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梅だより

暮らしにハリ★ツヤ

自分磨きLIFE

2月のおすすめ

イルミネーション

うわっ

!!

36件も!

使わなきゃ！

yomiっこ

?

クーポン２倍に増量！

みふね

「御船の滝」
冬季の冷え込みによっては、高さ50mの見
事な氷瀑になることも！ 1月下旬から2月中
旬が可能性も高く、期待がふくらみます♪
山の雪道は大変危険なので道路状況確
認の上、十分に気を付けてくださいね～。

撮影場所／吉野郡川上村

奈良を歩いて
勉強中♪

今月のカメラマン：林 智美さん

2 019.2 月号 vol.206

毎月25日デジタルパンフレット配信！
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yomiっこ特典付き

うどん2019

S HOP

14… S H O P ☆ S H O P

暮らしにハリ★ツヤ

M AN

自分磨きLIFE

02… 自然と暮らす

農家民宿 ほったらかし家／西岡千種さん

42… かわいいな

12 梅だより2019

R EGULARS 連載記事

17… トドの毒舌
20… 新日本妖怪紀行
22… タウンニュース
24… スポーツ大好き

18 節分カレンダー
2月のおすすめ

「武道研鑽会 愛敬塾」
「みんなの卓球場」

40 イルミネーション
45

26… 読者のお便りFREE TALK＆ちさとの星占い
28… クロスワードパズル＆まめちしき
29… インフォメーション
「MUSEUM」「ART」「PLAY」「EVENT」

感謝を込めて増量中

yomi っこクーポン！

ならきちグッズ

大好評
発売中
絵図屋にて

33… となりのお昼ごはん NPO法人音楽の森
34… 2019円の旅 ー 片塩商店街で元気の源を探る ー
36…伊賀もん 介護老人福祉施設 福寿園／植木紀善さん
38… 生活向上委員会
43… プレゼント
44… こちら編集部

https://ynl.co.jp
ボールペン、
マスコットetc

https://narakko.love

表紙写真／けいはんな記念公園、
うどん 花花、なら瑠璃絵、整体リズムヨガ教室
本誌で掲載している価格表示は、原則的に税込みです（特に明示あるものを除く）

可動域を広げるストレッチ
や、普段使わない筋肉を使
うトレーニング。ゲーム感
覚で楽しみながら行う。

運動ギライ、ロコモ対策にぴったり！
「動けるカラダ」になれる学習塾
柔術アジア王者で現役アスリート院長に
よる「体の使い方」を学ぶスクール。生駒市
内の小学校の体育にも導入される、赤ちゃ
んの動きを元にした運動法で、スポーツや
日常生活の基本動作の質を上げる。運動の
苦手な子、ロコモ対策のシニアに最適。

サッカーで
当たり負けしない

なった
体がやわらかく 4）
藤原瑞くん（小

「動けるカラダ」で
充実した生活をおく
りましょう！

上野翔馬くん（中2）

暮らしに ハリ ツヤ

った
苦手意 識がなくな 5） けがをしなくなった
宮川知大くん（小

藤原楓くん（
中2）

空手の蹴りが安定

松本一郎院長

自分磨き

滝本浩輔くん（小5）

初回体験レッスン

ペアで500円！
（通常1人500円）

フ
び
る！
！

■受講料
● 基礎クラス
（グループレッスン） 60分 1,000円
※火・水 19：30〜、木 17：30〜 限定各10人
● ママ向けコース
・ロコモ対策コース 60分 1,000円
※火〜木 13：00〜 限定各5人

ラ イ

ママ、シニアの
クラスあり！

一 生伸

●有効期限：2019.2.28まで
近鉄生
駒線

ロープ登り、スクワット、
腕立てなど8種目の運動
をこなす「サーキット」

萩の台

168

★
生駒南第二小

ココ

↓王寺

☎0743-76-0030【要予約】
生駒市萩の台1-2-2
（はぎの台整骨院内）
【完全予約制】
8：30〜12：30、15：00〜19：00
土曜 〜14：00
木・土曜の午後、日曜、祝日
あり はぎの台整骨院 検索

子どもも大人も、新しいことに挑戦するのはドキドキ☆ワクワク。
「新しいスキルを身につけたい」「魅力的なカラダづくりがしたい」
「自分の得意を伸ばしたい！」そんな声も多いはず。
今年こそはぜひ一歩踏み出して、今よりもっと潤いのある生活を！

