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親子参加もOKのピラティススタジオ
4/1、灘駅徒歩2分にOPEN
　リハビリから発展した「ピラティス」は体幹を鍛え
しなやかな筋肉を作り、美しいボディメイクが叶う。
OPENすぐのため、希望の時間でクラスが受けや
すい。ピラティス指導歴8年の講師が分かりやすく
指導し、健康的な体づくりをサポートしてくれる！

ピラティス

● 姿勢を整えたくて通っています。
　指導の表現が分かりやすく、
　自分の体を意識して使ってい
　なかったと気付きました。 
　（40代女性）
● 骨盤の開きが気になり、
　調整のためピラティスを
　選びました。（産後の女性）

日　　程：毎週火・金
　　　　　10時半～11時半　約60分
各回定員：3組まで
参 加 費：2,000円
※詳細はスタジオに問合せを

利用者の声

POINT

2078-871-0026
http://merciosaka.com/sol_brillante.html

神戸市灘区岩屋北町4丁目3-16-5F
営／10時～20時　月曜定休　

SOL BRILLANTE
〈ソル　ブリリアンテ〉 

灘 特　　典

「シティライフを見た」で
● プライベートレッスン通常60分
・・・・・・・・・・・・・・・・7,000円→4,000円
● グループレッスン通常60分
・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円→2,000円
入会金なし

（5月末まで・新規の方）

子連れOK！
親子ピラティスグループレッスン
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神戸　ピラティス　ソルブリリアンテ　で検索

効率よくピラティスのトレーニングできるマシン
「リフォーマー」を導入。お腹をしっかり意識でき
るため、他の部位も動かしやすくなるそう！

新しくキレイで、素朴な
木のスタジオはリラック
ス効果を高めてくれる。

アイメイク　英会話　で検索 阪神鳴尾駅から徒歩5分
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70120-517-533
http://www.i-make.co.jp

西宮市鳴尾町1‐3‐11
受/9時～22時 年中無休 徒歩1分にコインP有（8台）

「シティライフを見た」で
● 体験レッスン(30分)・・・・・・・・・・無料
● さらに体験レッスン受講の先着10名の方に、
  クオカード1,000円分プレゼント！

（5月末まで・新規の方のみ・要予約）

ディーン先生

「テキストを使用しないフリートー
クのみのレッスンにも柔軟に対
応してもらえてありがたい」「外国
の食文化など自分の興味のある
質問ができるので、楽しみながら
上達できる」との声が続々。

レベルに応じた柔軟な指
導と気さくな人柄で人気
の米・西海岸出身のディ
ーン先生をはじめ、ネイティ
ブ講師が多数在籍。

教室内のブースは全てパーテーションで区切られ、周囲を気に
せず集中できる。継続しやすい環境作りをとことん追求！

１レッスン60分がたった2,580円～
マンツーマンの本格指導で
短期の初心者脱出を目指そう

　学習効果が最大限に上がる1対1の受講
形式にこだわりつつ、圧倒的な低価格を実
現した同校。多数在籍する実績豊富な講師
陣の中から、レベルや相性などを見極め最適
な講師を選出し、短期での初心者脱出を完
全サポート！従来のグループレッスンでは上達
の効果を感じられなかった人にはぴったり。レ
ッスン毎の講師変更も可能。長年英語に触
れていない人には中学英語からの丁寧な指
導を。あなたもお気に入りの先生に出会える！

マンツーマン英会話

西宮
特　　典

マンツーマン英会話

I-MAKE阪神鳴尾校
〈アイ-メイク〉

　新生活が落ち着いてきた今こそ英会話
をはじめるチャンス！同スクールは、英語
力 上 達 には 楽しむことが 一 番として

「Enjoy English！」をモットーとしている。
だから、レッスンは笑い声が絶えないほど
アットホームな雰囲気。楽しいからこそ続
けられ、長続きできるからこそ「生きた英
語」が自然に身につくそう。クラス数は
100近くあり、超初心者から上級者まで
レベルに合わせて無理なく習える。また、
休んでも授業の振り替えは電話1本で
OK、90分レッスンなのに料金は50分レ
ッスン並と通いやすいのもポイント。「夏の
海外旅行を考えている」「仕事で必要にな
ってきた」「ずっと英会話が気になってい
た」という人は、気軽に無料体験へ！

楽しむことが上達の近道
「生きた英語」を学んで
“英語を話せる”自分に

● 90分の少人数レッスンなので、たっぷり学べる
● 先生がアメリカ人のネイティブなので、
　 自然な表現や発音が身につく
● リーズナブルな会費で続けやすい
● アットホームで笑いの絶えない雰囲気
● 振替が気軽にできるのでムダなく通える
● 駅から近くて便利
● 英語圏の文化や考え方に触れられる
● いろんな年代の人と話せて新鮮

POINT

夙川クリスチャンセンター英会話夙川

特　　典

「シティライフを見た」で、
● 今学期(5～9月の5ヶ月分)の授業料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円OFF

