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ファーム見学可能！
※詳しくはお問い合わせください。

タッパーで育てる
野菜キット（タッパー・種）

“まちなかファーマー”はじめませんか？

パソコン・スマホからかんたんご予 約♪

現地写真

貸し菜園問い合わせ先・・・
近鉄不動産株式会社 アセット事業本部

PM事業部

東生駒事務所

下川 麻紀

各17：00〜18：00

ラクラク
簡単！

12名様

先着順 各

アンリ・シャルパンティエ

プティ・ガトー・アソルティ

※写真はイメージです。

3/31（日）
11：00〜12：30／14：00〜15：30

ポリ袋でカンタンお料 理セミナー

り
試 食あ

今まで のお 料理の固 定 概 念はもう古い！？
イザという時だけでなく、
今日は簡 単に！という日にもオススメです。

15名様

先着順 各

近鉄のリフォーム

NEWingからのご提案

快適・美的
キッチンリフォームのご紹介
安 全で 掃 除もしやすいIH、
快 適なキッチンライフを
ご 提 案します。

500円

参加費：

1,000円

つき
好 評に

第11弾

第5弾

こんな方に
オススメです。

を
イホーム
夢 のマ 入れよう！
手に
＜分譲マンション＞ ローレルスクエア学研奈良登美ヶ丘Ⅴ 外観

参加特典

10：00〜11：00

14：30〜15：30

11：30〜12：30

※1組様につき引換 券は1組限りとなります。

近い将 来 売 却を考えているが、短 期間でも有 効活用したい

土 地を相続したが、遠 方で 管 理が できず 税 金 対 策したい
…など

近鉄不動産㈱
PM事業部

小松原 里美

参加無料
片付け

整理収納アドバイザー

北谷 有美

ローレルスクエア学研奈良登美ヶ丘Ⅴで見学会

20名様

先着順 各

参加無料

自宅 売 却

賃貸 相 談 承ります。

─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─

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。
売却

セミナー後 、個 別 相 談も承ります。
リフォーム セキュリティ 駐車場運営

学園前営業所

不 動産に関するお悩み、
ご 相 談ください。

空きの目立つ月極 駐車 場をなんとかしたい

・失敗しないマンション購入
・中古マンション情報

住まいと暮らしのぷらっとHOME常設窓口

買 いたい！売りたい！
借りたい！貸したい！

ご両親の荷 物がおいたままの実家を住めるようにしたい

井口 克美

住まいと暮らしのぷらっとHOMEでセミナー

バス移動

16：00〜17：00

（一社）
住まいる総合研究所

現地にて解散（ローレルスクエア学研奈良登美ヶ丘Ⅴ）●所要時間2時間30分

（展望台）
（1組2枚）

空き家 片付けと 駐 車
（輪）
場 運営 について

売却

・中古マンション情 報も入手したいと考えている方。

第2部

2/23（土）
14：00〜15：30

30名様

・戸 建からマンションへの住み替えを考えている方。

第1部

ハルカス300 当日券引換券プレゼント

長年住んだ思 入れのある自宅の整 理に悩んでいる

マンションライフを
体感しよう！

第2部14：30〜

・初めての不 動産 購入で 何から手をつけたらいいか分からない方。

バス移動

イタリアン
ドレッシング

先着順

P 駐車場

帝塚山学園

セミナー「失敗しないマンション購入」
＆見学会

つき
好 評に

※1組様につき1本となります。

変 形地や狭い土 地の活用に困っている

〈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）

3/16（土） 第1部10：00〜

空き家を
上手に活用

〜このようなことでお 悩みの方〜
大坪 恵美

0120-841-333

YUKI

空き家

□
□
□
□
□
□

●衛藤医院

●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。

講師 KOBA式体幹バランス
マスターライセンス認定トレーナー

参加費：

不 動 産の活 用方 法を実 例を入れながらご 説 明。
リフォーム・売 却・賃 貸へ進む第 一 歩のスッキリ片 付けも！

（有）
生活応援工房

南改札
バスのりば

●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。

サンマルク

※1組様につき1つとなります。

検索

至近鉄奈良

住まいと
暮らしの
ぷらっと
HOME

※予約受付締切は開催日を含む３日前の正午までです。
ただし月・火曜日のセミナーに関しては、
開催日前週金曜日の正午までとします。
※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。 ※当日キャンセルを繰り返される方は、
参加受付をお断りさせていただきます。

