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　医師や大学教授などと共に「住むだけで心も
体も健康になる家づくり」を研究しているグリー
ンライフ兵庫。2015年に大手ハウスメーカーを
含む全国1万棟以上の施主を対象にした住み
心地アンケート調査で20項目の調査項目全て
で他社を上回る評価を得た。国が安全だと認め
たF☆☆☆☆商品であっても健康に害を及ぼす
化学物質は放出されている。建てる前に真実を
しっかりと勉強し、心から良かったと思える家づく
りをしてもらいたい。ユーザーが認めた本物の健
康住宅「ゼロ宣言の家」、ぜひ一度ご体感を。

“日本一の住み心地”に認定された
「ゼロ宣言の家」を体感しませんか？

健康住宅
（ゼロ宣言の家）

Pick up!

西宮市南越木岩町15-1 ルーブルコート苦楽園2F
※1Fパン屋と家具屋さんです
営／9時～19時　火・水定休

ルーブルコート苦楽園2F

Green Life Hyogo 株式会社大和

0120-184-670

グリーンライフ兵庫　で検索
資料請求、詳細は

ローソンプラス
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「生涯で一番高い買物（家）を選ぶには、
実際にその工務店で家を買った人が本当に
住み心地に満足しているかどうか
ご自身の耳で確認することが一番です。
一軒だけではなく何軒でも聞いてください。」

ゼロ宣言の家に住んでいる
ユーザーさんの生の声を聞こう！
随時開催  希望日時を事前にご連絡下さい

ゼロ宣言の家が
使用する厳選素材

●  地震に強いW配筋・ベタ基礎を採用 
●  北国仕様の基礎断熱を採用
●  構造材100％国産無垢材を使用 
●  断熱材はセルロースファイバー使用 
●  日本最高レベルの屋根断熱を使用 
●  100％純粋漆喰壁を使用
●  45度低温乾燥の無垢材を使用
●  国産無農薬タタミ100％使用
●  電磁波対策（オールアース工法）を採用
 ※全て標準装備。この他にも多数有。

兵庫県初！
ゼロ宣言品質の
アパート堂々完成！

JR立花駅
　　 徒歩6分
随時内覧可能

詳細は
お問合せを

　全国で300ヶ所以上の高齢者向けホーム
を運営する同社が、6月に神戸ではじめて介
護職員初任者研修を開講する。講師陣は各
施設で活躍している現役スタッフなので、介
護の基礎的な知識だけでなく、エピソードを
交えた実践的な知識を身につけられる。講座
で学べることや修了後の仕事など、気になる
ことがあれば事前に無料説明会へ参加を。

70120-922-711
http://shikaku.benesse-style-care.co.jp/hh2guide/

受／平日9時～20時
　　土日祝9時～18時　

お得な受講料の介護職員初任者研修
6月に新規開講するコースの受講生募集

株式会社ベネッセスタイルケア
介護セミナー

受講料は地域でもお得な設定なので、介護に関心がある人は要チェック。

資格講座

Pick up!

摂津本山

岡本

青木

本山南小

山手幹線

阪急神戸線

JR神戸線

阪神本線

2 少路

本山駅南 ダイエー
甲南店

ベネッセ介護職員初任者研修

●神戸会場 ： 神戸市東
　灘区本山南8-6-26 
　東神戸センタービル
　E棟2階
●受講料 ： 54,000円　
●定員20名
●スクーリング日程 ： 6/2（金）、5（月）、7（水）、9（金）、
12（月）、14（水）、16（金）、19（月）、21（水）、23（金）、
26（月）、28（水）、30（金）、7/3（月）、5（水）
●時間 ： 9時半～17時半 
※6/19のみ9時半～16時半

無料説明会開催（予約不要）
●会場 ： 左記 東神戸センタービルE棟2階
●日時 ： 4/29（土祝）、5/28(日)、6/1（木）
各日 午前の部 / 10時～11時、午後の部 / 14時～15時

［6月コース］
月・水・金コース（全15回）

JR「摂津本山」駅より徒歩8分
阪急「岡本」駅より徒歩12分
阪神「青木」駅より徒歩14分

ベネッセ初任者研修　で検索

講師：ファイナンシャルプランナー今村浩二さん(国際ライ
センス・CFP認定者）。阪神間を中心に1,900世帯を担当
しアドバイスを行い、新聞社主催のセミナー講師も務める。
7年以上続くロングランで参加者からの紹介も多い。

くらしのマネーセミナー事務局
ユニバーサル財務総研

70120-26-9491（担当：堀内）
神戸市中央区二宮町1-4-7  リーガル三宮東ビル5Ｆ
受/9時半～18時半　土日祝定休

※HPでお客様の声、公開中！↑マネレピ　で検索

【時間】各日14時～16時半 （開場１３時半）
※お金について学ぶ講座が主旨のため販売や勧誘はなし。
【申込方法】右記フリーダイヤルor24時間受付のホームペ
ージ・ＱＲコードでお申込みを。該当者には、後日案内を送付。

