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　学習机をお得に賢く購入するなら今がチャ
ンス！同店では2017年新型モデル現品処分
セールがスタート。人気のコイズミをはじめ、有
名メーカーの学習机が150台以上揃い、いろ
いろな商品を見比べ選ぶことができる。ほぼ全
品デスクマット、イスが付いてお買い得！長く使

うものだからこ
そ、納得のデスク
を見つけて。

2017年新型モデル現品処分セール開始
入学間近の今がお得な買い時学習机

キッズスペースもあるので、お子さ
ん連れもゆっくり選べて嬉しい。

豊中市原田中1-9-1　
営／10時～19時　金曜定休　Pあり
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カーナビには下記の番号を入力
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コイズミ、イトーキーなどの有名メーカーものをお得に！

　友だちと一緒に体を動かし、心身共に育んでいく体操教
室。集団生活のルールや思いやりを知ってコミュニケーシ
ョン力もどんどん上達。楽しみながら運動能力がアップする
マット運動や跳び箱、
鉄棒などの独自運動
プログラムが評判。ま
ずは体験レッスンを！

幼児期に大切な心身の成長をサポート
思いやり等、コミュニケーション力もUP子ども体操教室

茨木中央ファミリースクール
JR茨木 体操教室 

2072-627-2800
http://www.family-school.net

【幼児体験レッスン】
対象：2～4歳の未就園児、受付：2月23日（木）13時半～
（整理券は12時半～配布） 
※電話申込不可、お友達1名まで同時申込可能　
※12時迄は、入館不可　※体験中はビデオ及び写真撮影不可
1日体験レッスン（参加費500円）
※マット運動、跳箱、鉄棒、トランポリンなど
3月2日（木）・9日（木）の14～15時　各8名
1ヶ月体験レッスン
4月～月4回（月・火・水・木・金）の中から曜日指定。10時～
11時半（短期教室期間中は時間変更あり）各曜日2～3名
授業料7,020円（税込み）スイミングとセット不可

1ヶ月体験後入会特典
5月より本科クラスに入会された方
入会金2,160円免除 ＆ 

スクールTシャツ＋ 短パン プレゼント

茨木市中穂積1-3-19　三島府民センター西隣
営／平日9～21時　休／スクール指定休校日
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大阪高槻京都線大阪高槻京都線
三井住友三井住友

　171号線沿い、高槻の千代田にあるフォトスタジオバルー
ン 高槻スタジオは、思い出に残る最高の1枚に仕上げてくれ
ると評判。ただいま高槻スタジオ限定で、4つ切額付き
(40×35cm)に2ポーズ手札台紙入りと額入り写真データが
ついて2,780円(税別)の赤ちゃんフェアーを開催中！また、8ヶ
月～8才位(身長130cm位)までのお子さんにはデザインアル
バム4,630円(税別)のドレス・タキシードフェアーも開催してい
るので、詳しくはwebをチェックしてみて！

明るくて広いバルーンの高槻スタジオ
赤ちゃん、ドレスタキシードキャンペーンを開催

70120-753-317
2072-668-7456
http://www.studio-balloon.com/
ブログ：http://balloon818.citylife-new.com

高槻市千代田町5-5
営/10時～18時
木曜定休、水曜不定休

フォトスタジオ

赤ちゃんフェアー
6ヶ月～2才までのベビー限定
2/28（火）までの撮影・・・2,780円（税別）
4つ切額付き（40×35cm）プラス2ポーズ手札台紙入り
（16.5×16.5cm）付き
※額入り写真はデータ付き（700×1,000ピクセル）
（土曜・日曜・祝日は13時からの撮影）

ドレス・タキシードフェアー
8ヶ月～8才位（身長130cm位）まで限定
2/28（火）までの撮影
・・・デザインアルバム4,630円（税別）
A4見開きアルバム（5ポーズ）入り
衣装2点お着替え（ドレス、タキシードに限る）
（土曜・日曜・祝日は13時からの撮影）

　　　　
　　　 フォトスタジオバルーン
高槻スタジオ

高槻

阪急高槻市駅より徒歩約15分

至大阪 至京都
阪急高槻市

ユーポスきんのぶた

国道１７１号線
天王町
バス停
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　わが子の難しい健康トラブルに全国
から相談が寄せられる同院。各メディア
に紹介されている「新脳針療法」で数
多くの良好例があり、家族が驚くほどの
復調を見せることも。個々に合わせて
頭部を中心に、手足にも針を打ち、微
弱電流を注入することで、萎縮した脳
神経細胞を活性化させ、脳内ホルモン
の分泌を促す。「たった数回で改善し
た」「おねしょをしなくなった」「コミュニケ
ーションがとれ理解力がでてきた」「笑
顔が多くなった」など、喜びの声が
続々。早く対処するほど、その後の改善
に期待が持てるそう。今すぐ相談を！

