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ぷらっとHOMEからのお知らせぷらっとHOMEからのお知らせ

セミナー・イベントのご案内

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

セミナー・イベントは予約制です。

※予約受付時間：10：00～20：00（年中無休）　※定員になり次第締め切りとさせていただきます。 
※予定は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※セミナー参加費・受講料には消費税を含んでおります。
※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。

学園前営業所の私達にお任せ下さい！
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毎月1回 “不動産税務に関する個別相談”も開催中です！ 詳しくは中面へ。

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

無料査定も実施中！

あやめ池

誕生。

2017年3月　入居開始（予定）
お問い合わせは・・・近鉄住まいの情報館-奈良店-

営業時間／10：00～18：00
定休日／水・木曜日
※一部地域には対応しておりません。

事業主
（貸主）0120-06-7090 近鉄の賃貸 検索

近鉄不動産の住まい創りのノウハウを結集し、先進のクオリティでお届けする「K-TERRACE」シリーズ。

家族をやさしくてらし、未来を明るくてらす。そんな新しい住まいを目指した。近鉄不動産の賃貸レジデンスブランドです。

近鉄が提案する、新しい賃貸レジデンス。

● 今は買い時？マーケット予測。
● 物件のここを見よう。

マンション購入セミナー＆
バス見学会

3/26 ● ①10：00～ ②15：00～日

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）　

※駐車場のご用意はございませんので電車やバス等公共交通機関でお越しください。

平成29年3月26日（日）
午前の部10時～・午後の部15時～

抽選で20組40名様限定

近鉄 学園前駅「住まいと暮らしのぷらっとHOME」

参加費無料

集合場所

定員

平成29年3月13日（月）応募締切
※抽選結果は皆様へご連絡いたします。

●セミナー終了後、マンションの見学に行きます（各現地にて解散）
時間とコース　　　　　　　　　をお選びください。・Aコース Bコース

Aコース

Bコース

ローレルコート西大寺国見町
棟内モデルルーム
ローレルスクエア学研奈良登美ヶ丘Ⅴ
マンションプラザ 来場記念品プレゼント！

元SUUMO 営業マネージャー！
住まいる総合研究所代表理事

井口 克美先生

10：30～12：00
整理整頓
基礎編

10：30～12：00
整理整頓
基礎編 無料

13：30～15：00
おいしいお茶の
淹れ方 無料

19：00～20：00
個人型確定拠出年金
とは？ 無料

13：30～15：00
40・50代から始める
資金準備 無料

①10：00 ②15：00
マンション講座
バス見学会 無料

10：30～12：00
整理整頓
基礎編

13：30～15：00
賢いマネーの
増やし方

10：15～11：45
心を楽にする
子育て 有料

14：00～16：00
音読講座

10：00～16：00
税務相談会

10：30～11：45
ヨガ教室

無料

無料

無料

無料

無料 無料

有料

有料

有料

有料

有料

10：30～11：45
ヨガ教室 有料

14：00～16：00
西洋の歴史と
世界遺産 有料

10：30～12：00
リボンローズ
コサージュ作り 有料

10：30～11：45
ヨガ教室 有料

10：30～12：30
整理整頓
実践編 有料

10：30～12：30
整理整頓
実践編 有料

10：30～12：00
インテリア
カラー

13：00～15：00
大人の塗り絵

有料

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

10：30～12：00
スマイル
体操教室 有料

14：00～16：00
音読講座 有料

10：30～12：00
整理整頓
基礎編

13：30～15：00
絵手紙

無料

有料

10：30～12：00
スマイル
体操教室

13：00～15：00
iPhone教室 有料

有料
10：30～12：00
ハーブティー＆
マッサージ 有料

10：30～12：00
スマイル
体操教室

13：00～15：00
iPhone教室 有料

有料
14：00～16：00
西洋の歴史と
世界遺産 有料

10：30～12：00
スタイル
ファッション
ブック

13：00～15：00
大人の塗り絵

有料

有料

13：30～16：30
宝地図を
作る 有料

10:00～16:00
税務相談会
10：30～11：45
ヨガ教室
14：00～15：30
本当に必要な
