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応募方法／はがきもしくはFAXに
解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電
話番号を明記の上、編集部までお
送りください｡抽選で5名様に記念
品をプレゼント。(毎月25日〆切)

応募先／FAX　06-6368-3505
〒566-0001  摂津市千里丘1-13-23　
シティライフ「クロスワード」係

●8月号の答え  ヒヤシトマト

※駐車場なし。なるべく徒歩で
　ご来場ください！
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本行寺2090-4282-6529（西田）  mail : akutagawajuku@gmail.com
各出展者の情報はブログにて http://cocokara-go.com/

実行委員会cocokara 後援：高槻市/高槻市社会福祉協議会

野見神社で開催日

　個性あふれる作家さんや、おいしいものを作
る人たちが大集合する手作りフェスタ。21回目
となる今回は、野見神社で開催いたします。内
容盛りだくさんな一日をぜひお楽しみください。10時～16時  入場無料（少雨決行）

高槻市野見町6-6

食欲の秋。今月はパンの特
集（P.32～33）を掲載してい
ます。栗やかぼちゃを使った秋
のパンやハード系、サンドイッ
チと美味しそうなパンがずら
り。買い巡ってそれぞれのお
店のこだわりを味わってみた
いと思います。（ちゃん）

秋は習い事を始めたくなる
季節ですね。娘は最近ドラムを
習い始めました。上達が早くて
嬉しくなり、私もサックスの体験
に行きました！私は残念ながら
音が鳴らず・・ヒューヒューして
終わりました。次は何の楽器を
体験しようかな～（笑）何か見
つけて将来親子で演奏したい
です。（でい）

もう10月。歳を重ねるごとに1
年が早くなるとは言いますが、ここ
数年のスピードにはもう言葉もあ
りません。そろそろ、年末に向けて
断捨離でもしようかな、と思ってい
ますが、本気でやらないと、年々
気力（やる気）も衰えてくるのでヤ
バいです。暮らしサポート（P.14）
のページを読んでお片づけモード
に入らなくては。（まっつー）

編 集 後 記
11月中旬、7年ぶりに「北摂グ

ルメ」本を発行します。シリーズ
12冊目です。今回は朝昼デザー
ト夜など、シーンに合う美味しいお
店を探すことができるように構成
しています。地元情報紙の強み
を活かし、隠れた名店をどんどん
紹介します！ただいま作成中です
が、シリーズ最高傑作の手応え
です！詳しくは次号にて。（コサオ）

　自然な笑顔を引き出して、最高の1枚に仕上げてく
れる、スタジオバルーン。10/20迄の七五三撮影なら
台紙付き2ポーズ(30×30cm)にハーフキャビネ6面
台紙付きの8ポーズ撮影プランがCD画像もついて
12,800円(税別)ととってもお得。兄弟の着替えも
OK！好評の「おでかけプラン」も3歳なら「11月のおで
かけレンタル+10/20までの前写し」が22,800円
に。画像付きの8ポーズプランで洋装への着替えも
前写しなら可能。その他、お得なプランの詳細はHP
をチェック。9月は予約が盛況で、10月の土日も一杯
になる可能性があるので早めのご予約を！

秋のおでかけ衣装+台紙付写真プラン
（10/20迄の撮影プラン）
6ツ切写真2ポーズ、ハーフキャビネ6ポーズ、CD画像8カット
（700×1,000ピクセル）
● 3才被布・・・22,800円　● 男児羽織袴・・・22,800円
● 7才女児着物・・・26,800円(外出衣装・着付つき)　
※全て税別

スタジオ写真のみプラン（衣装・美容無料）
（10/20迄の撮影プラン）
● 台紙付8ポーズプラン・・・12,800円（兄弟・家族写しOK）
● デザインアルバム「シュシュ」6ポーズ・・・14,800円（1人写し）
※使用した画像データ（700×1,000ピクセル付）　※全て税別

70120-753-317
2072-638-6088

茨木市園田町8-18  ビアリッツ茨木
営／10時～18時半　木曜定休日
※11/23（木）は営業

フォトスタジオ バルーン
高槻市千代田町5-5　
営／10時～18時半 木曜定休日
※11/23（木）は営業

70120-753-317
2072-668-7456

高槻スタジオ　

www.studio-balloon.com　
ブログ http://balloon818.citylife-new.com

茨木スタジオ　　　

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

P
八丁畷

阪急茨木市駅下車12分
イオン新茨木店より東へ200m

シティライフ読者特典
必ず撮影時この記事持参で
特大写真(305×420mm)を焼増サービス！
※2017/11/29までの七五三2ポース以上
　撮影に限ります
※通常の銀塩カラーペーパー使用なので褐色
　などの心配はございません
※他サービスやクーポン併用不可

