
TEL.096-359-3611
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） 9:30～17:30（12:00～13:00除く）

TEL.096-359-3311

休日在宅医は4ページに掲載2019年6月22日号〈24Ｐ〉 TEL.096（285）7007検索エスバイエル 熊本エス・バイ・エルの住まい 熊本

モデルハウス見学会開催
八反田に誕生。家事が楽しくなる“ママ目線”の家

【新生活応援】●照明・外構付き ●エアコン家具付き ●高気密・高断熱

東区八反田モデルハウス
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2年ぶりに開講！ 2日間で学ぶ注目の短期講座

発育発達支援ベーシック講座
リビングカルチャーセンターはません校

お子さんとの接し方が
グッと楽になる方法、学びませんか

【申込・問合せ】
リビングカルチャーセンター はません校

☎０９６（３７０）１１１２
熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館 2階）
受付／10:00～ 19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）

講
座
の
詳
細
は

こ
ち
ら
か
ら
←

　「発達障害、学習障害が疑われる」「障
害とまではいかないけれど、子どもの
態度や振る舞いに気になるところがあ
る」。そんな悩みを抱える親御さんや、
保育士、学校の先生、スポーツや音楽教
室の先生など、教育関係者のための短期
講座です。
　日ごろ感じている“なんだかうまくい
かない”気持ちや行動…。言語や学習・
運動などの発達をサポートする実践的
なノウハウを学ぶことで、親も子どもも
気持ちが楽になる「関わり方」が身につ
きます。

●受講料／3万4560円　
　（テキスト代、修了証、登録費、税込）
●定員／ 16人

はません校

カルチャー
センター

体験（500円）・見学可

「発育発達支援ベーシック」講座
New

100以上
の多彩な

講座があり
ます

●講師／あん ひろこ

・ブレインジムインストラクター
・（一社） 発育発達アソシエイト
　理事
・国際モンテッソーリ教員免許

7月28日（日）・8月11日（祝・日）
＊全2回　　時間／10:00～ 17:30

日常でお子さんの振る舞いに
気になる項目がある人は、
受講をお勧めします

□ 姿勢が悪い
□ 落ち着きがない
□ 集中力が足りない
□ 年齢相応の言葉が出ない
□ 全身を使う運動が苦手
□ 感情のコントロールができない
□ 集団行動が難しい　など

※お子さんと同伴の受講はできません

【第1章】
脳が発達するって
どういうこと？

発達支援ベーシック講座では、このようなことを学びます
【第 3章】

自発運動、原始反射、運動発達
からみる発達遊びアプローチ

【第 2 章】
脳の発達に影響する
動きと感覚とは

九州でも数少ない、発育発達の認
定トレーナー。自身の子育て経験
を通し、各地でセミナー等を行う

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


