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　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、ちょっと雰囲気を変えてみたいというイ
メチェンの相談もOK！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、朝ラクなスタイルが好評！カラーは美容師への講
師経験もあるオーナーをはじめ大手で経験を積んだ
スタッフばかり、発色・色もちも抜群！春は毛先に軽
さを出したスタイルがオススメ。

ツヤ髪・簡単スタイリングを叶える
大人女性のためのハイセンスサロン

特　典

MENU

「シティライフを見た」で（4月末まで）　
● お試し使いきりシャンプー＆トリートメントプレゼント

● 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～

1.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。　
2.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。

トレンドをおさえた似合わせ
カラーが得意

カットだけで印象を変える
技術の高さ

スタイリスト全員、歴15年
以上のベテラン揃い

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〉
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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。

スタイルだけでなく、髪質改善をするだけでも印象が変わるもの。
頼りになるサロンで、思わずおでかけしたくなる
春のヘアスタイルにチェンジしてみませんか？
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トップスタイリストの
廣畑さん

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〉 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 ..................... 6,800円
● 骨格矯正カット+ヘナorマニキュア........................... 6,800円
● 骨格矯正カット+デザインパーマ............................... 6,800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・4月末まで・価格は税別）

特　典

　コンテストや賞などで数々の実績を残してきた同サロ
ン。カット技術が高く、なおかつ頭皮とヘアの両方をケアし
ながらの施術で圧倒的なリピート率を誇る。あなたも、ツ
ヤ・質感の全てが手に入るその仕上がりを体感してみて。

業界初 頭皮とヘアを両方ケアした施術
お得な周年限定企画に注目

JR芦屋

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/

hairsalon KELUA 〈ケルア〉
特　典

　「こんなにサラツヤになるなんて！」と驚きの声が多
い同店の「M3D」。高品質なトリートメントが髪本来
の美しさを蘇らせ、パサパサ・ゴワゴワな髪でも健康
的な美髪を実現する。継続するほど髪質改善が実感
できるので、抜け毛や白髪にもオススメ。

いつもサラツヤの髪質にチェンジ
「M3D」で春めく美髪へ

門戸厄神

西宮唯一の「M3D」講師サロンだから技術力は折り紙
付き。施術例を多数掲載中のブログも要チェック！
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「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

（4月末まで、要予約、新規の方のみ）

西宮市戸田町4-20
受／平日9時半～19時・
土日祝日9時～18時
　　（パーマ・カラーは最終
　　受付の30分前まで）
月曜・第3月、火曜定休
予約優先・提携Pあり
20798-20-8500
eden-hair.net

EDEN 
〈エデン〉

特　典 「シティライフを見た」で、全メニュー20％OFF！
● カット（頭皮スパ・S・B込）..................4,000円→3,200円
● カット＋パーマ（頭皮スパ・S・B込）...9,000円→7,200円
● カット＋カラー（頭皮スパ・S・B込）...8,500円→6,800円
● カット＋縮毛矯正（頭皮スパ・S・B込）
............................................................15,000円→12,000円

（5月末まで・要予約・新規の方のみ・税別）

　5年、10年後を見据えたケアが評判のEDEN。全メニューセ
ットの「頭皮スパ（頭皮ケア＆ヘアケアストレッチ）」で、春の強
い紫外線による乾燥や薄毛・抜け毛予防、発毛促進、薬剤の

残留アルカリ除去に効果抜群！健康でふん
わりと立ち上がりの良い髪質を甦らせる。骨
格に合ったカット技術もミドル層から好評。

大人の髪の悩みに寄り添う
健康な髪と頭皮に導く「頭皮スパ」
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掲載
無料

※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、編集部から連絡いたします。

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

明治から昭和にかけて97年の生涯を生きた
画家・熊谷守一〔1880-1977〕。本展では、
熊谷守一の油彩画やその作画の工程、書
や水墨画、初公開の屏風や書簡を含む約
70点から、画家・熊谷守一の生涯と表現を
振り返る。

没後40年　熊谷守一
お前百までわしゃいつまでも

月曜休館（但し、3/20開館、3/21休館）
10時～17時（入館16時半まで）

■香雪美術館（神戸市東灘区御影郡家2-12-1）
■入館料：一般/800円/大高生500円/中学
生以下無料■問：TEL078-841-0652

▶ 開催中～5/7（日）

昨年に続き、大阪・京都・奈良で活動する三
人の作家による「里山百貨店」を開催。桜の
開花から始まり、満開を謳歌し、散りゆく姿を
愛でるという、ゆったりと花の移ろいを愉しみ
ながらの約1ヶ月に渡る展示・販売を行う。