活用セミナー

参加特典

近鉄「学園前」駅

ご予約の際にご一読ください。

今のお住まいを空き家にしたくない方 等も！

参加特典

北改札

必要事項を入力して予約完了！

楽元気

●奈良信用金庫

バスのりば

至生駒

【ご予約・お問い合わせ】

■持ち物：運動できる服装・
飲み物・タオル

近鉄のゴルフ場からお得・最新情報をお届けします

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

奈良市
西部会館

どんなスポーツでも体 幹 が 大 切。
体 幹を鍛えて体の軸を安 定させ、
ブレないフォームでスコアアップを
目指しましょう！

♪
手 軽 にお 料 理

〒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
タクシー
のりば

今、
話題の

2/6・
20（水）、3/6・20（水）

協賛：近鉄ゴルフ&リゾート

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

10：00〜17：00［土・日・祝 定休］〒630-0212 生駒市辻町763番地の1

ゴルファーの為の
KOBA式体 幹☆バランス

近鉄ゴルフ＆リゾートからのご案内

【開催場所】

「楽元気」で検索

0743-74 - 2225

自然派農場しもかわ

専 属トレーナー
松 山 英 樹プロ
充隆 氏監修
住
常
ロ
プ
ン
レッス

完全
予約制

裏面にも楽しいセミナーがいっぱい！

日当りと風 通しも良く野 菜 が良く育ちます。

近鉄けいはんな線
「学研奈良登美ヶ丘」駅

1,000円

セミナーのご案内

で O K！上 水 道も完 備してきれいな 水を 供 給！

また、収 穫した作 物の調 理 方 法もお 教えします。
参加費：

月

すべ ての 農 具 を 無 償 で 利 用 で きる ので 手 ぶら

簡 単に始められる、おすすめのお野 菜や 栽 培 方 法をお 教えします。

20名様

2 3

住まいと暮らしの
ぷらっとHOME

1月23日（水）よりWEB・お電話にて予約受付開始！

参加特典

楽しい家 庭 菜園セミナー

先着順

手ぶらで行ける駅近菜園

近鉄不動産からのご案内

ご自身で当日植えていただきます。

3/11（月）
13：30〜14：30

楽しい
家庭菜園

査定

購入
有 効 活用

買い替え
相続相談

不動産税務に関する個別相談会
もしも に備えて

2/17（日）・3/17（日）
■10:00~17:00
■ 持ち物：筆記用具

■参加費：無料
１組 様１時間の 完 全 予 約 制の
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

林 典男

●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。
●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。

0120-135-720

営業時間/9：30〜18：20
定休日/毎週水・木曜日

大切な住まいの

健康診断を
しませんか？

住宅診断（インスペクション）

毎月先着5名様

無料！
※営業エリア外では
診断できない場合があります。

ニューイング学園前

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
■ 持ち物：筆記用具

■参加費：無料
リフォームをするのに、不安 や疑
問 は つきもの 。
「 リフォームをし
た い け れ ど 、何 から 始 めたらい
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。

●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。
●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。

