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家事サービス・出張調理 CATi 〈キャティ〉

家事のモヤモヤを解決したい！

女性スタッフのみ、1時間2,350円～
リピート8割の家事代行
　引っ越しや季節の衣替え、片づけお掃除など忙
しくなる3月。プロに頼って家事ストレスから脱出！
「全てを自分でやらないと、今までは子育て親の世
話、仕事などてんてこ舞いでした。でも思い切って
お願いすることで部屋がきれいになっただけでなく
気持ちが軽くなりました！」との声も。細やかな仕事
ぶりも人気のヒミツ。まずは一度相談してみて。

スタッフ 末武さん

各ご家庭の要望に合わせて小回りをき
かせるようにしています。どんなことでもご
相談ください。

ココがPoint!

まずはカウンセリング&見積（無料）
掃除、片づけ、犬の世話、買い物などそ
の人の要望に合わせてのプランを組み
立ててくれる、融通のよさが人気！

30代～５０代のベテランスタッフだから安心して任せられる。

さぁ実際に掃除スタート
プロのスタッフが手際よくおこなってくれ
るから、たちまちきれいに。30代～50代
の女性スタッフというのも安心。

ほぼ2時間で完了！
掃除の場合は2時間でキッチン・洗面・トイ
レ・浴室と一通りきれいに！

● スピーディーコース（2人～5人のスタッフで対応）
　※部屋数や家族が多い人向き…3,000円+税／時
● シンプルワンコース（1人のスタッフで対応）
※高齢者の人、家族が少ない人向き
　…2,350円＋税／時
※いずれも2時間より、スタッフ1人の価格
　（交通費込・入会金年会費なし）

特典  「シティライフ見た」で15分延長サービス！
　　　（3月末まで）

身近な気になる情報をお寄せください ！ 採用された方には素敵なプレゼントを進呈募集

　箕面市のキャラクター「滝ノ道ゆずる」は
今や全国的にも大人気のご当地キャラ。そ
の「滝ノ道ゆずる」をあしらった箕面市オリ
ジナルの婚姻届を2014年に作成。提出
時に記念用の「二人のための婚姻届」に
「ゆずるスタンプ」を押印してくれるサービス
が。市役所本館ロビーに設置されている記
念撮影用のボードで写真撮影もしてもらえ
る（カメラ要持参･開庁時のみ）。
　箕面市･窓口課戸籍住民異動室参事の
鈴木さんにお話をお伺いしたところ、2014
年12月15日から配布･ダウンロードを開始
し、2/9現在で647件婚姻届を受けとったう
ち376件がこの「滝ノ道ゆずる婚姻届」で、
「かわいい！」と好評を得ているそう。
　現･市長が市民より「箕面市はご当地婚
姻届を作らないんですか？」という意見を受
け、それが基となり作成に至ったそう。婚姻
届のデザインと記念撮影用のボードは市
役所職員によって作成されたというから驚
き！「この記念すべき日を最高の1日にした
い…」という熱い思いが伝わってきます。

まちの気になるネタ、
根掘り葉掘り調査します！！
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　2014年12月に箕面市オリジナルの「滝ノ道ゆずる婚姻届」が登場したの
をご存知ですか？この婚姻届を作ることになった経緯などを調べてきました！

地域ニュースサイト
「City Life News」
もチェック！

 シティライフ で検索

氏名・住所・電話番号・調査依頼内容をご記入いただき、ハガキ、FAX、メールのいずれかで応募ください。
採用情報はお電話にて連絡させていただきます。
宛先 ： 〒566-0001　大阪府摂津市千里丘1-13-23　シティライフ 「気になる情報」係
FAX ： 06-6368-3505　mail ： kininaru@citylife-new.com

ゆずるくんも祝福！
箕面市オリジナルの『滝ノ道ゆずる婚姻届』とは？

調査日：2/15（月）
調査員：編集部　木下

（上）婚姻届を2人で持ってボード
の前でぜひ記念撮影を！
（左）「二人のための婚姻届」には
写真を貼付できるスペースも

「滝ノ道ゆずる婚姻届」は市役所窓口･豊川支所･
止々呂美支所での配布、もしくは市ホームページか
らもダウンロードできます。（ダウンロードした場合は
必ずA3サイズでプリントアウトして下さい）。

「
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箕面市 市民部 窓口課 戸籍住民異動室
TEL 072-724-6724（直通）　
開庁時間：8時45分～17時15分
※土曜日も開庁しています