.
dy. design. works
haginodai. bo内
）

レーニング
■生駒市／体幹ト

（はぎの台整骨院

予約時に
「yomiっこ見たよ」
と伝えてね♪

ー・ゴルフ教室
桜井ゴルフセンタ

フ
■桜井市／ゴル

フ
■奈良市／ゴル

ocker
LocoL
カー

マインドフルネスを
取り入れ、体と対話
しながら、ストレス
軽 減、健やかな体
と心づくりに励んで
いただいています。

ビデオレッスンで、自
分のフォームや打感が
素人なりにわかります。
コーチの皆さんも話し
やすく、寄り添って指導
してくれます。

奈良店

ロコ・ロッ

プロの指導 は的 確！
こちらの変なクセを上
手に矯正、お か げで
球質が向上、より楽し
めるようになりました。

平田耕二さん（会員歴5年）

武藤典子先生
・健康運動実践指導者
・整体ボディケアセラピスト
・メンタルケア心理士

■生駒市／整体リズムヨガ

整体リズムヨガ教室

■橿原市／エアリアルヨガ

HATI YOGA Studio

ゴルフは楽しいがイチバン！
奈良最大級の屋内ゴルフスクール

つ

●

●

デイリー
カナート
●

124

橿原市田中町579
レッスン日時はHPをチェック
あり
HATI YOGA 橿原 検索

半額
●体験レッスン
通常2,000円 →1,000円
●入会金
通常3,000円 →1,500円
●有効期限：2019.2.28まで

逆立ちや、普段簡単に
できない逆転のポーズ
が楽にできます♪ メ
タボ解消に内臓 を引
き上げましょう！

■受講料
● 月会費 6,480円
（レッスン月2回）〜
● ゴルフコースレッスン 18,000円

三条大路沿いでアクセス抜群
女性・初心者大歓迎

平城宮跡

☎0742-34-0072
24

阪奈道路
1
ジョーシン
TSUTAYA
ネットカフェ
コーナン

★ココ

奈良市三条大路4-1-21
10：00〜22：00
（土日祝〜18：00）
無休
あり

308

オークワ

屋内体験スクール500円引き！
通常1,500円
→

1,000円

●有効期限：2019.2.28まで

山口千春先生

ISTA
はばたき
●

★

ココ

卍長弓寺
奈良北
高校

富雄↓

☎090-8538-2715
生駒市上町1383 Studio Fizzy
（ISTAはばたき南100ｍ
／学研北生駒駅から徒歩約７分）
奈良リズムヨガ

検索

■日時 金曜 10：00〜11：00
■受講料 4,000円/月（4回）
● 体験レッスン 500円
（初回のみ）

初心者歓迎・性別年齢不問

緑豊かな景観にコース風な練習場でのス
クールと個人レッスン。プロによるきめ細
かくピンポイントな指導は、女性やビギナー
にも好評だ。フェアウェイ310ヤード、アプ
ローチグリーンが多く、あらゆる層のゴル
ファーが楽しみながらメキメキ上達♪

休憩室

中和幹線
市役所
169 169

「yomiっこ見た」
の予約で

体験レッスン500円→無料！

※1人1回限り

●有効期限：2019.4.30まで

肩こりスッキリ！
風邪を引きにくく、
疲れにくくなりました。

不調の原因を探り、ケア法
を指導してもらえるのがう
れしい。整形外科 （腰痛）通
いがなくなりました。

★

７

先生のレクチャーはお経か
スピードラーニング （笑）
。
今どこの筋肉や細胞に働き
かけているのか意識しなが
らの全身運動です。

畝傍御陵前

ココ

☎0744-25-1173

みやと通

かしはら
万葉ホール
オークワ 藤原京
朱雀大路跡
●
169
206

小房

学研北生駒

富雄川

←大和高田バイパス

■受講料
● 月謝
月4回 8 ,300円
月6回12,300円
● 単発
会員 3,000円
非会員3,500円
● チケット 3回 8,400円〜

冷暖房完備の屋内ゴルフ練習場。自分の
スイングをビデオ撮影し、プロのコーチが丁
寧に指導するから「基本が身に付く」と好
評だ。球筋の確認は、少人数制でゴルフ場
送迎付きの野外レッスンがお薦め。初心者
やシニアの方も安心してゴルフを始めよう。

