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春は環境の変化で新しい出会い多い季節です。そういう時こそ心機一転、イメチェンをしてみませんか？
変身スタイルが得意なサロンを紹介します。ぜひ、新たな自分を発見してみてください。

卓越したカット技術が人気
実力派スタイリスト揃いのサロン

　大手サロンで経験を積んだスタッフがゲスト
のクセもチャームポイントに変えてくれる！ハイ
キャリアの実力派スタイリストが揃う同店。理想
のスタイルを叶えるための丁寧なカウンセリン
グはもちろん、アラフォー世代に無理な若作り
ではなく自然なスタイルを提案。特にカットで印
象を変えるのが得意。自宅でのケアやスタイリン
グのアドバイスも細かく、普段のスタイリングが
楽、なのにかわいい！
ナチュラルな雰囲気
でリラックスしながら
変身できるスタイル
が好評！カラーは美
容師への講師経験も
あるオーナーをはじ
め高技術で頼れるス
タッフばかり、発色・
色もちも抜群！

特典
「シティライフを見た」で
お試し使いきり
シャンプー＆トリートメント
プレゼント
（3月末まで）　

神戸市東灘区
魚崎中町4丁目5-10
営/9時半～20時　
月・第２火曜定休　
近隣にコインPあり

2078-767-1684
http://h1684.petit.cc/

　　　　 Hair salon Sakura
ヘアーサロン サクラ
〔 魚崎 〕

スタイリスト上田さん

● カット（SB込み）・・・・・・・・3,300円　
● カット+カラーorパーマ（SB込み）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,250円　
● 縮毛矯正（SB込み）・・10,450円　
● トリートメント・・・・・・・・・・・・1,150円～
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阪神本線

阪神高速

阪神魚崎駅徒歩 1分

ちょっとしたアレンジで何通りものおしゃれが楽しめるスタイル。

ボブ、ショートなど普段着でおしゃれ
を楽しめるスタイルの実績が多数。

春・夏に向けて少し毛
先に軽さを出したスタ
イルがオススメです。自
然な外ハネや少しコテ
で巻いてもオシャレ！気
分もヘアスタイルも身
軽なラクラクスタイル
を楽しんで。

韓国のサスティナブル（持続可能）なものづく
りプロジェクトを紹介する展覧会。本展では、
優れたデザインによる韓国の商品の魅力だけ
でなく、生産のプロセスも紹介し、資源と能力
を分かち合うことで継続的な好循環を生み出
す、社会におけるデザインの役割を紹介する。

the nanugi　
分かち合いのデザイン展

■デザイン・クリエイティブセンター神戸 2F
ギャラリーC（神戸市中央区小野浜町1-4）
■入場無料■問：TEL078-325-2235

▶ 開催中
　～3/5（日）
　10時～17時
　（月曜休廊）【演目・出演者】

1.長唄　「老松」／
　　　　花柳 芳綱
2.長唄　「風流船揃」／
　　　　藤間 志揮城、藤間 都揮美
3.長唄　「島の千歳」／花柳 淳叟
4.常磐津　「夕月船頭」／花柳 泰姿菜
5.長唄　「鷺娘」／花柳 吉小叟
6.清元　「万年喜猫」／花柳 橘叟
7.清元　「保名」／西崎 史津香

「日本舞踊」
古典芸能鑑賞会

■西宮市民会館・アミティホール（西宮市六湛
寺町10-11）■入場料：一般1,000円/アミティ
友の会800円/高校生以下500円（全席自由）
■問：TEL0798-33-3111（（公財）西宮市文
化振興財団）

▶ 2/25（土）
　開場13時　
　開演13時半

ポスターや公共施設などの緞帳デザイン、本
の表紙絵や挿絵などの原画を含めた約80
点の作品や資料を紹介する。

「画家の“仕事”」
コレクション企画展
小磯記念美術館

▶ 3/4（土）～
　4/23（日）
　10時～17時
　（入館は16時半まで）

1日限定のone day shop布小物、アクセ、
マクラメアクセ、羊毛フェルト、寄せ植え、ニッ
ト、入園入学グッズ…様々なかわいい手作り
がずらりと並ぶ。新しい作家も仲間入り。素
敵なお気に入りが見つかりますように。

cafe creek

■cafe creek（西宮市上大市2-3-19）■入場
無料■問：TEL0798-53-4118

ストリートダンスの動きをベースにしたダンスレ
ッスンは、初心者対象なので初めての方も安
心して参加できる。ストレスも運動不足も解消
して、明日からの仕事の効率をアップしよう！

はじめてダンス

■神戸ハーバーランドスペースシアター（神戸市
中央区東川崎町1-3-3）
■問：TEL06-6809-4161（社団法人日本スト
リートダンススタジオ協会）

▶ 3/7（火）・3/21（火）
　18時半～19時半

ハーバーランドのメインストリート“神戸ガス燈
通り”に手作りのお店がずらりと集合。作家に
よるこだわりの作品がテントいっぱいに。神戸
でおなじみのラジオ局による「マーケットライ
ブ」を同時開催。明るい歌声に耳をかたむけな
がらお気に入りの一点を見つけよう。

ハーバーマーケット

■ハーバーランド神戸ガス燈通り■入場無料
■問：TEL078-360-3639（神戸ハーバーラン
ド総合インフォメーション・10時～19時）

▶ 3/5（日）
　11時～17時（雨天・荒天中止）

作家：ステンドグラス作家 木村ちか子
美しい灯りがある暮らし、部屋に入ったとたん
気持ちを暖かく迎え入れ、やさしい光が心を
和らげてくれるステンドグラスの作品を約30
点展示。

