
カフェ講座ランチ付きレッスン

会員￥1,430 ／非会員￥1,760

レッスンのみ

会員￥880／非会員￥1,210
11：00～12：00

レッスン

…ママ向け …ベビー向け …どなたでも

親子
スイミング

※入館料別途￥660
※6ヶ月～OK
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姿勢美人体操
＆

ママビクス
（かな先生）

ベビーマッサージ
＆

赤ちゃんヨガ

敬老の日
工作

臨時休業

臨時休業 臨時休業

すぐに!いつか!?
働きたい女性

Fullサポートセミナー
※貸切講座

リフレッシュ
ヨガ

（いつみ先生）

親子ヨガ
（いつみ先生）

親子フィット
＆

ママフィット

ブラウブリッツ秋田
サッカー教室体験
※歩けるお子さん～OK

無料！

無料！

ベビーダンス
（しほ先生）
※首すわり頃～OK

※全て税込み価格です。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休業となる場合や、
レッスン・講座内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

中ノ瀬 鈴の

HAPPY占い

秋の訪れとともに生活リズ

ムやパターンが大きく変化

するかも。上手くいかなく

ても落ち込まず、信頼でき

る人に相談して上手に乗り

越えましょう。

4 月生まれ

4/1～ 4/30

夏の暑さの疲れが出そうで

す。お気に入りのリラクゼー

ショングッズで自分自身を

癒してあげましょう。マッ

サージや整体で整えるのも

おススメ。

10 月生まれ

10/1 ～ 10/31

前半は気持ちが前向きです。

しかし寒さを感じる頃には

フットワークがダウン気味。

やらなければいけないこと

は先延ばしせず前半のうち

に行動を。

5 月生まれ

5/1～ 5/31

期間の後半、家族とのケン

カが心配。ちょっとした行

き違いから言い争いになっ

てしまう可能性も。お互い

意思疎通をしっかりとって

争いは最小限に。

11 月生まれ

11/1 ～ 11/30

期間の中頃は運気が良いの

で楽しい時間を積極的に作

りましょう。家族とお出か

けや気心知れた友人とカ

フェ、素敵なランチタイム

などワクワクする計画を。

6 月生まれ

6/1～ 6/30

日頃の喧騒から離れてひと

りの時間を意識して作って

みましょう。日々家族のた

めに頑張っているのですか

らこの 3ヶ月は力を抜いて

過ごしてみて。

12 月生まれ

12/1 ～ 12/31

普段なら我慢できるのに何

故か我慢できなくてキツイ

口調になってしまうかも。

秋の夜長、モヤモヤした気

持ちを引きずらないよう感

情のコントロールを。

7 月生まれ

7/1～ 7/31

運気の波のアップダウンが

大きい時期です。特に期間

の中頃はイライラモヤモヤ

しやすいので重要な判断は

周囲の人に相談して協力を

仰ぎましょう。

1 月生まれ

1/1～ 1/31

寒さの訪れとともに心身の

疲れを感じるかも。多忙の

あまり身体が思うように動

かない時もありそう。普段

頑張っている自分をいた

わって早めの回復を。

8 月生まれ

8/1～ 8/31

季節の変化とともに徐々に

運気が上昇。新しい刺激を

受けて気持ちが前向きにな

りますから興味関心が湧く

ことには積極的にチャレン

ジしてみて。

２月生まれ

2/1～ 2/29

精神的に不安定な時期です。

誰にでも平等に運が良いと

き悪いときは回ってきます。

低迷期を抜け出すまでス

ローペースでゆったりと過

ごしましょう。

9 月生まれ

9/1～ 9/30

前半は停滞期のため調子が

出ませんが後半へ向けてど

んどん上がっていきます。

自然と行動力がアップしま

すから、調子が上がらなく

ても焦らずに。

3 月生まれ

3/1～ 3/31

�r����
中ノ瀬 鈴
陰陽五行 (算命学 )を用いた占い師。鑑定歴 17年。
対面での鑑定の他に、遠方など対面鑑定が出来ない方には
LINE 通話でも対応可。お気軽にご連絡下さい。
(LINE 通話で鑑定の場合、鑑定書は PDF でお渡しします )

【3月からの 3ヶ月間占い　9月～ 11月】
※注意：生まれた日が月の上旬（1～ 6日頃）の人は、生まれた月の前月も
参考にして下さい（例　4月 3日生まれ→3月の占いも参考に）

LINE は
こちらから

-INFORMATION-
９月

-September-

マタニティ向け
フラワーベビークラウン作り

『夏に受けたダメージのケア』＆
スキンスコープその場でお肌チェック！

550円お食事券付☆
参加費無料！
※定員 3組

ママのためのお仕事相談会
全職種対応！

770円お食事券付☆
参加費無料！

スキンケアサンプルプレゼント
770円お食事券付☆
参加費無料！
※定員４組

14日(水)・21日(水)・28日(水)
①11:00～ ②12:00～

12日 ( 月 ) 10:30 ～
12日 ( 月 ) 10:30 ～

14日 ( 水 ) 10:30 ～

教育資金について学ぼう！

1,870 円お食事券付☆
（ランチ＆デザート）
参加費無料！
※定員 2組
※初めての方限定

ファイナンシャルプランナー
豊島さん

ファイナンシャルプランナー
近藤さん

26日 ( 月 ) 10:30 ～

はじめての住宅ローン

21日 ( 水 ) 11:00 ～

22日 ( 木 ) 10:30 ～

資産運用と
ライフプランセミナー

1,320 円お食事券付☆
参加費無料！
※定員 4組
※初めての方限定

イノベーションさん

中ノ瀬 鈴さん

フォトスタジオ
スマイリーさん

メナード化粧品
フィオーレマキさん

育児相談会

参加費無料！
※定員４組

5日 ( 月 )
①10:00 ～ ②10:30 ～
③11:00 ～ ④11:30 ～

助産院ばーすさん

親子鑑定
～生まれ持った気質や

今年の運勢等を知ろう！～

鑑定料 1,650 円
　　　 （お子さん 1人）
550円お食事券付☆
※定員４組

770円お食事券付☆
参加費無料！
※定員３組

撮影付

撮影付

撮影付

撮影付

NEW！

住宅ローンアドバイザー
佐藤さん

感染対策のためご利用のお客様に
確認させていただいております。

　●体調が良くない方
　●37.5℃以上の熱がある方
　●2週間以内に県外との往来が
　　あった方

上記に該当される場合、ご利用を
ご遠慮いただいております。