“ムリなく楽しく”心と体のバランスを整
え、音のリズムに合わせた『リズムヨガ』
で筋肉の活性化を促し、関節の可動域を広
げる。健康＆美容のW効果を促進。無理な
体勢（ポーズ）はなく、体が硬くても大丈
夫！ まずは運動習慣を身につけよう♪

白
庭
台

ハンモックに身体を預ける
新感覚のエアリアル(空中)ヨガ！

←
生
駒

／ハチ ヨガ スタジオ

天井から 吊 るした布に体を預ける「エア
リアルヨガ」。無理なく体幹が鍛えられ体が
伸びるので、初心者や体の硬い人にも安心。
逆さまのポーズは下垂した内臓の位置を自
然にリセット。代謝アップやむくみ解消に
も効果的。まずは体験レッスンを！

フェアウェイ310ヤード！
プロによるレッスン、老若男女に好評！

深層筋のコントロールを学び
不調の原因を知り楽しく体を整えよう!!

☎090-5136-9844
←八木

JR・近鉄
桜井

165

薬師町

榛原→

★

外山

ココ

桜井市外山747
夜明け〜21：30
無休
あり
■ほぐし処 ビッグサム隣接

女性専用打席や飲み物サービスなどもあり
リシャフト工房Dr.GOLSYS併設！
■打席数／80 ■フェアウェイ／310ヤード
■ボール代／60球500円
※プリペイドカードがお得
■貸しクラブ無料
■貸し靴なし（スニーカーでＯＫ）

仲良しママ友。
左から伊藤さん（6年）、国宗さん（6年）、山本さん（3年）
ゴルフコースレッスン
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■奈良市／音
楽教 室

無添加“手前みそ”づくりで
生きてる味噌の味とパワーを！

しらきエレクトー
ン・ピアノ教室

■田原本町／
味噌づくり

嶋田「手前味噌
づくり」教室

あかはちみそ

「楽しく！ 元気に！」をテーマ
に、レッスンではいろいろな
方法で音楽に触れていきます。
時には歌ったり、曲に合わせ
て体を動かしたり。楽器を通
して音楽を楽しむお手伝いが
できればと思っています。

■天理市・生駒市／そろばん・暗算

チャイルドスクール

そろばん教室がプロデュースする
プログラミング授業を開講！

■授業料
● 入学金
5,000円
● 月謝
6,500円（小中高部）
6,000円（幼児部）

白木茉莉香 先生

↑西大寺

三松禅寺
卍

石標
●

ココ★

奈良市七条１
不定休
なし
jasmari.web.fc2.com

生駒校・天理北校
新規開校

■受講料
【レッスンコース】
● 幼児コース （20分/年43回）
5,000円/月
● こどもコース
（30分/年43回）6,000円/月
● おとなの個人レッスン
（45分/月2回） 6,000円/月
※時間、回数など相談可

無料体験レッスン実施中！

近鉄天理線 天理→

前栽

★ココ

☎0743-63-5838

赤ちゃんの頃からEQWEL
教室に通っていました。そ
のおかげで、記憶するの
に困ったことはありませ
ん。またイメージ力がつき、
物事の捉え方がプラス思
考になりました。それはい
ろんな場面で活かされて
います。

／イクウェル

才能が目覚め伸びる時期を
逃さない！ 幼児教室
記憶力・集中力・思考力だけでなくEQ力
（やり抜く力など）といった活きる力の向上
が期待できる！ これが選ばれる理由。少人
数クラスならではのテンポの良いレッスン
で０歳〜小学生までの能力を引き出し、人
気子役の本田望結ちゃんをはじめ、才能あ
ふれる多くの子ども達を輩出している。ま
たレッスンだけでなく、子育て相談に対応
してくれるのも同校の特徴だ。詳細は各教
室、またはHPまで。

