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　TEL06-6338-0640　in fo@ci ty l i f e -new.com
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◆QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。　◆本紙に掲載している表示価格は、特記以外は税込み価格です。のマークがついたお店ではCLポイントが使えます。

　日常の健康管理に役立つ
体感セミナーを開催。セミナーで
は、抗酸化効果が高いと言われ
ている「エコパラダイス溶液」を
住空間に取り入れた事例を紹介。
また、参加者はエコパラダイス

工法で作られた「還元陶板浴」を体感することができる。健康
な暮らしに関心がある人は、ぜひ参加してみては。

健康に暮らす「エコパラダイス工法」健康体感セミナー
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〉
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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：11/26（日） 
　　　　  10時半～12時
■場所：Studio SYLPHY
　　　　 （スタジオ シルフィー）
　　　　  芦屋市宮塚町12‐21
■定員：10組
■参加費：無料
■講師：エコパラダイス（株）
　　　　  代表取締役　
　　　　  海野 貴史 氏

11/16 木

子育て診断士×
 ファイナンシャル
プランナー

午前の部 10:00～12:00
午後の部 13:00～15:00

場　所 なでしこホール 中ホール

お問合せ・
申込み先

tel.0798-74-6221
http://www.miraihoken.com

セミナー参加特典
希望の方は後日個別面談を無料
でお受けいたします。個別面談を受
けられる方に、子どもの才能発見
レポートを差し上げます。

※1回2時間
　（途中休憩あり）

限
定20組様各回

西宮市南越木岩町5-3 2F

統計学からみる
子どもの個性と才能発見講座

子育てママの
ハッピーマネー講座

「子育て診断」ってなぁに？
行動と特性を分析し、「子育て診断士」が
あなたのお子様の才能を発見します！
「子育て診断」でわかること
● 親でもなかなか見えないお子様の
　「隠れた才能」を発見できる
● お子様の才能・個性を伸ばす方法がわかる
● お子様への効果的な褒め方・
　叱り方がわかる

● 「つかう」お金の話
　 教育費、老後資金はいくらかかるの？

● 「ふやす」お金の話
　 マイナス金利下でお金をふやす
　 3つのキーワードとは？

● 「まもる」お金の話
　 医療費、介護、相続からお金をまもるには？

一般社団法人日本パーソナルコミュニケーション協会
子育て診断士＆ファイナンシャルプランナー

講師紹介

人間関係セミナーやコミュニケーションセミナーなど、全国からオファーが
ある講師を招き、子育てに関するお悩みをあなたと一緒に解決していきます。

1つでも□があれば、
ぜひご参加ください！
子どもの性格や性質をもっと詳しく知りたい
子どもに合った学習指導と注意点を知りたい
子どもの教育のための資産形成の必要性を感じている
毎月コツコツ資産形成をしていく方法を知りたい
自分の年収だと
いくら貯めてれば失敗しないか

パパと一緒もO
K!

ママ同士もOK
！

お子様と一緒も
OK!

QRコードから
簡単に応募
できます

参加無料見守り保育無料お母様の目の届くところでお預かりします。

西宮市高松町5-39 なでしこビル8F
阪急 西宮北口駅 南西出口よりすぐ

※本セミナーでは、商品の案内・販売・勧誘は一切ございませんので、安心してご参加ください。

11/28(火) シティライフ主催の
生活向上セミナーでも開講します。

詳しくはP11を要チェック！ 

子育て＆
マネーセミナー

「シティライフを
見た」とお伝え
ください。

計40組様

大好評につき
追加開催決定！

QR

裸眼で一定視力を要する職業は意外と多く、視力が低いため
希望する職業をあきらめる場合も…未来あるお子さんの職業選
択を狭めないためにもメガネ・コンタクトに頼らない視力回復を
始めてみませんか？「視力検査の結果が悪かった」「ついにメ
ガネが必要」「作ったメガネがま
た見えにくくなった」という方はお
試しを。年齢。視力、近視歴に
関係なく家族で1台ずっと使える
ので経済的。まずは体験で回復
見込みを確かめて。（要予約）

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
http://eyemedical-hyogo.com

