開催

25（木）60歳からの
近鉄スマイル体操教室

■13：00〜14：15
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

林 典男

日本朗読検定協会認定プロフェッサー

■14：00〜15：30 ■参加費：無料
■ 持ち物：筆記用具

絵本セラピスト協会絵本セラピスト
色彩心理カウンセラー 占術師 真美愛

林 典男

無料体験受付中

発声・表現力を身につけ、
心 地よい声と豊 かなことば で
美しい日本語を話しましょう。

自分自身の持って生まれた
本来の強み（個性）を知ろう！

または大きめのタオル

近畿税理士会所属税理士

※無料体験は新規の方に限ります。

■19：00〜20：00
■ 持ち物：筆記用具

自分自身の持って生まれた
本来の強み（個性）を知ろう！

隔週 日曜日開催

22（木）60歳からの
近鉄スマイル体操教室

■有料：2,268円

■13：00〜14：30 ■参加費：無料
■ 持ち物：筆記用具

■有料：1,000円

和田 均

協賛：近鉄保険サービス株式会社

あなたらしくなれる
20（火）簡単に使えて、
色と星読み講座 〜美と健康編〜

または大きめのタオル

※詳しくは
本チラシ表面を
ご覧ください。

健康運動指導士 シナプソロジーインストラクター

三谷の
ヨガ教 室

大きめのタオル

サイズ 高さ14cm 直径8cm

麻美バレエランド 講師

■参加費：無料

見直しの際に必ず押さえておきたいポ
イントを、
分かりやすくお教えします。
こ
れから加入する方もぜひ参加ください。

シナモンや木の実も使って
おしゃれなXʼmasインテリアを
作りましょう。

毎週木曜日開催

※詳しくは本チラシ表面を
ご覧ください。

隔週 日・水曜日開催

三谷 友希

毎週木曜日開催

大きめのタオル

運動量：★☆☆

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

喜多川 美也

バスタオル・飲み物

■10：30〜12：00
■有料：1,500円
■ 持ち物：薄化粧でお越しください。

協賛：株式会社近畿日本ツーリスト関西

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

※素足になれるように

運動できる服装、靴

ゴルファーの為の
KOBA 式体 幹☆バランス

二宮 恵理子

三谷 友希

※無料体験は新規の方に限ります。

毎週木曜日開催

28（水）三谷のヨガ教 室

（社）国際カラープロフェッショナル協会代表理事

ダイナミックに
体を動かします。

■13：00〜14：15
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

31（水）“脳は若返る”
食育セミナー

福岡 剛史

隔週 水曜日開催

隔週 日・水曜日開催

■10：30〜11：45
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

一生にかかるお金は、〇〇円！！
あなたは準備できますか？

プリンセス・クルーズ ジャパンオフィス

または大きめのタオル

■10：00〜17：00
■参加費：無料
■ 持ち物：筆記用具

※無料体験は新規の方に限ります。

大人気！
あなたらしくなれる
29（月）「クルーズ旅行の魅力」
30（火）簡単に使えて、
色と星読み講座 〜美と健康編〜

個別にパーソナルカラーを診断、
アドバイスします。

運動量：★★★

または大きめのタオル

■13：00〜14：30
■ 持ち物：筆記用具

無料体験受付中

60歳からの
近鉄スマイル体操教室

似合う色“パーソナルカラー”で
26（金）素敵にセンスアップ

※詳しくは
本チラシ表面を
ご覧ください。

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

運動量：★☆☆

■10：30〜12：00
■有料：2,300円
■ 持ち物：筆記用具

■有料：2,268円

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

曽我 匡子

■13：00〜14：15
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

■13：30〜14：30
■有料：1,000円
■ 持ち物：

隔週 火曜日開催

登内 敬子

今月のテーマ
〈衣類収納・玄関〉

■10：30〜11：45
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

■10：30〜12：00
■有料：1,000円
■ 持ち物：タオル・飲み物・

リラックス編
運動量：★★☆

サクラクレパス認定 大人の塗り絵講師

■19：00〜20：00
■13：30〜15：30
■有料：2,000円
■ 持ち物：画材（初めての方は手ぶらでお越しください） ■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは
大きめのタオル
はじめての方でも大丈夫！
リラックス編
毎回違う題材で、楽しく学
運動量：★★☆ 隔週 火曜日開催
べます。いっしょに学んで
1日の疲れをアロマと落ち着いた
みませんか？
照明の空間で癒す60分。