☎0745-23-5475

大和高田市日之出西本町2-25
森本ハイツ204
（大和高田駅歩1分）

☎0743-75-8433

生駒市本町9-12
シルクハイツタカギ202
（生駒駅歩5分）

眞鍋雅行さん（卒業生）

幼児から専門コースまで楽しく音楽♪
趣味からプロ級の実力まで養成

入室金無料

キャンペーン開催!!
３・４・５月度生限定
まずは無料体験にて
体験してみよう♪
●橿原神宮前教室（幼・英・小・胎・Ｂ）

☎0744-22-6871

橿原市久米町889-2
コーリンビル3F
（橿原神宮前駅歩2分）

■幼…幼児コース（0歳〜6歳） ■英…英語コース（0歳〜12歳） ■小…小学生コース
■目…目の学校
■胎…胎教コース（妊娠4か月〜） ■B …ベビーコース（〜0.5か月）
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アットホームな雰囲気と、丁寧な指導が
好評。楽しみながら絶対音感を身につけ、
能力を最大限に伸ばすレッスンが人気だ。
幼児から大人、趣味から音大受験にも対応。
近鉄奈良駅前という立地で、通いやすさも
魅力だ。
見学・体験レッスン歓迎(要予約)
中高生の「吹奏楽の基礎」短期集中講習あり

【取得資格・受賞歴】
・そろばん・暗算、奈良県史上最年少十段取得
・記憶力大会3回優勝（大和郡山市主催）
・英語朗読コンテスト優勝

奈良女子大学↑

金子
モーター
プール

★
タクシー乗場

●大和高田教室（幼・英・小・胎・Ｂ） ●生駒教室（幼・小・胎・Ｂ）

ワードで作った世界に
1つだけのカレンダー
がお気に入りです。

☎0742-24-5080

■個人指導

ピアノ ・チェロ
バイオリン
フルート・声楽
● クラリネット
● ソルフェージュ
● 楽典 ・英語

ゆうちゃん（小4）

音楽を理解できるカリキュラ
ムになっているので、子ども
たちも人前で堂々と演奏で
きるように成長しています。
保護者の皆様にも喜んでい
ただいています。

奈良市西御門町11 木原ビル4F
（近鉄奈良駅⑤番出口前）
近隣に有料Pあり

奈良交通

近鉄
奈良駅
ビル

学校の発表会での伴
奏者に選ばれたとき、
やっててよかったと思
いました。

エクセルを使って、
確 定申告の資料 作
りを頑張っています。

ソノール音楽院 検索

親子や兄弟姉妹の
！
教室生も多いデス

■グループレッスン

●

●

●

●

●

●

フルートアンサンブル
幼児のリトミック
子どもの英会話クラス

木原育代院長

TOWN光パソコンスクール

／PCサロンかつらぎ

女性・シニアに評判！
趣味から実務までPCスキルアップ!!
アットホームな雰囲気で女性やシニア、
初心者にやさしいと評判のパソコン教室。
個別指導＆自由予約制だから基礎から応用
まで自分のペースで学習できる。豊富な講
座でスキルアップもOKだ。小学生プログラ
ミング講座もあり。まずは無料体験を！
■受講料 ※価格は税別
無料体験授業
● 入会金（初回のみ）
5,000円
随時受付中！
● 月謝
超とくコース 15,800円（最大24回）
レギュラーコース 9,800円（最大14回）
ポチポチコース 5,000円（4枚つづりチケット）
（基本料金5,000円に1回ごとに500円チケット利用）
※1回60分、個別授業制、自由予約制、テキスト代2,000円〜
【講座内容】 ワード、エクセル、パワーポイント、
インターネット、デジカメ、スマホ、タブレット、SNS、
小学生プログラミング、こどもパソコン、日商PC検定
■タウン光パソコンスクール

■PCサロン かつらぎ

☎0744-34-0301

☎0745-69-7730

磯城郡田原本町千代296-5
あり

検索

小さなコンサートで

忘れても繰 り返
し教えてもらって
います。生徒さん
同士の交流も楽
しいですよ。

田原本教室（旧パソコン寺子屋）

共通
イクウェル

楽しくて毎日通ってい
ます。年をとってもやれ
ばできるものですね。

■葛城市・田原本町／パソコン教室

高天

0120-577-367

相楽郡精華町祝園西1-32-1
タカコビル1F（祝園駅歩3分）

10人以上なら出張教室も可

教 室で学習する時 は
自分の時 間が持てる
のがうれしいです。

ココ

0120-577-367

奈良市富雄元町2-3-30
（富雄駅歩1分）

●精華教室（幼・英・小・胎・Ｂ・目）

阪手
桜井→

磯城郡田原本町505
（近鉄田原本駅から東へ歩5分）
あり
嶋田味噌
検索

■天理北校／天理市櫟本町850-1
■生駒校／生駒市壱分町
（壱分南自治会集会所）

EQWELチャイルドアカデミー

●富雄教室（幼・英・小・胎・Ｂ）
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☎0744-32-2114

