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　健康で長寿、病気の早期回復、病気予防にと数多く
の製品が販売されているが、その種類は、漢方を始め、
アガリクス、フコイダン、冬虫夏草、紅豆杉、乳酸菌、免
疫ビタミンなど多種多様。しかし実際に一人ひとりの症
状と体質に合った実績のある商品を選ぶのは豊富な知
識と技術が必要です。「本当の健康は
免疫力を高めることから」と藤本先生。
「幸せは健康から」と戸田先生。健康
に不安のある方、免疫力を高めたい方
は一度、漢方と免疫のプロに相談して
みては。何事も諦めない事が大切！

茨木薬店は女性の漢方アドバイザー戸田先生が優しく
親身に相談にのってくれる。

ガン・老化・認知症は免疫低下から
今、話題の「免疫ビタミン」

肥満・不妊症、アトピー性皮膚炎、自律神経、体調不良、免疫（免性細胞）、膠原病 など

漢方瑞雲 高槻薬店
高槻市芥川町1-11-1（JR高槻徒歩3分）
水曜・講習会日休　相談/10時～18時
2072-686-0090
※各店、予約制の為相談前に一度連絡を

国際漢方 茨木薬店
茨木市真砂1-11-35（平和堂1F）
無休　相談/10時～18時
2072-638-9939

大阪で唯一「あなたの
町の国際中医師」に掲
載された藤本先生。

原因を見抜く的確な診療が評判に
あきらめずに訪れてみて

頭痛・腰痛・関節炎、だるさ、疲労感  など

　「何をしてもだめだったが山田先生に見てもらったら治った」と
地元はもちろん遠方からの通院も多い同医院。指圧師、鍼灸師、
理学療法士としての経験や知識もあるので、症状に対する原因
を見抜く力がすごい。どこが悪いかをズバズバ言い当て改善へ導
いていく。悩んでいる人はぜひ相談を。

［高槻］いこい治療院
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高槻市上田辺町2-12　
VIVID BLDⅡ（ヴィヴィッドビルドツー）
（旧てらもと第2ビル）
受／9時～20時　完全予約制　
日曜、祝日休診

● 初検料・・・・・・1,000円
● 施術料・・・・・・3,000円
● 冷却料・・・・・・1,000円
（必要な方のみ）
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2072-657-7186
WEBは「茨木 まつお整骨院」で検索

レントゲンに基づいた確かな施術
背骨・骨盤矯正の専門院

背骨矯正、首、腰痛、頭痛、しびれ、むち打ち など

　全国でも数少ない背骨・骨盤矯正の専門院。最新設
備でレントゲンを元に骨格の歪みを分析、最先端の骨格
矯正を行う。雑誌にも度々掲載されるほど施術技術が高

いと評判で、「肩こり、頭痛が良くなった」「説明がわかりやすい」との声が多い。肩こり・頭痛・腰痛
はもちろん交通事故によるむち打ちなど、どこへ行ってもよくならない辛い痛みこそ気軽に相談を。
［茨木］ レントゲン骨格矯正オフィス
まつお（まつお鍼灸整骨院） 特典

「シティライフを見た」と
予約で新規の方
レントゲン分析料3,240円が
→1,000円に（4月末まで）

茨木市東中条町１０-１８　ル・モンド茨木１０２
営／９時～１２時半 １６時～２０時 
完全予約制　水・土午後、日・祝定休

高齢不妊・二人目不妊が得意と評判
実績豊富で国内有数の不妊治療専門院

高齢不妊、繰り返す流産、２人目不妊、男性不妊など不妊全般 など

　不妊に悩む2万700人以上をサポートしてきた同院。多くの
人が頼る理由は、高齢不妊や二人目不妊、繰り返す流産、卵
子の老化、男性不妊など、各分野の経験豊富なプロが在籍す
るから。全国の不妊クリニックの情報も多く、丁寧なカウンセリ
ングで精神的にもしっかり支えてくれるので相談してみて。

［茨木］
不妊治療専門漢方鍼灸治療院
馬場聖鍼堂〈ばんばせいしんどう〉

● 初めての方は
  無料体験治療から。
約３０分のカウンセリングと
約３０分の鍼灸体験治療。
さらに、お灸もプレゼント中

2072-633-3253
http://www.e-harikyuu.com/

茨木市主原町6‐32　駅から徒歩約８分 
9時～20時（完全予約制）　日曜定休 Ｐ有
※営業日・場所詳細についてはお問合わせ下さい。
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15 138馬場聖鍼堂　で検索！
●不妊治療説明会も毎月開催中！

歪みを整えて免疫力UP＆未病予防
不調を感じるなら早めに相談を

生理痛・生理不順・冷え症・筋肉疲労・肩こり・腰痛  など

　春先のムズムズや女性特有の不調は、骨盤の
歪みが代謝を妨げているのかも。歪みは血管や内
臓、子宮を圧迫し、生理痛や不妊症など婦人科疾
患にもつながるとか。同院では手技のみで骨格を
整え、体内循環をスムーズに整えてくれるので免疫