保障とは？

10：30～12：00
スマイル
体操教室

13：00～15：00
iPhone教室

有料

10：30～12：00
スマイル
体操教室

有料

有料

10：30～12：00
スマイル
体操教室

13：00～15：00
iPhone教室

有料

有料

10：30～12：00
スマイル
体操教室

13：00～15：00
iPhone教室

高齢者介護に携わる
皆様を対象とした
セミナーを開催いたします。

1/26 ● 15：00～17：00木 住み替えの資金や介護費用の準備方法

2/9   ● 15：00～17：00木 利用者が尊厳ある老後を送るための法的制度と税制
http://www.raku-genki.com/sumikae/

検索高齢者と住まいセミナー
詳しくはホームページへ
会場：奈良商工会議所

住まいと暮らしのぷらっとHOMEにて開催中！皆様の暮らしを応援する各種セミナー・イベント
予約制

ローレルスクエア学研奈良登美ヶ丘Ⅴ

ローレルコート西大寺国見町

※当社施工例

無料

敏腕



いつまでも健康に！身体を動かす体操＆ヨガ

有料：各1,000円
2/9・2/16・2/23 ●木
3/2・3/9・3/16・3/23 ● 10：30～12：00木

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。

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 imageimage

協賛：クラブツーリズム株式会社 三谷 友希SAKTI SHANTI主催 ヨガ講師

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いただけます！

女性が豊かに暮らすために
～三谷のヨガ教室～

有料：各1,000円

有料：各1,500円

2/5・2/19・3/5・3/19 ● 10：30～11：45日

協賛：近鉄スマイルサプライ株式会社

KCNスマホ教室

心を楽にする子育て

2/22 ● 10：15～11：45水 有料：1,000円

宝地図を作って夢を叶えよう
2/26 ● １３：３０～１６：３０日 有料：3,000円

古谷 友利子

サクセスライフ
コンシェルジュ

協賛：近鉄ケーブルネットワーク株式会社

①買う前にわかるｉＰｈｏｎｅ教室
〈基礎Ⅰ〉　基本操作
人気の｢iPhone｣を実際に使いながら、便利な機能を体験してもらいます。
1.電話、携帯メール　2.カメラ、ビデオ、保存　3.音声アシスタント機能

③不安を解消！買った後のiPhone教室
最初に知っておきたい設定や使い方、
アプリの探し方から便利機能まで紹介します。
1.最初に知っておきたい設定　2.日常に役立つ便利機能
3.音声アシスタント機能　4.アプリの探し方
5.便利なアプリの紹介、使い方

有料：各500円

有料：各500円

有料：各500円

2/16・3/16 ● 13：00～15：00木

2/23・3/23 ● 13：00～15：00木

2/9・3/30 ● 13：00～15：00木

②買う前にわかるｉＰｈｏｎｅ教室
〈基礎Ⅱ〉　便利アプリを使っての操作体験
1.地図や乗換え案内、ネット検索など役立つアプリを紹介
2.家族や友達と話題のLINEアプリを体験

Health

FPと学ぶマイナス金利時代の賢いマネーの増やし方

2/12 ● 13：30～15：00日

マイナス金利や将来の年金の不安・・・資産運用や住宅ローン、相続や贈与対策も・・・
どうしたらいいの？何から決めたらいいの？
そんな悩みをズバッと解決！ スッキリさせましょう！

個人型確定拠出年金（iDeCo)ってどうなの？

3/21 ● 19：00～20：00火

今テレビ等のメディアでよく見かけるiDeCoってご存知ですか？
今回は『iDeCo』の基礎知識とそのメリット、デメリットを学んだ上で、
保険など『iDeCo』以外の運用方法も含めた
マネープランをお伝えします！

本当に必要な保障とは？
保険を選ぶときの３つのポイント！

2/5 ● 14：00～15：30日

保険は人生で2番目に高い買い物と言われています。
保険選びに失敗しないためにも３つのポイントを学び、
必要な保障にムダなく入りましょう！

 将来に備える

SmartphoneSmartphone

Coaching

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

※予約受付時間：10：00～20：00（年中無休）　※定員になり次第締め切りとさせていただきます。 
※予定は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※セミナー参加費・受講料には消費税を含んでおります。
※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。
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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