天理市前栽町244-3

入会金無料！

授業がよい幼児教室
教材がよい幼児教室
面倒見がよい幼児教室
効果がある幼児教室
授業プログラムが充実している幼児教室

★

ココ

24

インストラクターにな
ることが目標です。検
定試験、頑張ります。

■奈良市／音
楽教 室

■奈良県・京都府南部／チャイルドアカデミー
教室運営31年の実績

< 幼 児 教 室 部 門 >

水仙会館

役場

ソノール音楽院
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GS

●

下田みかさん（小3）

●

●

●

唐古・
阪手北 鍵遺跡
●

76歳とは思えないハリ・ツヤ顔の嶋田 稔氏（麹室で）
室町時代に用いられた法論味噌（飛鳥味噌）
を復活させ、春日大社の歳旦祭に奉納

市立病院

●有効期限：2019.2.28まで

総 合 満 足 度

小数計算の筆算を暗
算でできるようになり
ました。検定で段まで
取るのが目標です。

コンビニ

早期入会キャンペーン

イード・アワード 2018

天然発酵させた味噌は、酵 母菌を
はじめ体にいい菌が生きているから
様々な健康効果があります。うちで
も味噌は売っていますが、皆さんが
仕込まれた味噌のほうが絶対おい
しいですよ♪

前栽小

●

開講日：2/10 (日)・18(月)、
3/2(土)・23(土)、
4/7(日)
各13：30〜15：00頃
会 場：水仙会館

横山結音さん（小1）

丁寧な説明で
、
パソコ
ン
の
基
本
操作が
わかるようにな
りました。

九条

はぁ〜と ●

☎090-6989-3970

★３歳から大人まで楽しく学べる
★豊かな感性、音楽を感じる力を育む
★ピアノをもう一度習いたいという方に
★楽器経験のない人も基礎から丁寧に指導

煮大豆、米麹、塩などの材料と
器具が1人分ずつ用意され、先
生の手際よい指導で難なく仕
込めました。あとは、4～5か月
後に1度チェック、8か月後には
おいしい”天然発酵 “手前味
噌の出来上がり♥
Nさん

■受講料 4,320円（材料費込／味噌4kg）
※甘酒・どぶろくなど、
麹を使った簡単レシピも伝授
●麹1kg／米1,200円
麦1,300円
●各種味噌1kg1,300円〜
※商品価格は税別

田原本

大人も子どもも始めよう！
音楽を“楽しむ”力を育む教室

学校の算数の授業が楽し
くなりました。物をつくる
のも、勉強するのも好き。
いろんなことにチャレンジ
していきたいです。

山辺の道→

ひとり1台のタブレット環境と独自のデジ
タル教材で、全国的に注目を集めるそろば
ん教室。2020年の小学校必修化に先駆け、
今春新たに「プログラミング授業」が開講
する。そろばんで計算の基礎を、プログラ
ミング思考の両方を楽しく習得できるよ♪

ヤマハピアノ・エレクトーン認定講師・白木茉莉香先生

子どもの年齢や発達、理解力に応じた個
人レッスン教室。楽器を持っていなくても
大丈夫！“自分で感じ、自分で表現する”
音楽を楽しむ力を身につけられる。大人に
は短期レッスンが人気！ 弾きたかったあ
の曲にチャレンジしてみよう♪

『茜八味噌』で知られる創業260余年の老舗
の味噌作り教室。自家製米麹、国産大豆、
赤穂の塩を使い、昔ながらの手ごね製法・
長期熟成の味は名店御用達だ。家族の健康
増進と老化予防に一度習えば一生モノ。女
子会や唐古・鍵遺跡観光等と組んでも◎

葛城市北花内600
近隣に有料Pあり

10：00〜19：50
（火・木曜〜17：30、土日祝〜16：20）
第2・4木曜

はじめました！

↑田原本教室

↑かつらぎ教室

かつらぎサロン5周年記念
●入会金 5,000円

→無料！
●さらにオリジナル
トートバッグプレゼント

※PCサロンかつらぎ、田原本教室、両校で適用
●有効期限：2019.2.27まで
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「yomiっこ見た」または「yomiっこ持参」で特典が受けられる！
有効期限：2019 年 2月 28日まで（特に明記あるもの除く）

グルメ

健康

美容

その他

車椅子乗り入れ可
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2

2019
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https://ynl.co.jp