0120-117-263

営業時間/10:00〜18:00
定休日/ 毎週水・木曜日

2月

3（日）三谷 のヨガ教 室
■10：30〜11：45
■有料：1,00 0円

運動 量：★☆ ☆

運動 量：★★ ☆

SAK TI SHANT I主催 ヨガ講 師

※無料体験は新規の方に限ります。

■13：30〜14：30
■ 持ち物：飲み物 ※素足になれるように

健康運動指導士
JCCAアドバンストトレーナー

麻美バレエランド 講師 岩井

お家スッキリ！
（火）
片づけ術

13

■10：30〜12：00
■参加費：無料
■ 持ち物：筆記 用具

■13：30〜15：30
■ 持ち物：画材

快適で心豊 かな暮らしを
手に入れましょう。
整理収納アドバイザー

14（木）スマイル
体操 教 室

■13：00 〜14：15
■有 料：1,00 0円

※無料体験は新規の方に限ります。

運動 量：★★ ★

ダイナミックに
隔週 日・水曜日開催
体を 動かします。
師 三谷 友希
SAK TI SHAN TI主催 ヨガ講

17（日）不動産 個別相 談

JCCAアドバンストトレーナー

季節に合わせた食
温かいお茶を飲みながら、

■13：00〜14：15
■有料：1,000円

※ヨガマットは会場で
準備あり。

運動量：★★☆

運動量：★☆☆

隔週 日曜日開 催

林 典男

ゴルファーの 為の

無料体験
受付中

タオル、飲み物

※無料体験は新規の方に限ります。

KOBA式 体幹☆バランス
ー
マスターライセンス認定トレーナ
ナー
＆競技 別ゴルフライセンストレー

いろいろなツールを使い動きやすい体を獲得！
体を 使った脳トレで笑い、脳と筋肉のコミュニケー
健康運動指導士
ション力をUPしましょう！
JCCAアドバンストトレーナー

YUKI

■参加 費：無料

■14：00〜15：30
■ 持ち物：筆記用具

初心者 が失敗 する思 わぬ落とし穴とは？
投資はどうしてもリスクが発生しますが、
やり方 一つでリスクを分 散することが で
きます 。リスク分 散の対 応策を専門家 が
わかりやすくお 話します。

■参加費：無料
※詳しくは本チラシ
表面をご覧ください。
近鉄不動産㈱
PM事業部

小松原 里美

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

バレエの 要 素を取り入れたストレッチ
クラスです。普段からだを動かすことの
ない方にもおすすめです。

23（土）空き家片付けと
駐車（輪）場 運営について

■19：0 0〜20：00
■ 持ち物：筆記用具

26（火）三谷 のヨガ教 室

27（水）三谷のヨガ教 室

■19：00〜20：0 0
■有料：1,00 0円

■10：30〜11：45
■有料：1,000円

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

※ヨガマットは会場で準備あり。 ※ヨガマットは会場で準備あり。

■有料：1,000円

運動量：★☆☆

隔週 日・水曜日開催

隔週 火曜日開催

隔週 水曜日開催

SAK TI SHANT I主催 ヨガ講 師

三谷 友希

三谷 友希

サクラクレパス 認定
大人の 塗り絵 講師

登内 敬子

古谷 友利子

バレエストレッチ

無料体 験
受付中

■有料：1,000円
■10：3 0〜12：00
靴
■ 持ち物：タオル・飲み物・運動できる服装、
※無料体 験は新規 の方に限ります。

社
協賛：近鉄スマイルライフ株式会

■13：30 〜14：30
■ 持ち物：飲み物

喜多川 美也

■有 料：1,00 0円

※素足になれるように

毎週 木曜日開 催

JCCAアドバンストトレーナー

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

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、フェイスタオル2枚

ストレッチクラス
バレエの 要素 を取り入 れた
とのない方にも
すこ
動か
です 。普段 からだを
。
です
すめ
おす
麻美バレエランド 講師 岩井 万菜

2月の「三谷のヨガ教室」は3日、12日、13日、17日、26日、27日（運動量にご注意ください）。 「スマイル体操教室」は7日、14日、21日、28日。
「バレエストレッチ」は7日、14日、21日、28日。 「KOBA式体幹☆バランス」は6日、20日の開催となります。

隔週 水曜日開催

※詳しくは
本チラシ表面を
ご覧ください。
近畿税理士会所属税理士

杉井 千晶

喜多川 美也

27（水）三谷 のヨガ教 室
■10：30〜11：45
■有料：1,00 0円

※ヨガ マットは会 場で
準備あり。

運動 量：★☆ ☆

隔週 日・水曜日開催

■13：00〜14：15
■有料：1,00 0円

※ヨガ マットは会 場で
準備あり。

運動 量：★★ ★
隔週 水曜日開催

SAK TI SHANT I主催 ヨガ講 師

三谷 友希

運動量：★☆☆

イメージ編

色彩と星の力を使って
なりたい自分を造り上げていく
ポジティブ講 座。

隔週 日・水曜日開催
SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

■有料：1,00 0円

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

買う前に楽しくわかる！スマホ体験教 室〈iPhone編〉

ゴルファーの為のKOBA式体幹☆バランス

■13：30〜15：30
■有料：500円
■ 持ち物：筆記用具
iPhoneを体験してみませんか？
メール・カメラ・地図・インターネット検索などの基本機能、
乗り換え案内・料理・お店探し・旅行などの便利アプリの
楽しみ方をご紹介します。