第102回 女性のためのマネーセミナー
～データから考える～ シアワセのマネーレシピ
無料・女性限定・各回先着１５名・要予約

 

　そろそろ退職後のことが気になり、「老後は
お金がいくら必要？」「早めのリタイヤもできる
かな？」と考えているけど、漠然として、何から手
を付けたらよいかわからない…という人は多い
もの。「早めにスタートすることはもちろんです
が、具体的に計画することが理想のセカンドラ
イフを迎える秘訣です」と、講師の今村さんは
語る。過去1,200名以上が参加した同セミナ
ーでは、これから備えるべきことや資産作りで
必要なこと、セカンドライフの収支、気になる年
金の仕組みなど、将来の安心を得るためのヒ
ントを丁寧にレクチャー。希望者は後日に無料
個別相談も利用できる。まずは行動を！

退職後の安心は45歳からの備えで決まる
第102回女性限定“シアワセのマネーレシピ”マネーセミナー

Pick up!

開 催 日 場　 所

神戸国際会館5/27（土）、6/17（土）、
7/22（土）

姫路じばさんビル

西宮北口なでしこホール

6/3（土）

7/8（土）

眼科で「様子をみよう」と言われた。「ついにメガネ」と言われ、
かけようか迷っている。メガネがあるから大丈夫と成長期のお
子さんの視力低下を簡単に考えないで低下を止める対策を。
有資格者による定期的なアフターケアがあるので着実に回
復を実感できます。塾や習い事
感覚で通いながら続けられるト
レーニングプランもあります。ま
ずは体験で回復見込みを確か
めて。(要予約)

スマホ老眼、
レーシック手術後の
視力低下で

大人の方も急増中！

アイメディカル西宮
20798-63-3222
平日11時～19時（日祝17時）木曜定休
西宮市甲風園1-5-15　ディアーナビル2F
視力回復　西宮 検索

▶当てはまる方は早めの対策を

視力検査の結果　放置しないで！
視力検査0.7可(B)はメガネ予備軍！

視力回復家族体験会

□目を細めたり顔を傾けて見る□眼科で目薬治療したが変化なし□作ったメガネがまた見えにくくなった□メガネをかけだしてさらに低下した□目の疲れやドライアイがひどい

無料モニター券 

※有効期限　2017/5/31
※無料体験後、見込みのある方だけにお勧めします

（自宅で無料お試し）先着10名様

5/31水
まで

眼科で「メガネにしましょう」と言わ
れ、お母さんがいろいろ調べてア
イメディカルを探してくれました。お
母さんありがとう。

使用前 使用
8ヵ月後

〈右〉0.2
〈左〉0.3

〈右〉1.0
〈左〉1.0
〈両目〉1.2

本多由実さん（10才）
西宮市小松小学校

使用前 使用
1ヵ月後

〈右〉1.0
〈左〉1.2

〈右〉1.2
〈左〉1.5

本多由奈さん（6才）
(低下予防)

神戸市東灘区 
本山南中学校
吉本 悠朔くん
（14才）とお母さん

「メガネをかけても視力が低下するので心配で始めまし
た。お母さんも目の疲れがとれ視力が上がってます」。

使用前 使用
3ヵ月後

〈右〉0.1
〈左〉0.1

〈右〉0.6
〈左〉0.5

〈両目〉0.9(4ヵ月使用)

　地元のコミュニティスペース「Stud i o 
SYLPHY」がオープンして1年を迎える。今月
のイベントは、感謝の気持ちを込めてStudio 
SYLPHYのスタッフによるフリマを開催。可
愛いインテリア雑貨やエレガントなアクセサリ
ーなど多くの商品が並ぶ。当日は芦屋で人気
の「まるる」の焼き菓子も販売。ぜひ、家族で
気軽に出かけてみては。

「Studio SYLPHY」オープン1周年　
5/28（日）フリマ開催フリーマーケット

Pick up!

20797-21-3313
http://takasho.net/

芦屋市宮塚町12‐21　受／9時～18時 水曜定休
〈お家の無料相談随時開催 ※要予約〉

JR芦屋

芦屋ラポルテ
大丸

かごの屋

宮塚
公園

至大阪至三宮

国道2号線

大丸

国道2号線本通北

神戸
トヨペット

ikariikari茶屋之
町北Studio SYLPHY〈スタジオ シルフィー〉 たか しょう

（株式会社高翔）

■日時 ：5/28（日）10時半～15時
■場所：スタジオシルフィー（髙翔）前駐
車スペース※雨天の場合は、スタジ
オシルフィーショールーム内で開催。