■10：30〜12：00
■有料：1,000円
■ 持ち物：タオル・飲み物・運動できる服装、靴

または大きめのタオル

世界に一つしかない、
自分の塗り絵を
仕上げてみませんか？

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

14（水）三谷のヨガ教 室

三谷のヨガ教 室

■14：00〜16：00
■ 持ち物：筆記用具

隔週 日曜日開催

■有料：1,500円

ヘタでいい！ヘタがいい！
絵手紙講座

三谷のヨガ教 室

Sof tBank スマホアドバイザー

協賛：近鉄ケーブルネットワーク株式会社

サクセスライフコンシェルジュ 予防医学食養生士
薬膳食療法専門指導士
古谷 友利子

北谷 有美

不動産
18（日）個別相談

運動量：★★☆

※セミナーの最少 催行人 数は5名です。

整理収納アドバイザー

プロが教える！
保険の見直しには〇〇がポイント！

大きめのタオル

※iPhone(最新iOS)を１人１台を貸出します。

基礎編終了後、個別で具
体的にアドバイスします。

ハーバリウム
17（土）コーディネート

■10：30〜11：45
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは

実際に触れて体験してみませんか？
操作方法・機能性、日常生活にすぐに役立つ
便利なアプリの活用術などご紹介します。

毎週木曜日開催

個別相談

快 適で心豊かな暮らし
を手に入れましょう。

冬

温かいお茶を飲みながら、季節に合わせた食養生
法を気軽に聞ける講座です。
身体を中から温めて巡りを良くする食養生、風 邪予
防、免疫力アップ食材についてお話します。

バレエ
ストレッチ

21（日）三谷のヨガ教 室
■有料：500円

季節編

※各日先着2名様限定

今月のテーマ
〈衣類収納・玄関〉

■有料：1,000円

■10：30〜12：00
■持ち物：筆記用具

■13：00〜15：00
■有料：2,000円
■ 持ち物：お部屋の写真や間取り図

■10：30〜12：00
■参加費：無料
■ 持ち物：筆記用具

万菜

美・楽・膳 講座
11（日）〜女性にやさしい薬膳〜

！
13（火）お家スッキリ
片づけ術
■参加費：無料

麻美バレエランド 講師 岩井

15（木）

無料体験受付中

発声・表現力を身につけ、
心 地よい声と豊かなことばで
美しい日本語を話しましょう。

北谷 有美

和田 均

協賛：近鉄保険サービス株式会社

神戸パールコレクション代表

北谷 有美

喜多川 美也

18（木）60歳からの
近鉄スマイル体操教室

基礎 編終了後、個別で具体的
にアドバイスします。
整理収納アドバイザー

新設

■14：00〜16：00
■有料：3,780円
■ 持ち物：筆記用
お 好 み の 長さやパール の
大きさをお選びいただき、
ご自分にぴったりのネック
レスを作ります。