シュシュ6
プチ6
（ピンク or ブルー）

▶ シュシュ6プラン・・・14,800円（税別） 10/20迄の撮影
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P※　 有り  お問い合わせ下さい

P

とってもお得な「10/20迄の撮影プラン」
台紙付8ポーズが12 , 8 0 0円(税別)

集特成長を祝う記念日
晴れの日だからこそ、美しく装いたい、キレイに残したい

申込方法
70120-19-4669
rappo r t@kcn . j p
〒611-0042　宇治市小倉町西浦62-15　小倉ビル2F
ラポール内 てんじんさん 係り

ラポール（橋本まで） 70120-19-4669

FAX
E-mail
ハガキ

お問い合わせは… ■11時～18時
　水・木曜休み

応募方法
①保護者様の氏名／〒／ご住所／TEL
②お子様名フリガナ／お年／性別／
　身長／足のサイズ
③お祝いの実施日＆午前・午後のご希望
④衣裳選定日とご希望の時間帯

ご祈祷 衣裳 お支度 写真
お子様（の撮影）

至日吉台

至茨木

西
武

てんじんさん／駐車場完備

J R 高 槻
アクトアモーレ

井上写真場

上宮天満宮（てんじんさん）
Tel.072-682-0025

27,000円 32,000円３・５歳児 ７歳児

10月21日（土）の10時・11時・13時・14時
てんじんさんにて実施

※追加ポーズ9,180円を事前申込みで→1P 7,120円　2P 12,400円
※足袋は500円の販売

※お持込の場合　3・5歳 24,000円、7歳 27,000円

境内で全て揃います

10月20日（金）～11月30日（木）
３・５歳児 35,000円 ７歳児 40,000円

高槻
上宮天満宮

※お持込の場合　3・5歳 30,000円、7歳 33,000円

※お持込の場合　3・5歳 27,000円、7歳 30,000円

 午前

３・５歳児 32,000円 ７歳児 37,000円 午後

※衣裳選定会日が不都合な場合個別調整します。

10月29日（日）、11月5日（日）、26日（日）得々
プラン日

通常
プラン日

※お支度は、女児はヘアセット・着付け・髪飾り、男児は着付けのみ。

衣裳選定会

※受理後、受付確認書を送付いたします。

2072-696-7537
http://www.art-studio-takahashi.com

高槻市富田町1-16-11  
セピアコート11-1F
営／10時～19時
　　土日祝～18時　
水曜休　Pあり　
※阪急富田駅から徒歩1分
12/28～1/1正月休み

Ｒ171

ダイエー

ジョーシン

タイムズ

大畑町交差点

阪急富田

至京都

至大阪

JR摂津富田

　成人式パックの予約は今からでもOK！プチ写真集や
スマイルカードのお得な特典付き。衣裳持込みも大歓
迎！前撮りのお仕度もパックでバッ
チリ！振袖おでかけレンタル受付
中。スタジオ内カメラ・ビデオ撮影
OK。来年度の“卒業袴”展示会
第1弾は12/5（火）～12/19（火）
まで開催！七五三おでかけ＆スタ
ジオレンタルパックも受付中！

アートSTUDIO タカハシ

まだ間に合う“お得な”成人式パック
着物レンタルの前撮り受付中

卒業ハカマ
レンタル展示会
①12/5～12/19
②1/16～3月末

● 5才男児 27,430円
● 3才女児 28,510円
● 7才女児 31,750円

七五三おでかけ
レンタルパック（外出可）
2ポーズ、美容(女児のみ)・着付

成人式パック（六切台紙付き）
● お出かけレンタル 64,800円～
　（振袖レンタル・美容・着付つき）
● スタジオレンタル 39,740円
● 振袖持込パック（前撮り・後撮り）
　（成人式当日以外） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,590円
※六切台紙2ポーズ　※4面プチ写真集(手札サイズ)＋スマイルカード
2枚(名刺サイズ)プレゼント　※着物の持込みパックはお問合せを

● 貸衣裳（着物7，560円～・袴6，480円～）
● 美容・着付（髪飾レンタル付）12，960円
● 写真（6切）1ポーズ 8，640円
　（スマイルカード2枚付）

袴レンタルフルパック