▶一定の視力が必要な職業

なりたい職業、あなたの視力で大丈夫？

視力回復無料モニター募集

□警察官［片眼0.6以上、矯正視力1.0以上］□消防士・海上保安官・管制官□自衛官・パイロット・客室乗務員□騎手・スポーツ選手など

無料モニター券 

※有効期限　2017/12/10
※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

12/10日
まで

「眼科で様子をみようと言われましたが、低下するのが
心配ではじめました。こんな小さいときからメガネはかけさ
せたくなくて…」（お母さん）

神戸市東灘区 
本山第二小学校
上山 結菜さん（7才）

使用前 使用
2ヵ月後

〈右〉0.15
〈左〉0.2

〈右〉1.0
〈左〉1.2　
〈両目〉1.5

若い人に急増中のス
マホ老眼！  目の疲れ・
ドライアイ・かすみ目・
肩こりなどの症状が
出たらご相談を

「アイメディカルをはじめて2年で
す。学校検査も上がったよ。将
来の夢を視力であきらめたくな
かったので家族皆でがんばって
います」

使用前 使用
8ヵ月後

〈右〉0.4
〈左〉0.3

〈右〉1.0
〈左〉1.0
〈両目〉1.2

使用前 使用
3ヵ月後

〈右〉0.6
〈左〉0.6

〈右〉0.9
〈左〉0.8
〈両目〉1.0

長町 彩音さん（9才）
芦屋市 打出浜小学校

　　 梨沙さん（7才）

　定期預金では何年預けてもお金が増え
ないし、投資や運用は気になるけど詳しくな
いから・・・と、お金を増やすことを諦めている
人は注目。月10,000円の小額投資から本
格的な将来を見据えた運用まで、多くの相
談実績が誇る同社では、そんな女性のため
に無料マネーセミナーを開講している。講師
の増川先生は30年超の業界経験を持ち、
自信の子育て経験を活かした主婦・女性目
線でのアドバイスにも定評あり。大切なお金
を守り、賢く殖やすノウハウをプロがわかりや
すく解説してくれる。参加者は、お金の悩み
をアドバイスしてもらえる無料個別相談も受
けられる。ぜひこの機会に学んでみよう！

http://www.rm-kobe.com/

神戸市中央区磯上通8-1-8　アジアビル303
受／10時～17時　不定休

資産の形成や運用が必須の時代に備えよう
ニーズ・関心に合わせた無料マネーセミナー

マネースクール
（株）リスクマネージメント神戸

「お金を貯める秘訣は、コツコツと節約するノウハウばかりではあり
ません。本セミナーが皆様のお金に関する悩みを解決するヒントに
なれば幸いです」と講師の増川先生。

マネースクール

Pick up!

三宮
JR神戸線

マルイ 三宮東

三宮
花時計前
神戸
市役所

ローソン ジョーシン

ジャパン

そごう
神戸国際会館

至
大
阪2号線公式HP

各線三宮駅より徒歩5分リスクマネージメント神戸　で検索

「30代からはじめる！
女性限定マネーセミナー」

①ムリせず賢く殖やすマネー講座
11/11(土)・12(日)：11時半～13時、13時半～15時
12/10(日)： 13時～14時半、15時～16時半

当てはまる人はぜひ参加を！
□自分に合った資産運用方法を見つけたい
□まずは小額から運用をはじめてみたい
□親、子ども、自分の将来のお金が心配
□仕事が忙しすぎて使うヒマがないお金を
　上手に運用したい
□目標通りにお金が貯まらない
□お金に関する基礎知識を身につけたい

②確定拠出年金（iDeCo）入門セミナー
11/11(土)・12(日)：10時～11時15分、15時15分～16時半
12/10(日)：10時半～12時
会場：下記セミナールーム
※取得した個人情報はセミナー応募のみに使用。
※お金の教育を目的としたセミナーのため、金融商品のPRや勧誘はなし。
※金融関係会社の方や営業的な情報収集を目的とした参加はNG。

参加無料、女性限定、各回先着15名まで（要予約）

11/27(月)・28(火)開催、シティライフ主催の
生活向上セミナーにも登壇。
詳しくはP10・P11の関連記事もチェック！

2078-855-4777

第5回

ラーメンEXPO　 　      検　索

今年も全国から選りすぐりのラーメン店40店が集結！

 