「針は小鳥が餌をついばむほどの刺激です。小児てんかんや自閉
症、発達遅滞、言葉の遅れ、喘息、夜泣き、目・鼻・口・耳・喉の不
調から、診断がついていないけど疲れやすいなどの気になる症状
まで、あきらめずに一度ご相談ください」と院長。

子どもの発達障害や体の不調を改善へ
原因である脳神経に「新脳針」でアプローチ針灸接骨院

206-6345-1000

大阪市北区堂島2-3-1　
受／9時～12時半、
　　14時～18時半　
　　(土曜は8時半～13時)　　
木・土曜午後、日・祝休診

　　新脳針医学研究所 堂島針灸接骨院
梅田

堂島針灸接骨院　で検索
より詳しく知りたい人はPC版HPへ
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大阪駅より徒歩10分

おなか・おねしょ
立ちにくい・
歩けない

発作・ふるえ・
がくがくする

吐く・どもる

かんしゃく・夜騒ぐ

ことば・運動機能の
遅れ・心の病気

骨・身体の異常

目・耳・喉・鼻
の不調

発達遅滞・
てんかん・
学習障害　

● 広汎性発達障害（6歳女児）
学校で毎日問題を起こしていましたが、針を受け始めてから授業への
取り組みが良くなり、以前より長く座っていられるようになりました。あ
いさつも言えるようになり、言葉の発音や数も良くなったので周囲も
本人も理解し易くなりました。

● 難聴（8歳男児）
溶連菌の感染により耳が聴こえにくくなり、病院で「中等度感音難聴」
と診断されました。学校でも机を一番前にしてもらうほどの症状。施術し
ていただいてから先生の声がよく聴こえるようになってきたようです。

● ウエスト症候群（1歳5ヵ月男児）
2・3日に1回の発作がありましたが、施術開始からほとんど無くなり、て
んかん波も以前よりおだやかになりました。寝返りもでき、手足が良く
動くようになりました。

利用者の声

特典「シティライフを見た」で
初診料1,000円割引
（2017年4月末まで・要予約・税別）

MENU
● 初診料・・・3,000円　● 施術料(大人)・・・6,500円
● 小児科（生後40日～高校生）・・・1,500円～5,500円
● お得な回数券・・・小児1回あたり3,600円～
（全て税別・障がい者割引、回数券割引あり・詳しくは要問合せ）

90年の歴史と多数の
改善実績を誇る同院。
世界的な学会でも高い
評価を得ている。赤ちゃ
んから大人まで幅広く
対応。

安心・安全のホームデリバリー
・入会費…無料
・年会費…無料
・配達料…無料
内容も種類も充実！
毎週届くカタログから注文！

「全戸個配で産直の野菜や
果物、お肉などを1軒ずつ
玄関先までお届けします」

2/14（火）開催の
「ＭａｍＦｅｓｔａ」に出展決定！
“滋味あふれるパン”の試食と
果汁100%ジュースの試飲実施。
またアンケートに回答で、
「アップルキャロットジュース」が貰える！
詳細はＰ2,3で。

特典「シティライフ見た」で、
新規入会の方に上記の商品より
4～5品の「よつ葉お試しセット」をプレゼント
（2月末まで）

　「家族にはつくり手の顔が見えるもの
を食べさせたい」というママの食卓をサポ
ートするよつ葉。扱う野菜は、農薬や化学
肥料に頼らず、土の生命力を生かしてい
る農家が作る地場の農産物が中心。元
気な野菜を流通させることで、持続可能
な農業を支えている。ウインナーや惣菜
なども自社工場で作り、余分なものは加
えず、美味しく安心できるものばかり。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るうえ宅配料金無料
だから、大助かり。本来のおいしさを実感
できる野菜、丁寧に作られた身体に優し
い商品の数 を々まずは一度試してみて。

畑作りからこだわり安心安全
「おいしい」を便利な宅配で食卓へ

　　

全戸個別宅配

　　

※写真はイメージです

「ぼくたちが届けます！お気軽にご連絡ください」

70120-878-228
2072-650-3211  FAX.072-650-3212

お問い合わせは
関西よつ葉連絡会 淀川産地直送センター
入会金・年会費・配達料不要・全戸個配

よつ葉ホームデリバリー　で検索