里山百貨店
三人の作家による展示販売

11時半～19時　月火曜定休

■ウラン堂（西宮市石刎町9-13）
■入場無料
■問：TEL0798-56-8690

▶ 開催中～4/23（日）

今回初公開となる伝猿丸太夫木像や、およそ
四半世紀ぶりに公開される親王寺の寺宝、
三角縁波文帯三神二獣鏡など、芦屋の寺社
に伝わる「たからもの」を展示。会期中、講演
会や展示解説などの関連事業も開催する。

春ひらく　芦屋のたからもの
～今に伝わる神社、寺院の宝物～

月曜休館
10時～17時（入館は閉館の30分前まで）

三角縁波文帯三神二獣鏡
（親王寺蔵）　
＜芦屋市指定文化財＞
宝永年間（1704-1710）
阿保親王塚出土

「猫」1965年　
愛知県美術館
(木村定三コレクション)

ヴァシリー・カンディンスキー《月の風景の中の二人の婦人》
（『回想』より）1913年（1971年刷り） 、木版画、当館蔵

■芦屋市立美術博物館（芦屋市伊勢町12-25）
■入館料：一般600円/大高生400円/中学生
以下無料■問：TEL0797-38-5432

▶ 4/1（土）～5/21（日）

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手作り作品がテントいっ
ぱいに並ぶ。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）

▶ 4/2（日）

アーティスト:おやこえびす&Namsom
要予約

さんしんライブin 
ストロベリーフィールド

18時～20時（演奏18時半～）

■淡路島カレー&カフェ　ストロベリーフィールド
（西宮市鳴尾町1-3-21-204）■参加費:3,000
円（ワンプレート・ワンドリンク付き）
■問：TEL0798-31-1430

▶ 4/8（土）
ストリートダンスの動きをベースにした初心者
向けダンスレッスンは、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！
毎月第1、第3火曜日開催中！

はじめてダンス

18時半～19時半

■神戸ハーバーランドスペースシアター
■参加無料■問：TEL06-6809-4161（公益
社団法人日本ストリートダンススタジオ協会）

▶ 4/4（火）・18（火）

開館30周年を迎える本年は“イメージがうま
れるところ”をテーマに近年収蔵された作品
を織り交ぜながら記憶や物語にちなんだ作
品を紹介する。

コレクション1
イメージの庭

10時～18時（入館は閉館の30分前まで）
月曜休館

■伊丹市立美術館（伊丹市宮ノ前2-5-20）
■一般 300円/大高生 200円/中小生 100円
■問：TEL072-772-7447

▶ 4/8（土）～5/28（日）

イタリア、フランス、イギリス、オランダ、ドイツ、
デンマーク…欧州18ヶ国、それぞれに異なる
味わい深い家々や町並み。雰囲気ある街並
みの絵でヨーロッパ散歩気分を。

笹倉鉄平
ヨーロッパの色々な「街並み」を描いて

火水曜休館（5/3（水）は開館・5/8（月）は代休館）
10時～18時（入館は17時半まで）

■笹倉鉄平ちいさな絵画館（西宮市能登町
11-17）■入館料：大人300円/大学生200円

（要学生証提示）/小中高生100円
■問：TEL0798-75-2401

▶ 4/13（木）～6/26（月）
日本人は古来より土地、樹木、建築などさま
ざまなモノに神が宿ると考え、そこに人の手を
加えるときには「祈り」を捧げることで、神々の
御心を鎮め、安全を祈願してきた。建築儀式
にどのような祈りを込め、それを形にしてきた
のか。残された文献絵画資料と儀式用具か
らその意味を読み解く。

祈りのかたち
-知られざる建築儀式の世界-

月曜休館（祝日の場合は翌日休館）
9時半～16時半（入場は16時まで）

■竹中大工道具館（神戸市中央区熊内町7-5-1）
■入館料:一般500円/大高生300円/中学生
以下無料/65歳以上の方200円 ※常設展観
覧料を含む■問：TEL078-242-0216

▶ 4/15（土）～5/28（日）

11時～17時※雨天・荒天中止

阪神・神戸イベントEvent

メール play@ci ty l i fe -new.com
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