●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

アートで心を豊かにArt

楽しく学ぼう
大人の塗り絵教室　

2/28・3/28 ● 13：00～15：00火

登内 敬子

サクラクレパス認定
大人の塗り絵講師

色を重ねながら塗っていく大人の塗り絵！
誰でも簡単にでき、
自分オリジナルの世界で一枚の
塗り絵が完成します。
楽しく学べる人気の教室です。

心穏やかに楽しく過ごす秘訣を、テーマごとに紹介します。
心理学やコーチングをベースに、自分の物の見方や、人との関わり方を、
見つめなおす機会をつくります。

　●申込締切日：前日

　●申込締切日：前日 　●申込締切日：前日

リビング編
押入・納戸編

谷本 有美

整理収納
アドバイザー

お家スッキリ！片づけ術Living

2/11 ●・2/14 ● 10：30～12：00土 火

3/11 ●・3/14 ● 10：30～12：00土

ご好評につきアンコール！
テーマごとに、片づけのポイントをお伝えします。

“片づけたいけど、片づかない・・・。”そんなアナタにおすすめです！
実際の写真や間取りを見ながら、具体的にアドバイスいたします。

基礎コース

実践コース
（少人数制）

リビング編
押入・納戸編

2/27 ● 10：30～12：30月

3/27 ● 10：30～12：30月

有料：各3,000円

暮らしを豊かに演出する
インテリアカラーセミナー

有料：3,000円3/28 ● 10：30～12：00火

有料：3,000円2/28 ● 10：30～12：00火

この一冊があなたを変える！
トレンド～自分スタイルファッションブック
作成講座

おうえ さちこ

日本朗読検定協会
認定プロフェッサー

～脳を活性化～やさしい音読講座

言葉と歴史の講座Culture
2/15・3/15 ● 14：00～16：00水 有料：2,268円

有料：3,200円

有料：2,000円

有料：2,268円

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！
※各月内容が異なります。

二宮 恵理子

Imagination
Colors 代表

ご自宅の間取り図（あれば）
12色以上の色鉛筆

持ち物

はさみ・カッター・のり（お持ちの方はカッティングボード）
色ペン・切り抜いてもいい雑誌やカタログ、広告・パンフレット

持ち物

ハサミ・作品を持ち帰る袋持ち物

ヨガマット・または大きめのタオル持ち物
タオル・飲み物
運動できる服装・靴でお越しください。

持ち物

テーマ部分の自宅写真・簡単な間取図持ち物

筆記用具持ち物筆記用具持ち物

筆記用具持ち物

和田 愛

RIBBON LOVERS代表
日本リボンローズ協会代表

冨田 勲

ヨーロッパ歴史文化
研究会代表

　●申込締切日：2月14日（火）

　●申込締切日：3月12日（日）

協賛：近鉄文化サロン奈良協賛：近鉄文化サロン奈良

2/21 ● 10：30～12：00火

2/24・3/24 ● 14：00～16：00金

春の装いのアクセントに…
リボンローズのコサージュを作ろう♪

西洋の歴史と世界遺産をめぐる

和田 均

ファイナンシャル
プランナー

火

Tax 不動産税務無料個別相談会

2/5・3/5 ● 10：00 11：00 13：00 14：00 15：00 16：00 日

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。

無料

無料

無料

無料

ゆとりある老後を過ごすために
40・50代から始める資金準備

3/4 ● 13：30～15：00土

年金制度が揺らぎ、先行き不透明な将来を不安に思っている方は多いと思います。
まずは、老後資金の必要額について学び、そのあとに40・50代からでも
間に合う老後資金対策をお教えします。

無料

無料

無料

林 典男近畿税理士会所属 税理士

色彩心理に基づき、心豊かに過ごせる
インテリアカラーを学びます。
また風水の考えも取り入れた
ご提案もします。

◆①と②と③の３講座セット受講の講座
スマ―フォン(iPhone)購入を検討中の方を対象とした講座で①と②を
受けた方がiPhoneを購入されて③を受講できるようになっております。

『ヘタでいい・ヘタがいい』絵手紙

3/14 ● 13：30～15：00火

誰もが簡単に楽しくできる絵手紙！
初めての方大歓迎です。
まずは３月の体験講座にお越しください。
モチーフのプレゼント付！
４月からは毎月第2火曜日に
教室を開催いたします。
（本講座：2,000円 2時間）