暮らしを彩る美しい灯り展

■ギャラリー篝火（芦屋市船戸町2-1-121）
■入場無料
■問：090-7579-5782（山下朋恵）

▶ 3/11（土）
　～15（水）
　10時～18時
　（最終日16時）

この春オープン1周年を迎えるレディスセレク
トショップRitmo Latino。第29回芦屋さくら
まつり開催にあわせ、2日間限定のレセプシ
ョンイベントを開催。桜を見ながらショッピング
で春気分を盛りあげていこう。
・ご来店者全員に素敵なプレゼントをご用意
（個数に限りあり）
・1周年記念特別価格でご案内（特別商品
にのみ適用）

オープン1周年記念
レセプションイベント開催

■Ritmo Latino 芦屋店（芦屋市松ノ内町4-6）
■参加無料■問：TEL0797-78-6180

▶ 4/1（土）・2（日）
　11時～19時

近隣の店舗が集まって始まった街角マーケ
ット。ハンバーガーやジェラート、ワインにビー
ルなどの飲食店から、アイシングクッキーや野
菜、花などの物販、整体やチョークアート、ポ
ーセラーツのワークショップなど、多彩な店舗
が揃い、子どもから大人まで楽しめる。4回目
の今回はSALSAダンスのレッスンやみんな
で踊るパーティーで盛り上げる。

第4回虹色マーケット　

■イタリア料理店ボッテガブルー横のスペース（
芦屋市船戸町3-27）
■参加無料■問:TEL0797-35-7555

▶ 4/2（日）
　雨天決行
　11時半～16時

handmade one day shop vol.20

▶ 3/5（日）
　10時～15時
　（雨天決行）

招待券プレゼント ペア5組
（応募締切3月3日必着）

掲載
無料

メール play@ci ty l i fe -new.com
※応募・掲載希望月の前月8日まで
　（以降も受付の場合あり）
※掲載の場合のみ、編集部からメール連絡いたします。
※返信がない場合、掲載を見送りさせて頂く場合があります。

あなたの街の情報を
お待ちしております！

コンサート

ミュージアム

ギャラリー 催し

講座・講演

P
下記URL、応募フォームよりご応募ください
※締め切りは各イベントに
　よって異なります
※応募は毎月26日以降から
　可能です
http://present.citylife-new.com

プレゼントのご応募は
Webから可能です。

阪神・神戸イベントEvent

小磯良平《室内の少女》
1956年　油彩・キャンバス

■神戸市立小磯記念美術館（神戸市東灘区
向洋町中５-７）■入館料：大人200円/高大生
150円/小中学生100円
■問：TEL078-857-5880

同時開催：「小磯良平作品選Ⅴ」

特典　予約時「シティライフを見た」で　周年価格（最大50％OFF）
● 骨格矯正カット+プラチナM3Dカラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,500円
● 骨格矯正カット+ヘナorマニキュア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,500円
● 骨格矯正カット+デザインパーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,500円
● 骨格矯正カット+やわらかデジタルパーマ・・・・・・・・・・・・・・・9,000円
● 最上級M3Dトリートメントorオージュアトリートメント・・・・・・2,500円
● 指名料、最高級前処理、枝毛カット、地肌トリートメント・・・・・・・・0円
（新規の方or1年以上ご無沙汰の方限定・3月末まで・価格は税別）

　上質なカット技術はもちろん、丁寧な頭皮ケ
アをしながら美髪に導いてくれる同サロン。最高
級の薬剤を惜しげもなく使った施術はトラブル
肌の人こそ試してほしい。圧倒的な質感とツヤ
で仕上がりが良いとリピーター続出中！

頭皮のことまで考えた実力派サロン
周年限定企画が登場

芦屋市船戸町3-5-102 
営/通常10時～19時
（詳細はWebにて）
月曜・第2、3火曜定休　
予約優先制　提携P有り

20797-32-3933 http://www.alegre-ashiya.jp/

　　　　  alegre hair resort
 　　　　　　〈アレグレ ヘアーリゾート〉
〔 JR芦屋 〕
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廣畑さん

西宮市下大市東町4-2-2F
（カットスタジオ カツダ内） 
受/10時～19時
月曜・第2・3火曜定休
完全予約制　近隣Pあり
20798-20-1711
http://ameblo.jp/kelua/
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　髪質そのものを劇的にチェンジしてくれる
のが「M3D」。高品質なトリートメントが髪本
来の健康的な美しさを蘇らせ、「パサつく」
「ゴワゴワ」な髪も驚くほどサラツヤに。さらに、色持ちに優れた
M3Dカラーで春めくスタイルへのイメチェンも叶えてくれる。

いつもサラツヤの髪質に変身
「M3Dカラー」で春めく美髪へ

　　　　 hairsalon KELUA　〈ケルア〉〔 門戸厄神 〕

西宮唯一の「M3D」講師サロン。抜け毛、
白髪にもオススメで継続するほど髪質改善が
実感できるそう。

特典　「シティライフを見た」で　
● M3Dピコカラー＋カット＋ピコトリートメント
　………………………………12,960円→9,720円
● M3Dエステストレート(縮毛矯正)＋カット
　……………………………25,920円→17,280円
● M3Dヘッドスパ＋カット………9,720円→6,480円
● M3Dカラートリートメント…10,800円→8,640円
（3月末まで、要予約、新規の方のみ）