■17：00〜18：00
■有料：1,000円
■ 持ち物：動きやすい服装（デニム不可）、タオル、飲み物

※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。

oid 編〉

■有料：各5 00円

100％

社
協賛：近鉄ケーブルネットワーク株式会

28（木）スマイル
体操教室

無料体験
受付中

■有料：1,000円
■10：30〜12：00
■ 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。

いろいろなツールを使い動きやすい体を獲得！
体を使った脳トレで笑い、脳と筋肉のコミュニ
ケーション力をUPしましょう！ 健康運動指導士

JCCAアドバンストトレーナー

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

auショップ生駒 携帯電 話アドバイザー

喜多川 美也

26（火）大人の塗り絵 教 室

三谷のヨガ教 室

■13：00〜15：00
■ 持ち物：色鉛 筆

■19：00〜20：00
■有料：1,000円

■有料：1,500円

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

登内 敬子

■13：30〜14：30
■有料：1,000円
■ 持ち物：飲み物

■10：30〜12：0 0
■有料：1,500 円
■ 持ち物：お手 持ちの 普段のメイク用品・卓 上鏡ま

バレエの要素を取り入れたストレッチ
クラスです。普段からだを動かすこと
のない方にもおすすめです。
麻美バレエランド 講師 岩井 万菜

リラックス 編
運動量：★★☆
隔週 火曜日開催

29（金）メイク術〈アイブロウ編〉

毎週木曜日開催

YUKI

※ヨガマットは会場で 準備あり。

サクラクレパス 認定
大人の塗り絵 講師

浦尾 飛風

バレエ
ストレッチ

※素足になれるように

毎週木曜日開催

KOBA式体幹☆バランス
マスターライセンス認定トレーナー
＆競技別ゴルフライセンストレーナー

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？

◆スマホを使 いこなそう！
（検 索・カメラ・
感しよう！
・スマホを使 い、スマホ の魅 力を体
加ください！
ご参
も是非
前の方
購入
スマホ
MAP 等）
限あり）。
※当日貸出機 があります（台 数に上
です。
※セミナーの 最少 催行人 数は5名

隔週 水曜日開催

※詳しくは本チラシ表面をご覧ください。

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

■10：30〜12：30/14：30〜16：30
■ 持ち物：筆記 用具

いろいろな ツールを 使い動きや すい 体を獲 得！体を
使った脳トレで笑い、脳と筋肉のコミュニケーション力
をUPしましょう！
健康運動指導士

山田 有紀子

■10：30〜12：0 0
■ 持ち物：筆記 用具

■13：00〜14：15
■有料：1,000円

運動量：★★☆

25（月）中級 者向けスマホ体 感 教 室〈A nd r

毎週木曜日開催

サイズ
縦20ｃｍ
横12c m

19（火）色と陰陽 五行
※ヨガマットは会場で
準備あり。

隔週 日曜日開催

ンクを

主宰
フラワージュエリー ローズ♥シュシュ

※ヨガマットは会場で
準備あり。

林 典男

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

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

■10：30〜11：45
■有料：1,000円

曽我 匡子

※お花 はベージュ、アイボリー、モーブピ
ご用意しています。
※クリアスクエアボックス付

三谷のヨガ教 室
■参加費：無料

日本絵手紙協 会公認講師

北谷 有美

■有料：2,5 00円
■10：30〜12：0 0
る袋
■ 持ち物：ハサミ、作品を持ち帰
シックでオシャレな バックチャームを
クスに
作りませんか？使わない時 はボッ
に・・・
入れて飾るとお部屋のインテリア

