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　「家でレッスンの思い出し笑いをするほど、楽しいみたい
です」。子どもが英語に夢中になり、保護者満足度もとて
も高い。外国人講師とアクティビティや歌を通して、自然
に英語が身に着くのが魅力だ。フォニックスや英文法も重
視し、着実に英語４技能を伸ばせる。1歳半～、月謝制で
便利な振替や、バス送迎制度有。まずは体験レッスンを！

夢中になる仕掛けがいっぱい
楽しみながら4技能を伸ばせる英会話スクール

●緑地公園校　豊中市東寺内町5-38 緑地東タハシハイツ
　 受付/11時～19時（土曜・10時～18時）月・日・祝定休 206-6338-5554
●千里中央校　豊中市新千里東町1-1-5　大阪モノレール千里中央ビル6F
　 受付/10時～21時（土曜：10時～18時）日・祝定休 　 206-6833-0507
●豊中校　豊中市本町3-1-57 ルミエール豊中4F
　 受付/11時～19時（土曜・10時～18時）月・日・祝定休 206-6858-5571

[姉妹校]高槻校、茨木校、塚口校 http://english-w.jp
英検、英検Jr.　受験準会場認定校

イングリッシュワールド豊中

担任制で一人ひとりをしっかり見てフォロー
してくれる。５月スタート新入生募集中！

特典 「シティライフを見た」で（5月末まで）
1、入会金15,000円（税別）→全額免除
　体験レッスン後即日入会のみ 
　※即日入会以外は50%OFF
2、体験レッスン初回無料
3、入会セットプレゼント
4、スクールバッグ（小学6年生まで）プレゼント
※各特典利用は、レッスンを3か月以上継続される方に限る

　「自然な良い笑顔を撮ってくれる」と評判を聞い
て来店が多い同店。今ならGWキャンペーンを実施
中で、「七五三前撮り」は着付け・ヘアメイク付きで
撮影料金が3,240円（写真代金別）。「成人式振
袖記念」はフォトヘアメイク付きで平日なら8,640
円に（写真代金別）。ゆったりと時間に余裕を持っ
て撮影をしたい人はこの時期の
前撮りがおすすめ。2018年度
成人振袖レンタル展示会を
5/13（土）、14（日）に開催。ぜ
ひ参加してみて。

七五三や成人式の撮影は
ゆったり撮れる前撮りがおすすめこども写真館

GWキャンペーン
● 七五三前撮り（着付け・ヘアメイク付き）
　3,240円　※写真代金別
　七五三の着物レンタルがお得な価格で先行予約できる
● 成人式振袖記念（フォトヘアメイク付き）
　 平日8,640円、土日祝13,500円　※写真代金別

成人振袖レンタル展示会
日時 ： 5/13（土）・14（日）各日とも9時半～
場所 ： スタジオアミュ
正絹 ・ 振袖フルセット　写真3ポーズ付き
98,000円～（税別）

吹田 こども写真館 フォトスタジオ・アミュ
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吹田市山田西1-1-11　
火曜定休、5/10（水）休み
営／平日10時～18時　
　　土日祝日9時～18時　
Ｐ有

20120-753-039
HP：http://www.studioamu.com
ブログ：http://studioamu.citylife-new.com/

［開催場所］
グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル5F
HDC大阪 C terrace
ナレッジキャピタルへはJR大阪駅中央北口アトリウム広場より
2F連絡デッキで直結しており、南館を通り北館へお越しください。

TEL.06-4802-2700
営業時間 10:00～21:00
※一部のショールーム・店舗は
営業時間・営業日が異なります。

http://www.hdc.jp.net/osaka/

検索HDC大阪

ロハスとエコをキーワードに、こだわりのショップや
ワークショップでナチュラルなライフスタイルをご提案します。
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カチューシャ
作り
【おやゆび姫】

ボタニカル
キャンドル作り
【キャンドルアート
 アトリエ・アダージオ】
※ワークショップのみ

植物を飾りながら
育てられる
オリジナル雑貨
「kinoko」作り
【エアープランツ天狗堂】

国産材
アクセサリー
＆ネームプレート
作り
【あすなろ手芸店】

アロマペンダント
＆ストラップ作り
【アロマ手づくり雑貨
  kaoridama】

フラワー
アレンジメント
【colzaflower】
※ワークショップのみ

花画作り
【juco】

ワイヤー
アクセサリー
ハンガー＆
レジンの
ストラップ作り
【ANythING
  GOES】
※ワークショップのみ

レジンアクセサリー作り
【miranellia/Jnk】

※写真はすべてイメージです。※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

5/3・4のみ
革小物作り
【Incoherent】

5/5・6のみ
ロゼット作り
【ロゼット1030】

5/4・5のみ

お茶碗・小鉢作り
＆キーホルダー・
バッチ作り
【ころねるねんどくらぶ】

5/6のみ
Tシャツヤーン
のタッセル作り
【itoknit】

人気の雑貨・ワークショップが
グランフロントに大集合！

ブローチ＆
バッグ
チャーム作り
【MEROMERO-ME】

リボンマジェステ＆
ネックレス＆花キャッチ
ピアス・イアリング作り
【Lapipommeラパポム】

福笑い
トートバッグ作り
【kicky-m】

コサージュ作り
【Apple Tree】
※ワークショップのみ

5/3のみ
天然素材を
使った
せっけん作り
【aroma bijou】

イベント期間中、
facebookに
イイネ！で
プレゼント
HDC

試験管
苔テラリウム
【kokoaru】

入場無料

雑貨も
買えるよ♪

参加費 : 有料（500円～）
※内容により参加費が異なるため各ブースにて確認ください。
※無くなり次第終了。
※各店舗の詳細はhttp://hdc.citylife-new.com

　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7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。