基礎 編終了後、個別で具体的に
アドバイスします。

ファイナンシャルプランナー

山田 有紀子

健康運動指導士 シナプソロジーインストラクター

浦尾 飛風

毎週木曜日開催

気持ちよくストレッチしながら
バレエの動作も学びましょう。

脳を活性化！
17（水）やさしい音読講座

個別相談

快 適で心豊かな暮らし
を手に入れましょう。

真珠屋さんに習う
12（月）パールアレンジネックレス

整理収納アドバイザー

※各日先着2名様限定

今月のテーマ
〈衣類整理〉

ファイナンシャルプランナー

協賛：近鉄保険サービス株式会社

■13：00〜15：00
■有料：2,000円
■ 持ち物：お部屋の写真や間取り図

■10：30〜12：00
■参加費：無料
■ 持ち物：筆記用具

フラワージュエリー ローズ♥シュシュ主宰

個別相談

竹田 朝代

ＳＡ」？「iDeCo」？「投資信託」？
14（日）「積み立てＮＩ
16（火）お家スッキリ！片づけ術
運用商品のメリット・デメリット教えます！

※ローズとガラスボールは
色違いもございます。

※各日先着2名様限定

快 適で心豊かな暮らし
を手に入れましょう。

サイズ 高さ17cm 直径4cm

三谷 友希

※素足になれるように

ボールや“ひめトレ”ポールを使い、
無理なく体と脳を動かします｡

10（土）お家スッキリ！片づけ術

■参加費：無料

サイズ 奥行15cm 幅15cm 高さ22cm

■13：30〜14：30 ■有料：1,000円
■ 持ち物：バスタオル・飲み物

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

今あるお金、今後入ってくるお金を
賢く整理して、将来に備えましょう！

華やかなクリスマスツリーを
作りませんか？

■13：00〜15：00 ■有料：2,000円
■ 持ち物：お部屋の写真や間取り図

今月のテーマ
〈衣類整理〉

変形ロングボトルにピンクの濃淡のお花で
秋らしさをプラスして楽しみましょう。

隔週 水曜日開催

ダイナミックに
体を動かします。

■10：30〜12：00 ■参加費：無料
■ 持ち物：筆記用具

■有料：2,300円

運動量：★★★

隔週 日・水曜日開催

1日の疲れをアロマと落ち着いた
照明の空間で癒す60分。

大きめのタオル

■10：30〜12：00 ■有料：1,000円
■ 持ち物：タオル・飲み物・運動できる服装、靴
※無料体験は新規の方に限ります。

協賛：近鉄ケーブルネットワーク株式会社

■19：00〜20：00
■ 持ち物：筆記用具

※素足になれるように

■参加費：無料

千晶

バレエストレッチ

毎週木曜日開催

auショップ生駒 携帯電話アドバイザー

■10：30〜12：00
■有料：2,900円
■ 持ち物：ハサミ、作品を持ち帰る袋

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

■13：00〜14：30
■ 持ち物：筆記用具

日本メークアップアーチスト学院
ベーシックメイク・エステティック課程修了 管理栄養士 杉井

■10：30〜11：45
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは
大きめのタオル

■有料：各500円

※当日貸出機があります（台 数に上限あり）。
※セミナーの最少 催行人 数は5名です。

■19：00〜20：00
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは

はじめての方でも大丈夫！
毎回違う題材で、楽しく学べます。
いっしょに学んでみませんか？

麻美バレエランド 講師 岩井

※当日は、メイクを落として
マッサージをしていきます。

8（木）60歳からの
近鉄スマイル体操教室
無料体験受付中

検索やカメラ機能などの標準アプリを
使いこなしてスマホマスターを目指しましょう！

お肌やメイクの
お悩みも、
お気軽にご相談
ください。

■13：30〜15：30
■有料：2,000円
■ 持ち物：画材（初めての方は手ぶらでお越しください）

大きめのタオル

サクセスライフコンシェルジュ 予防医学食養生士
薬膳食療法専門指導士
古谷 友利子

100％

お金の整理の仕方で貯 金力アップ！？
基礎から学ぶマネーセミナー

■13：30〜14：30 ■有料：1,000円
■ 持ち物：バスタオル・飲み物

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

■10：30〜12：30/14：30〜16：30
■ 持ち物：筆記用具

■有料：2,000円

フラワー
9（金）クリスマスツリー

■10：30〜12：00
■有料：1,000円
■ 持ち物：タオル・飲み物・運動できる服装、靴

喜多川 美也

■13：30〜15：00
■ 持ち物：フェイスタオル1枚、卓上鏡

10（水）三谷のヨガ教 室

13（土）お家スッキリ！片づけ術

健康運動指導士 シナプソロジーインストラクター

者向け
6（火）中級
スマホ体 感 教 室〈A nd r oid 編〉

ご自宅 で 簡 単 にで きるマッ
サージをご紹介いたします。

■13：00〜14：15
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは

ゆったりとした呼吸と動きを連 動
させて心身のリフレッシュを体験。
SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師 三谷 友希