喜多川 美也

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

■有料：2 ,000円

15（金）フラワーバックチャーム

JCCAアドバンストトレーナー

三谷 友希

■10：00〜17：00
■ 持ち物：筆記用具

初めての方でもすぐにできる、
癒しのハンドマッサージを
お伝えします。

※無料体験は 新規の方に限ります。

無料体験
受付中

毎週木曜日開催

ダイナミックに
体を動 かします。

■有料：1,500円

無料体験
受付中

整理収納アドバイザー

いろいろなツールを使い動きやすい体を獲得！
体を 使った脳トレで笑い、脳と筋肉のコミュニ
ケーション力をUPしましょう！ 健康運動指導士

20（水）ハンドマッサージレッスン

JCCAアドバンストトレーナー

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。

快適で心豊 かな暮らしを
手に入れましょう。

運動 量：★★ ★

井口 克美

■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

■有料：1,500 円

今月のテーマ
〈押入れ・納戸〉

北谷 有美

（初めての 方は手ぶらでお越しください）

■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

（一社 ）住まいる総合 研究所

■13：00〜15：00
■ 持ち物：色鉛 筆

■13：30〜15：30
■ 持ち物：画材

※無料体験は新規の方に限ります。

※詳しくは
本チラシ 表面 を
ご覧ください。

スマイル
21（木）体操
教室

■10：30〜12：00
■参加費：無料
■ 持ち物：筆記 用具

※ヨガ マットは会 場で
準備あり。

17（日）不動産個別相談

■参 加費：無 料

■10：00 〜17：00
■ 持ち物：筆 記用具

■13：00〜14：15
■有料：1,00 0円

SAK TI SHANT I主催 ヨガ講 師

26（火）大人の塗り絵 教 室

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

！
いろいろなツールを 使い動きやすい体を獲得
ケー
体を使 った脳トレで 笑い、脳と筋 肉のコミュニ
健康運動 指導士
ション力をUPしましょう！

運動量：★★★

三谷 友希

理事 二宮 恵理 子
ロフェッショナル協 会代表

解毒、ストレス緩和、花粉症予防に関する
食養生についてお話します。

毎週木曜日開催

リラックス 編 運動 量：★★ ☆

柄と
〜あなたに似 合うプリント
スカーフアレンジ〜

【季節編 春】

スマイル

■13：00〜14：15
■有料：1,000円

（社）国際カラープ

万菜

28（木）体操 教 室

隔週 日・水曜日開催

数パターン学 びます。

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。

北谷 有美

運動 量：★☆ ☆

セミナー

■有 料：1,50 0円
■10：30 〜12：00
のスカーフ（あ れば ）
持ち
お手
具・
記用
物：筆
■ 持ち
き出す
あなたの 魅力を最 大限 に引
、
から
イル
スタ
ョン
ファッシ
します。
似合うプリント柄 の分 析を
も、
び方
の結
ーフ
スカ
また

24（日）美・楽・膳 講座

整理収納アドバイザー

和田 均

※ヨガ マットは会 場で準 備あり。

■有料：1,000円

※素足になれるように

喜多川 美也

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

22（金）投資を始めよう！

22（金）顔パーツ診断

麻美バレエランド 講師 岩井

※ヨガ マットは会 場で
準備あり。

1日の 疲れをアロマと落ち 着いた
照明の 空間で 癒す6 0分。

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

毎週木曜日開催

毎週木曜日開催

隔週 水曜日開催
ださい 。
※詳しくは本チラシ 表面をご覧く

■13：30〜14：30
■ 持ち物：飲み物

■10：30〜11：45
■有料：1,00 0円

14（木） スマイル
体操 教 室

整理収納アドバイザー

絵手紙講 座

下川 麻紀

三谷 の
13（水）ヨガ
教室

個別相談

基礎編終了後、
個別で具体的に
アドバイスします。

お家スッキリ！
12（火）片づけ術

自然派農場しもかわ

竹田 朝代

16（土）「失 敗しないマンション購入」&見学会

■有 料：1,00 0円

■有料：1,000円

※先着2名様限定

お家の片付けで悩んでいませんか？
毎月テーマに沿って片付けのポイントや
考え方を紹介します。
気になっていたお部屋をスッキリさせることで、
快適で心豊かな暮らしを手に入れましょう。