婚姻届についての問い合わせ先

大阪市東淀川区東淡路2-6-6
（近江屋高級クリーニング）
10時～17時（サポートセンター）　日祝定休

20570-064-378
https://reaqua.jp/

リアクア

衣替えを楽にしたい！
自宅で簡単クリーニング
冬物衣料も行く手間いらず
　春に向け冬物お手入れの時季、外出不要の宅
配クリーニングが便利！大手アパレルとの提携など
高い技術も評価されている。プレミアム会員（月額
300円）ならさらにお得なためこの機会にぜひ！ まと
めてスッキリきれいにしてみては！

「多忙で店に行けない」「家族分のダウンが重い」そんな方に
もオススメ。「6ヶ月無料保管」サービスも好評。

特典Menu ● Ｙシャツ………………230円
● ジャケット（スーツ上）…820円
● パンツ（スーツ下）、スカート、
    セーター、フリース等…520円
● コート………………1,800円
● ダウンジャケット ……2,380円

注文時、
クーポンコード「citylife」と入力で　
2,000円以上注文の方、
1,000円off
合計3,000円以上で送料無料
（3/1～3/末まで） リアクア　　で検索

「旬と地場」を大切にした安心野菜
畑作りからこだわり未来へ
　「農薬ばかり使った畑だと野菜も元気がないし、
美味しくない。何より畑がいずれ疲弊してしまい耕せ
なくなる」だからもっと農家さんと一緒になって畑を
守る、それがよつ葉の40年来変わらない想いだ。農
薬や化学肥料に頼らない元気な野菜を流通させる
ことで持続可能な農業を応援！またウインナーや惣
菜なども自社工場で作り、余分なものを入れない美
味しくって安心できるものを届けている。毎週届くカ
タログは内容も種類も充実！1点からでも届けてくれ
て楽チン（宅配料金無料）。まずは一度試してみて。

「大好きな農業をずっと続けられるのがほんとう
に幸せ。自分たちも美味しいと思える野菜づく
りをこれからもしていきたい」

瀬戸内海の穏やかな気候の生口島で育った
かんきつ類がこの時期は旬。「仲間と一緒に
持続可能な農業で島と海を守っていきたい」
と代表の能勢さん。太陽の光をたっぷり浴び
たみずみずしい味わい、一度食べてみて。

畑をダイレクトに感じるにはぜひ野菜大好き
会員さんへの登録を。大阪府高槻市・能勢
町、京都府亀岡市・南丹市の野菜を中心
に豊作のときには割安価格で豊作野菜を
届けてくれる。

「こんなにも人参って味があるんだ」
「美味しい」と人気。大地の中でしっか
り育った本来の甘みが特徴。人参嫌
いな子でもぜひ生で試して欲しい。

特典

● 子どもが野菜を食べない
● スーパーで買った野菜が美味しくない
● 安心できるものを食べたい
● ウインナーとかお菓子とか子どもが
  好きなものこそ安心なものにしたい

スタッフ　稲原さん

農家さんと季節ごとにどういった
作物をつくっていくかなど会議を
しながら（作付け会議）安心して
食べられる美味しい野菜をお届
けしています。よつ葉の野菜は便
利な宅配の他、直営店や移動
販売車でお買い求めください。

ココがPoint!

今の生活を見直そう！

困ったなぁ…

70120-304-280 FAX.072-727-7050

お試しセットのお申込み・お問い合わせは

関西よつ葉連絡会 産地直送センター 

よつ葉ホームデリバリー　で検索

入会金・年会費・宅配料金無料
「シティライフを見た」で
● 紹介した生口島のかんきつ類や
  人参が入ったお試しセット
  1,000円→500円（3月末まで）

「旬の野菜、こだわり食材から
お届けします！」（イメージ図）旬を

感じる！

よつ葉の直営店 ふるさと広場 曽根店 
大阪府豊中市曽根東町1-10-24　206-6857-4039　
営／月～土曜　10時～19時（日曜10時～17時）
阪急曽根駅からスグ
P3台有り ※曽根東町モータープール（1）（2）（3）

「便利な宅配まずはお試し下さい」

※店舗・移動販売車では
　お試しセットの販売なし

移動販売車は
箕面周辺を
回っています！
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お問合せは ゴウダ株式会社
0120-1504-52 茨木市上郡2-13-14

ゴウダC&Eビル 4F

来場特典
QUOカード
500円分

ご成約特典

空気清浄機

2016年4月から
電力の自由化が始まります。

リフォームイベント同時開催

自由化になることで、今後どのように
電力事情が変わっていくのか、売電価格などに
ついてお話します。この機会にぜひご来場下さい。

10：00～17：00

3/27 場所  ゴウダC&Eビル場所  ゴウダC&Eビル
時間  10：30～、13：00～、15：00～時間  10：30～、13：00～、15：00～日

『太陽光発電』『新電力』
 　　　　  セミナー開催！

まだまだいけます！