講師
曽我 匡子

体験価格：1,000円 3/8 ● 13：30～15：00水 無料

おいしいお茶の淹れ方
お茶を通して、健康的で
豊かな食生活を！

講師
株式会社伊藤園 ティーテイスター1級

お茶が淹れ方次第で
さらにおいしく
なりますよ！

※KIPSカードを複数お持ちの場合でも、ポイントの進呈は
　1つのセミナー・イベントにつきお一人様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。
※楽・元気セミナー会場でのKIPSカード発行受付は行っておりませんので、
　まだKIPSカードをお持ちでない方は事前に入会のうえ、当日ご持参ください。
※セミナー・イベント参加時にKIPSカードをご提示いただけなかった場合、
　あとからのポイント進呈はいたしかねますので
　KIPSカードを忘れないようご注意ください。
※このチラシ掲載の「住まいと暮らしのぷらっとHOME」でのイベントが対象です。
※KIPSポイントは参加月の翌月末までに進呈されます。

ご
注
意

セミナー・イベント参加でKIPSポイントがたまる！
セミナー・イベントに参加されると
KIPSポイント5ポイントをもれなくプレゼント！

※KIPSクレジットカード、KIPS ICOCAカード、
　KIPSポイントカードが対象です。

協賛：近鉄保険サービス株式会社

切っても良いファッション雑誌・チラシなど１冊以上・
のり・ハサミ

持ち物

世界で一冊、あなたのオリジナル
ファッションブックを
作成してみませんか？
似合う色・形などなどアドバイス
させていただきながら、
一緒に作成していきます。

子どもの気持ち、意識していますか？自分の気持ちを大事にしながら、
子どもの気持ちを意識して「聴く」ことで関係性が変わります。
コーチングの基本である「聴く」をテーマに、事例紹介、ミニワークを通して、
実践的なコーチングを身につけます。

ドイツ・イタリア・ギリシャなど、国別の歴史や風土、音楽、美術を紹介し、
毎回完結する講義内容です。また、広くヨーロッパ文明を理解して
いただくために、ペルシャ（イラン）やエジプトのお話も
組み入れながら、楽しく学んでいただけるよう講義を実施いたします。
※各月内容が異なります。

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？

Colorハッピーライフ！ 色彩で暮らしをもっと豊かにする

Finance

3/17 ● 10：30～12：00金

癒しのお茶とセルフマッサージHealing

1本のリボンを巻いて作るリボンローズで
春のお洒落を楽しみましょう。
20色以上のリボンからお好みのセレクトで
オリジナルのコサージュを作製いただきます。

　●申込締切日：3月3日（金）
自分を癒すハーブティー＆たるみ改善マッサージ

上田 弥生

管理栄養士
ハーバルセラピスト
日本メークアップアーチスト学院認定
（メークアップ課程・
エステティック課程修了）
アトリエHanamidori

花粉や冷え、乾燥‥この季節に起こりやすい疲れやお肌の悩みをこの機会に癒してみませんか?
春先にオススメのハーブティーを召し上がって頂きながら、取り入れ方をミニ講座としてご紹介。
保湿ジェルを使いながら、お顔のタルミやくすみ、乾燥を改善するリフトアップの方法を、
セルフマッサージで体験して頂きながら伝授致します♪
○春にオススメのハーブティーミニ講座
○タルミ、くすみ改善！
　お顔のセルフマッサージ講座（実践あり）

雑誌・パンフレットなどから、直感で選んだ写真、
絵、言葉をドンドン切り抜いていきます。
それを、並べて貼り付ければ、あら不思議。
今の心の状態、夢などが見えてきます。
貼って、しばらくたつと実現していることが！
ウキウキ気分を味わいたい人、コーチングで目標
設定しにくい人にも人気のあるワークです。

Pickup!

2/9・3/30はお客様が
お持ちのiPhoneを
ご持参ください。
(お持ちでなくとも参加可)

宇土 新一

ファイナンシャル
プランナー

筆記用具、ティーカップ（マグカップなどでも良い）
タオル一枚、卓上式鏡、メイク道具 
※当日は、メイクを落としてご来場頂くか、
　こちらでご用意したメイク落としでメイクを落として頂きます。
※襟ぐりが広めのお洋服でご来場頂くのをオススメします。

持ち物