万菜

※詳しくは本チラシ
表面をご覧ください。

隔週 火曜日開催

SAK TI SHANT I主催 ヨガ講 師

基本 編

バレエストレッチ

■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

■13：30〜14：30
■持ち物：筆記用具

運勢 の変わり目は 2月です。
今年から占い を学 びたい方
向けの講 座です。

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

麻美バレエランド 講師 岩井

喜多川 美也

■有料：2,300円

YUKI

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

■参加費：無料

今月のテーマ
〈押入れ・納戸〉

毎週木 曜日開 催

クラ
バレエの要 素を取り入れ たストレッチ
い
とのな
かすこ
を動
からだ
普段
スです 。
方にもおすすめです 。

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

あすか花倶楽部主宰
ハーバリウムコーディネーター

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記用具

※12日の講座も同内容です。

楽しい家庭菜園セミナー

リラックス 編
運動 量：★★ ☆

サイズ
縦20ｃｍ
横31c m

■有料：1,00 0円

11（月）ハーバリウムコーディネート

※ヨガ マットは会 場で準 備あり。

■10：30 〜12：00
■ 持ち物：筆 記用具

ジを 受け 易い 季
春は 解 毒 をする肝 がダメー
ついてお 話します 。
節。肝をいたわる食養 生に

三谷 友希

健康運 動指導士
JCCAアドバンストトレーナー

■19：00〜20：0 0
■有料：1,00 0円

19（火）色彩と陰 陽五行

す。
養生 法を気軽に聞ける講 座で

協賛：近鉄スマイルライフ株式会 社

KOBA式 体幹☆バランス
マスターライセンス認定トレーナ
ー
＆競技 別ゴルフライセンストレー
ナー

9（土）お家スッキリ！片づけ術

■13：30〜14：3 0
■ 持ち物：飲み 物 ※素足になれるように

※無料 体験は 新規の方に限ります。

三谷 友希

山田 有紀子

【五 臓編 肝】

21（木）スマイル体操 教 室

■有料：1,00 0円
■17：00〜18：0 0
）
■ 持ち物：動きやすい服装（デニム不可

万菜

主宰
フラワージュエリー ローズ♥シュシュ

和田 均

隔週 水曜日開催

※詳しくは本チラシ表面をご覧ください
。

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。
友希
SAK TI SHANT I主催 ヨガ講 師 三谷