力も高まり未病予防にも！所属する全国健康
生活普及会の調査で、98.6%が「効果」を感
じているカイロプラクティックを体験してみて。

2072-685-7850
www.wellness-g.jp/index.php/shop/top/takatuki

高槻市高槻町13-5　牧ビル303 
営／10時～21時  
完全予約制  日曜定休　

［高槻］クリニカルカイロ
 ～陽だまり～ 高槻院 

特典 「シティライフを見た」で　（4月末まで・要予約・新規の方）
● 施術料 5,500円→2,500円 ● ペア施術 → CLポイント500pt

豊富な知識と経験に加え、女性ならではの的確なアド
バイスで幅広い世代から信頼が厚い鈴木先生。
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阪急茨木朝カフェの会（茨木市）
スタート／2014年10月　活動／木曜7時～9時（出入り自由）　場所／ガスト阪急茨木市駅店（茨木市別院町３-３４サンワビル2F）
費用／モーニング代実費　問／http://www.asacafenokai.com/　 080-3812-9545（丹後）

フリードリンクを取りにいきやすいよう、席を
そのままにして、ゆったりと会話を楽しんで
いる。青い「朝カフェの会」の旗が目印。

サークル・クラブ・ボランティアなど、地域で仲間と共に活動しているみなさんをご紹介します。　

集え、元気なサークル・クラブ・ボランティア

　ルールは「人が嫌がることをしない」のみ。少し早起きしてカフェ
などに集い、情報交換や会話を楽しむ「朝カフェの会」が全国で急
増中。茨木市でも、「地域の人と知り合う機会がない」「事業を始
めたので人脈を作りたい」などさまざまなメンバーが、モーニングを食
べながらリアルな人間関係を築いている。「朝から新しい出会いが
あってテンションが上がるので、仕事にもいい影響が出ています」と
いう声も多い。「エネルギーや出会い、早起き
の習慣、アイディアを求めているなら、一度
参加してみてください」という主催者の丹後
さんが明るい雰囲気を作っている。

2072-634-2233

茨木市舟木町12-3 コート舟木 1F
受付／月曜～土曜 9時～13時
　　　月曜～金曜 16時～20時
土曜午後、日曜、祝日休み　
予約優先
阪急茨木市駅徒歩4分

［茨木］岡部針灸整骨院
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無料駐車場2台あり岡部針灸整骨院　で検索

「説明が詳しくて安心！」、「人柄が温かくて癒される」、と技
術だけでなく雰囲気も良い。

「元気に過ごしたい」という気持ちに
精一杯向き合い真の改善へと導く

肩こり・腰痛・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症  など

　肩こり腰痛はもちろん、繰り返す痛みや坐骨神
経痛・脊柱管狭窄症といった重い症状でお悩みの
方はぜひ同院を試してほしい。まずは今ある痛みを
取り除き、その人に合う運動や姿勢などのアドバイ
スで痛みが出ない体へと導いてくれる。「痛みの原
因を見つけてくれた！」、「徐々に改善していくのがわ
かり、今は痛みの予
防や疲れを取り除く
リラクゼーションで
通っています」との
声があり、紹介が多
いのも納得！

特典 「シティライフを見た」と予約で　（4月末まで）
● 50分根本施術
初回6,900円＋2回目5,400円＝12,300円
お試し価格2回で2,980円
※施術があえば3回目以降も来院できる方対象
※4月5月の予約が埋まり次第終了
● 症状相談の電話受付中！

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

　その黄色いタクシーは、千里丘タクシーが所有している世界初
のソーシャルタクシー「MERRY TAXI」。執行役員の新田さんに
お話をお伺いしたところ、乗車1回ごとの売上運賃から10円が、
NPO法人「MERRY PROJECT」に寄付され、笑顔の街づくり事
業のために役立てられてたり、地域貢献の社会活動に利用され
ているそう。
　「MERRY PROJECT」は、「笑顔は世界共通のコミュニケー
ション」を合言葉に、笑顔とMERRYな（楽しいこと、幸せなときな
ど）メッセージを集める活動を行っています。
　その活動を知り、趣旨に賛同した新田さんが何かできないか…
と考えたのがこのタクシー。千里丘タクシーの55周年を記念し、何
年もかけ構想したこのプランがようやく実行にうつることに！昨年
12月16日に出発式を行い、23日には「MERRY SMILE XMAS 
in OSAKA」というイベントを開催。たくさんの子どもたちの笑顔に
出会うことができたそう。「子どもの笑顔は大人も笑顔にさせてくれ
る。摂津を笑顔溢れる街にしたい」と、今後街づくりの一環としても
様 な々活動を予定しているとのこと。
　「MERRY TAXI」は現在2台。配車の電話をもらう際「黄色い
タクシーでお願いします」という依頼も少しずつ増え、認知度も上
がってきているよう。「たくさんの方に乗っていただき、MERRY 
TAXIが世界を救えるような存在になれれば」と話してくれました。

まちの気になるネタ、
根掘り葉掘り調査します！！
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ＪＲ千里丘駅周辺で黄色いタクシーを見かけたとの目撃情報が複数寄せられ、ニュ
ーヨークのタクシーに似ているとのこと。どんなタクシーなのか早速調べてきました！

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

摂津市周辺を走る黄色いタクシー、その正体は?!
調査日：3月18日(金) 

編集部・木下

（上）「MERRY TAXI」のMERRYは
「MERRY CHRISTMAS」のMERRY。
HAPPYよりも深く、幅広い意味があ
るそう

（中）千里丘タクシーの建物には世
界各国の子どもたちの笑顔の写真
とメッセージが

調査結果 「MERRY TAXI」は乗るだけで誰でも簡単に参加できるチャリ
ティープログラムでした。子どもたちを笑顔にするだけでなく、街づくりの一環とし
ても今後大きな役割を果たしてくれることを期待しています！ 

千里丘タクシー株式会社 摂津市千里丘東2-6-25 TEL:072-623-0071（問い合わせ）
（下）走行中の「MERRY TAXI」を
目撃！