（5月中に新規入会の方）

実際に通っている生徒のナマの声英会話スクール

西宮市大井手町3-2　（2012年現住所に移転） 
受／9時半～21時半（火曜～土曜）

JRさくら夙川

阪急夙川

グリーンタウン

山手幹線山手幹線

大井手橋

新教会ビル

夙川クリスチャンセンター　で検索
http://www.christian-center.com
楽しいイベント情報はHPをチェック

70120-02-6055
20798-72-6055

● 海外旅行で飛行機に乗る時やレストランで注文する時
に自信を持って臨めました。小さな達成感を感じること
が生活に彩りを添えています。 （50代）

● 会社で英語が必要になったのではじめました。楽しく気
負いせず続けられるのが性に合っています。 （30代）

● リスニングとスピーキングが苦手な私が、レッスンに
通うごとに少しずつ進歩していることが実感できて嬉
しい。 （60代）

● 非常にユーモアがあり、毎回新しい発見があって、授業
が楽しいです。 （40代）

● クラスの方や先生と仲が良いので通うこと自体が癒しに
なっています。仕事で体が疲れている時も必ず行ってい
ます！ （20代）

● ボケ防止のつもりで始めましたが、新しいお友達もでき、
毎週レッスンに来るのが楽しみです。 （60代）

● 外国にいる気分になれる。英検のリスニングテストでも、
良く英語を聞き取れるようになった。 （10代）

● 将来本当に使える英語を身につけて欲しいと思い、子ど
もを通わせています。家に帰ってくると、英語の歌を楽し
そうに口ずさんでいます。 （40代）

レッスンは身近な話題を英語で話すフリートークからはじまる。
「完璧でなくてOK」なので、緊張せずどんどん話せるそう！少人
数制レッスンだから発言の機会も多い。

気さくでレッスンが丁寧と生徒から支持される先生たち。
間違っても、ゆっくり正しい表現を教えてくれるので
初心者も安心して学べる。

異文化交流イベントも多数。4/29(金祝)は香
櫨園浜でのBBQ「春フェス」、5/15(日)はポッ
トラックランチパーティ、5/29(日)にはイングリッ
シュパーティを開催。

寄せられた声からわかる同校の魅力

新生活も落ち着きだした頃。
趣味やスキルアップなど、
習いごとを新しく始めることで
充実した日々を過ごしませんか？

芦屋で奏でる「天使の楽器」
キッズから大人まで、初心者歓迎

　“癒しの楽器”“幸せの楽器”とも称されるハープ。美
しい音色に心が洗われ、ラグジュアリーなお稽古事とし
ても人気。分かりやすい完全マンツーマン指導だから、

「楽譜が読めない」「楽器を持っていない」という人で
もハープの魅力に浸れる。お試し感覚で1曲マ
スターできる「完奏コース（10回）」
や、4歳からの「キッズコース」、手軽に
膝の上で奏でる「小型ハープコース」

など選べるコースが充実。

ハープ

2090-6015-4235
（受／平日12時～19時）
子ども・女性限定(男性は紹介のみ)
http://harpmusic.web.fc2.com

芦屋市東芦屋3-9 （芦屋Salon Classic）
レッスン／月・火・木曜（その他の曜日は応相談）

芦屋ハープ教室芦屋
コース内容

● キッズコース（30分×月2回）・・・・・・・・・・・・・8,000円～
● アイリッシュハープ初級（30分×月2回）・8,000円～
● グランドハープ初級（30分×月2回）・・・・・9,000円～
● 完奏コース（30分×10回）・・・・・・・・・・・・・53,000円　

（その他、中級・月3回コースなどあり）

特　　典
「シティライフを見た」で　　（5月末まで・要予約）
体験レッスン30分・・・・・・・・・・3,000円→2,000円 

イベント情報（要予約）
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● ハープ体験会＆
　ミニコンサート
■日時：5/28（土） 10時半～
■場所：芦屋salon classic
■料金：1,500円（子ども無料）
● ランチコンサート
■日時：6/17（金） 12時半～
■場所：芦屋embrace
■料金：4,500円（ランチ代込み）

芦屋ハープ教室　で検索

レッスンではめったに手に触れる機会のない高品質
なハープを使用。グランドハープやアイリッシュハー
プなど、リクエストに応じた楽しいレッスンが魅力。

上田あづ紗先生。武蔵
野音大卒後、フランス
やスイスでも経験を積
んだ現役オーケストラ
奏者。ソロコンサートや
イベントなどでの演奏、
さらにはハープセラピス
トとして医療現場でも
高評価。経験者向けの
本格レッスンにも対応。

「お子さんでも、楽しみながら楽譜が読め
るようになりますよ。人と比べることなく、
優雅に、特別な習い事としてハープを楽
しみませんか？」と穏やかな人柄も評判
のあづ紗先生。

応募方法／はがきもしくはFAXに
解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電
話番号を明記の上、編集部までお
送りください｡抽選で5名様に記念
品をプレゼント。(毎月25日〆切)

応募先／FAX　06-6368-3505
〒566-0001  摂津市千里丘1-13-23　
シティライフ「クロスワード」係

●4月号の答え　ハナイカダ