ストレスにより
固まった身体を
ときほぐしていきます。

バレエストレッチ

無料体 験
受付中

三谷 の
12（火）ヨガ
教室

ウサギ のお雛 様で
可愛くアレンジしませんか？
す。
壁掛けなので 気軽に 飾って 頂けま

■有 料：1,00 0円

■10：30 〜12：00
■ 持ち物：筆 記用具

隔週 日・水曜日開 催
SAK TI SHANTI主 催 ヨガ講師

20（水）KOBA 式体幹 ☆バランス

麻美バレエランド 講師 岩井

18（月）美・楽・膳 講座

※ヨガマットは会場で
準備あり。

近畿税理 士会
所属税理 士

バレエの要素を取り入れたストレッ
チクラスです。普段からだを動かす
ことのない方にもおすすめです。

喜多川 美也

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

■10：3 0〜11：45
■有料：1,000円

※詳しくは
本チラシ 表面を
ご覧ください。

■10：30〜12：0 0
■有料：3,3 00円
る袋
■ 持ち物：ハサミ、作品を持ち帰

毎週木曜日開催

三谷のヨガ教 室

■10：0 0〜17：00 ■参加 費：無料
■ 持ち物：筆記用具

■13：30〜14：30 ■有料：1,000円
■ 持ち物：飲み物
※素足になれるように

いろいろなツールを使い動きやすい体を獲得！
体 を 使った 脳トレで 笑 い 、脳と筋 肉のコミュニ
ケーション力をUPしましょう！ 健康運動指導士

隔週 水曜日開催

運動 量：★☆ ☆

SAK TI SHANTI主催 ヨガ講師

15（金）お雛 様の 壁掛けアレンジ

協賛：近鉄保 険サービス株 式会社

、飲み物

隔週 日・水曜日開催

隔週 日曜日開催

ランプ型ボトルに色々なあじさいを使って
カラフルなハーバリウムを作りましょう。

隔週 火曜日開催

バレエストレッチ

毎週木曜日開催

北谷 有美

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。

曽我 匡子

北谷 有美

無料体験
受付中

■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

※ヨガ マットは 会場で
準備 あり。

※ヨガ マットは 会場で
準備 あり。

整理収納アドバイザー

日本絵手紙協 会公認講師

竹田 朝代

運動 量：★☆ ☆

■17：00〜18：0 0
■有料：1,00 0円
■ 持ち物：動きやすい 服装（デニム不可 ）、タオル

※ヨガ マットは会 場で
準備あり。

※ヨガ マットは会 場で
準備あり。

いろい ろなツールを 使い動 きやす い体を
肉
獲得！体を使った脳トレで 笑い、脳と筋
！
のコミュニケーション力をUPしましょう

※ヨガマットは会場で 準備あり。

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。

運動 量：★★ ☆

■有料：1,00 0円
■10：30〜12：0 0
動できる服装 、靴
物・運
・飲み
タオル
：
持ち物
■

基礎編終了後、
個別で具体 的に
アドバイスします。

リラックス 編
運動量：★★☆

■13：00〜14：15
■有料：1,00 0円

ファイナンシャルプランナー

7（木）スマイル 体操 教 室

個別相談

■19：00〜20：00
■有料：1,000円

■有料：2 ,000円

■10：30〜11：45
■有料：1,00 0円

■参加 費：無 料

毎週木 曜日開 催

三谷のヨガ教 室

（初めての 方は手ぶらでお越しください）

〈リビング〉
今月のテーマ

（水）三谷 のヨガ教 室

■10：30 〜11：45
■有 料：1,00 0円

万菜

12

ロングボトルに異なるオイルを使って、
春色二 層のハーバリウムを作りましょう
。
あすか 花倶楽 部主宰
ハーバリウムコーディネーター

お家の片付けで悩んで いませんか？
毎月テーマに沿って片付けのポイントや
考え方を紹 介します。
気になって いたお部屋 をスッキリさせることで、
快適で心豊 かな暮らしを手に入れましょう。

絵手紙講 座

■有料：2,3 00円

※先着2名様 限定

3

■13：00〜14：3 0
■ 持ち物：筆記 用具

（日）三谷 のヨガ教 室

2019 年、相 続のルール が
変わります。
保 険 を 活 用し 、争 族 を回
避しましょう！

YUKI

■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
〈リビング〉

喜多川 美也

11（月）ハーバリウムコーディネート

■参加費：無料

※12日の講座 も同内容です。

バレエの要素を取り入れたストレッチクラ
スです。普段からだを動かすことのない方
にもおすすめです。

いろいろなツールを使い動きやすい体を
獲得！体を使った脳トレで笑い、脳と筋肉
のコミュニケーション力をUPしましょう！

■10：30〜12：0 0
■ 持ち物：筆記 用具

■10：30〜12：00
■ 持ち物：筆記 用具

■有料：1,000円

毎週木曜日開催

毎週木曜日開催

KOBA式体幹☆バランス
マスターライセンス認定トレーナー
＆競技別ゴルフライセンストレーナー

9（土）お家スッキリ！片づけ 術

バレエストレッチ

■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

協賛：近鉄スマイルライフ株式会社

三谷 友希

3月
March

※詳しくは本チラシ
表面をご覧ください。

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。

ストレスにより固まった身 体を
ときほぐしていきます。

無料体験
受付中

隔週 水曜日開催

隔週 日・水曜日開催

隔週 日曜日開催

7（木）スマイル体操 教 室

■17：00〜18：00
■有料：1,000円
■ 持ち物：動きやすい服装（デニム不可）、タオル、飲み物

※ヨガ マットは会 場で準 備あり。

※ヨガ マットは会 場で準 備あり。

February

6（水）ゴルファーの為のKOBA式体幹☆バランス

■13：00〜14：15
■有料：1,00 0円

ゴルファーの 為の
6（水）KOB
A 式体 幹☆バランス

2（土）相続 対策セミナー

たは手 鏡

フェイスライン・顔 のパ ーツ
を 分 析し 、そ の デ ー タを 元
に最 もお 似 合 いに なる眉 の
描き方 をご提 案します。また
希望 者には 眉を描きます 。

（社）国際カラープロフェッショナル協
会代表 理事

三谷 友希

ポリ袋でカンタン

31（日）お料 理セミナー
■11：00〜 12：30
14：00〜15：30
■ 持ち物：筆記用具

二宮 恵理 子

3月の「三谷のヨガ教室」は3日、12日、13日、17日、26日、27日（運動量にご注意ください）。 「スマイル体操教室」は7日、14日、21日、28日。
「バレエストレッチ」は7日、28日。 「KOBA式体幹☆バランス」は6日、20日の開催となります。

■有 料：5 00円

※詳しくは
本チラシ表面 を
ご覧ください 。
（有）生活応 援工房

大坪 恵美