ストレスにより固まった身体を
ときほぐしていきます。

万菜

腎

温かいお茶を飲みながら、季節に合わせた食養生
法を気軽に聞ける講座です。
いつまでもキレイで 元気にいるための腎（じん）を
いたわる食事についてお話します。

隔週 日・水曜日開催

隔週 日曜日開催

三谷のヨガ教 室

12（金）ハーバリウムコーディネート

毎週木曜日開催

麻美バレエランド 講師 岩井

五臓編

運動量：★☆☆

5（月）若返り！たるみ解消のセルフマッサージ

ゆったりとした呼吸と動きを連 動
させて心身のリフレッシュを体験。
SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師 三谷 友希

バレエストレッチ

ボールや“ひめトレ”ポールを使い、
無理なく体と脳を動かします。

喜多川 美也

■有料：1,000円

大きめのタオル

運動量：★★☆

気持ちよくストレッチしながら
バレエの動作も学びましょう。

■10：30〜12：00
■持ち物：筆記用具

■13：00〜14：15
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは

または大きめのタオル

毎週木曜日開催

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

5（月）美・楽・膳 講座 〜女性にやさしい薬膳〜

■10：30〜11：45
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマット

※素足になれるように

健康運動指導士 シナプソロジーインストラクター

隔週 日・水曜日開催

11（木）60歳からの
近鉄スマイル体操教室
※無料体験は新規の方に限ります。

喜多川 美也

4（日）三谷のヨガ教 室

ヘタでいい！ヘタがいい！絵手紙講座

サクセスライフコンシェルジュ 予防医学食養生士
薬膳食療法専門指導士
古谷 友利子

無料体験受付中

■13：30〜14：30 ■有料：1,000円
■ 持ち物：バスタオル・飲み物

運動量：★☆☆

ストレスにより固まった身体を
ときほぐしていきます。

山田 有紀子

■10：30〜12：00 ■有料：1,000円
■ 持ち物：タオル・飲み物・運動できる服装、靴

大きめのタオル

運動量：★★☆

サイズ 奥行7cm 幅15cm 高さ22.5cm

バレエストレッチ

無料体験受付中

ボールや“ひめトレ”ポールを使い、
無理なく体と脳を動かします。

■13：00〜14：15
■有料：1,000円
■ 持ち物：ヨガマットまたは

または大きめのタオル

1（木）60歳からの
近鉄スマイル体操教室
毎週木曜日開催

毎週木曜日開催

所神根 孝二

どの講座も1回から参加いただけます

※無料体験は新規の方に限ります。

ボールや“ひめトレ”ポールを使い、
無理なく体と脳を動かします。

7（日）三谷のヨガ教 室

毎週木曜日開催

■有料：1,000円

※無料体験は新規の方に限ります。

5（金）ハロウィンのフラワーアレンジ

気持ちよくストレッチしながら
バレエの動作も学びましょう。

無料体験
受付中

■10：30〜12：00
■ 持ち物：タオル・飲み物・運動できる服装、靴

■有料：3,240円

神戸パールコレクション代表

4（木）バレエストレッチ
■13：30〜14：30
■ 持ち物：バスタオル・飲み物

4（木）60歳からの
近 鉄スマイル体操 教 室

新設

あこや貝 から真 珠を取り出し 、
両脇に小さなパールをあしらい
一 粒真 珠のパールネックレスを
作ります。

お肌やメイクの
お悩みも、
お気軽にご相談
ください。

日本メークアップアーチスト学院
ベーシックメイク・エステティック課程修了 管理栄養士 杉井

■10：30〜12：00
■持ち物：筆記用具

11月

どの講座も1回から参加いただけます

三谷 友希

KOBA式体幹バランスマイスター
ライセンス認定トレーナー

YUKI ENDO

世界に一つしかない、
自分の塗り絵を
仕上げてみませんか？
サクラクレパス認定 大人の塗り絵講師

登内 敬子

または大きめのタオル

リラックス編
運動量：★★☆
隔週 火曜日開催
SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

バレエ
29（木）ストレッチ

骨格診断＋α
30（金）あなたに似合うファッションスタイル

■13：30〜14：30 ■有料：1,000円
■ 持ち物：バスタオル・飲み物

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

※素足になれるように

毎週木曜日開催

気 持ちよくストレッチしながら
バレエの動作も学びましょう。
麻美バレエランド 講師 岩井

万菜

三谷 友希

■有料：1,500円

注目の骨格診断を個別に診断して、
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。
(社）国際カラープロフェッショナル協会代表理事

二宮 恵理子

