


 

★★教室紹介★★　赤ちゃん向け、ママ向けに、豊富な教室の中からお選びいただけます！ママ向け教室は、もちろん赤ちゃん連れOK！

■講師：英会話講師 Mizuki ※3組以上開講 ■講師：フィットネスインストラクター  廣田衣美 ※2組以上開講 ■講師：英語講師 Hiroko ■講師：日本おひるねアート協会認定講師 立壁 沙羅 ※定員7組

■講師：RTA認定講師 下村 千智 ■講師：フィットネスインストラクター  廣田衣美 ※2組以上開講 ■講師：ボイストレーナー 近藤 芽以 ※5組以上開講 ■講師：アロマコーディネーター 牧田 承子 ※2組以上開講

■講師：リトミック講師 幸永 朱実 ■講師：フィットネスインストラクター 宇野 由利恵 ■講師：写真家 前田 龍央 ※3組以上開講

■リーダー：近藤 芽以※会場使用料500円／譜面代100円)

※教室日程・内容等変更となる場合が

　ございますので、予めご了承ください。

■講師：リトミック講師 田川 典子 ※3組以上開講 ■講師：ヨガインストラクター NAOMI ■講師：ヘアメイクスタイリスト 宮本 とも子

■講師：ヨガインストラクター 大倉未来 ※2組以上開講

※赤ちゃん向け教室に上のお子様がご参加の場合、2人分の受講料が発生致します。ご予約の際に予めお申し出ください。

■講師：リトミック研究センター認定講師 清水 明日香 ※3組以上開講
※ママ向け運動系教室受講の方は、動きやすい服装（ジーンズ不可）でご参加ください。

★★教室スケジュール★★ご都合に合わせて何度でも受講可能！受講中の授乳やおむつ替えもＯＫ！安心してご参加いただけます。

月 月 月
6 月 AM リトミック(3ヶ月～ハイハイ) 3 月 AM リトミック(3ヶ月～ハイハイ) 2 月 AM リトミック(3ヶ月～ハイハイ)

7 火 AM シェイプアップ体操 4 火 AM シェイプアップ体操 3 火 AM シェイプアップ体操

9 木 AM えいごであそぼう 5 水 AM えいごであそぼう 5 木 AM えいごであそぼう

10 金 AM 親子リトミック 5 水 PM おひるねアート（バレンタイン） 9 月 PM ママゴスペル

10 金 PM ままフォト 10 月 AM ママゴスペル 10 火 AM からだケア体操

14 火 PM ママゴスペル 12 水 PM ママえいご 12 木 PM ママえいご

14 火 AM からだケア体操 13 木 AM ベビーマッサージ<持> 13 金 AM 親子リトミック

16 木 AM リトミック(歩き始め～3才) 13 木 PM アロマクラフト 17 火 AM バレトン

16 木 PM ママえいご 14 金 AM 親子リトミック 19 木 AM リトミック(歩き始め～3才)

17 金 AM 楽器アンサンブルサークル 18 火 AM バレトン 23 月 AM ママゴスペル

21 火 AM バレトン 20 木 AM リトミック(歩き始め～3才) 24 火 AM ママえいご

23 木 AM ママシェイプヨガ 21 金 AM 楽器アンサンブルサークル 25 水 PM おひるねアート（桜）

24 金 PM ママヨガ 25 火 AM 知育＆リトミック 26 木 AM ママシェイプヨガ

28 火 AM 知育＆リトミック 25 火 PM ママゴスペル 27 金 AM 楽器アンサンブルサークル

30 木 AM ママえいご 27 木 AM ママシェイプヨガ 27 金 PM ママヨガ

30 木 PM ママゴスペル 28 金 AM ママえいご ※教室日程・内容等変更となる場合が

28 金 PM ママヨガ 　ございますので、予めご了承ください。

月 月 月
14 火 AM リトミック(3ヶ月～ハイハイ) 4 火 AM リトミック(3ヶ月～ハイハイ) 10 火 AM リトミック(3ヶ月～ハイハイ)

16 木 AM ママえいご 20 木 AM ママえいご 12 木 AM ママえいご

23 木 AM リトミック(歩き始め～3才) 26 木 AM リトミック(歩き始め～3才)

■ 赤ちゃん向け ■ ママ向け[運動系] ■ ママと赤ちゃん向け ■ ママ向け[文科系] ■ イベント・講座 <持> 持ち物有り

www.manabi-mamasapo.com

■ベル店　　：TEL.0776-34-2086
■二の宮店：TEL.0776-27-6053

二の宮店 1 二の宮店 2 二の宮店 3

ご予約受付中
WEB又はお電話、フロント
にてお申し込みください。

ベル店 1 ベル店 2 ベル店

PM…14:00-15:00
 ■受講料（税抜）
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簡単なステップをしながら楽しく歌い
ます。歌うためのストレッチ体操や英
語の読みからゆっくり練習します。笑
顔で大きな声を出し、リフレッシュし
ましょう♪

お子様を可愛く撮りたい！そんなお
悩みを、スマホのカメラやコンパクト
デジカメ、デジタル一眼レフカメラな
ど、どんなカメラでも楽しみながら学
べます！

 ■アロマクラフト
毎日頑張って子育てしているママ、
たまには自分を癒してあげましょう。
アロマの香りに包まれて、心からリ
ラックスしましょう。
※教材費別途1,000円程度

ママのためのヨガ教室です。
産後のママの心と身体のバランスを
整え、ヨガの呼吸法でリラックスしま
しょう。

 ■ママえいご
ママが楽しめる絵本や童謡でリフ
レッシュ。またお子さんへの話しかけ
に使える「ひとこと英語フレーズ」を
練習して生活に取り入れてみましょ
う。

 ■ままフォト ■からだケア体操

家事や育児に追われて自分のこと
は後回し…。そんなママ必見の時短
メイク法です。ポイントを押さえるだ
けでガラッとお顔の印象も変わりま
す。<持ち物>メイク用品・タオル1枚、立て鏡

 ■バレトン

ママ向け[文化系]教室ママ向け[運動系]教室

 ■ママゴスペル
ママが赤ちゃんに優しくマッサージす
る親子のコミュニケーションです。マ
マと赤ちゃんの心と体を癒しましょ
う。　<持ち物>バスタオル・オイル
（当日講師より購入可能）

フィットネス・バレエ・ヨガを融合させ
た裸足で行うエクササイズです。産
後の骨盤矯正や姿勢改善、さらに脂
肪燃焼や筋力アップにも効果的で
す。

 ■えいごであそぼう ★対象：首すわり～3才

 ■ベビーマッサージ★対象：2ヶ月～1才６ヶ月

産後の体を引き締めたい方におスス
メです。汗をかいてリフレッシュしま
しょう。肩こり・腰痛の改善にも効果
的です。

 ■ママヨガ

骨盤周りを中心に身体のバランスを
整え、同時に引き締めていくエクサ
サイズを行います。お家でも出来る
簡単な動きも伝授いたします。産後
1年以内の方に特におススメです。

　赤ちゃん向け教室 イベント講座

 ■おひるねアート★ 対象：生後2ヶ月～１歳半位

 ■リトミック★対象：3ヶ月～ハイハイ/歩き始め〜3才

 ■シェイプアップ体操

福井県初のおひるねアート教室！赤
ちゃんに背景や小物をつけてママが撮
影。起きていても、泣いていても大丈
夫！世界に１つだけの写真を残しましょ
う。■受講料：2,500円(税別)or回数券2枚

たくさんの英語の音を聞き、英語耳
を作っていきます。歌やダンス、ゲー
ムや読み聞かせなどの遊びの中
で、楽しく英語と触れあいましょう。

ママサークル
サークル活動のため、指導講座ではありません

※回数券有効期限：3ヶ月(両店で併用可能)
※教室によって金額が異なる場合がありますので
　予めご確認の上ご予約ください。

 1回：1,500円～

AM…10:30-11:30

 5回：5,000円（回数券）

音楽や音を使って、体を動かしま
す。表現力・集中力・反応力を芽生
えさせ、自然に音楽の基礎や音を聞
き取る力も学べます。

 ■知育＆リトミック ★対象：6ヶ月～12ヶ月  ■メイクレッスン

 ■ママシェイプヨガ

ご予約受付中
WEB又はお電話、フロント
にてお申し込みください。

■楽器アンサンブル ママサークル

 ■親子リトミック ★対象：首すわり～1才半

子育て中、しまいこんでしまった楽器
を再びさわってみませんか？月一回
集まったママたちで、古き良き日本
の童謡を合奏遊びしています。
※C調のメロ・ハモ・コード譜使用

[11:00～12:00]
リトミックに知育を取り入れ、「心、
体、知能」をバランスよく育てるプロ
グラムです。ぐんぐん伸びる能力を
発見しましょう。一部ママのリラック
スタイムもございます。

 ■教室時間

　ママと赤ちゃん向け教室

ママと赤ちゃんが一緒に楽しめるプ
ログラムです。幼児期だけ身に付く
「絶対音感」、「リズム感」、「豊かな
感性」を子どもさんへプレゼントしま
せんか。

妊娠、出産を経ておきた、身体への
ダメージ回復や、産前の体型に早急
に戻したい方向けのシェイプアップヨ
ガクラスでビューティスリムを取り戻
しましょう。
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