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■応募フォーム

事 前 申し込 み が 優 先です。
下記の応募フォームもしくはお電話で申し込みください。

セミナー 参 加 申し込 み はこちら

■お問合せ

http://seikatsukoujyou.citylife-new.com

TEL.06-6338-0640
 （生活向上セミナー担当係まで）  ※平日10時～17時
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日々の生活が “もっと” 豊かになる誰 で も 気 軽 に 参 加 で き る
プロから学ぶ「生活向上セミナー」とは

阪神・神戸間の様々なジャンルで活躍するプロの方々から、
技術や知識を学ぶことができるセミナーを開催します。

※会場に専用駐車場はありません。
　車でお越しの際は近隣の駐車場をご利用ください。
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　プロから学ぶ「生活向上セミナー」とは、あらゆるジャンルで活躍するプロから知識や技
を学ぶことができる、予約制のセミナーのこと。内容は様々で複数受講しても楽しいはず。
講師たちは“その道のプロ”として自分たちのもっている技術や知識を提供してくれます。

様々なジャンルのプロが教えてくれる暮らしを豊かにする知恵

　まずはセミナーの内容をチェックしてみましょう。「こんなことについて知りたかった」
「前から気になっていた」など、興味のあるセミナーを見つけたら申し込みを。応募方法
は右記をご確認ください。申し込み間違いのないように。不明な点や確認したいこともこ
の時点でまとめておけば、気持ちに余裕ができてより講座に専念できるでしょう。

気になるセミナーをチェックしよう

　講師は、専門的ノウハウを惜しみなく教えてくれます。セミナーで得た知識は、自分なり
に「どんなことに役立てることができるのか」を考え、日常生活で実践してみましょう。毎日
がさらに豊かに楽しくなるはずです。

学んだ知識を活かして日常をもっと豊かに
検 索プロから学ぶ生活向上セミナー

シティライフ主催

※各セミナーの空席状況によって、当日参加も可能です。  
※事前申し込みをキャンセルされる場合は必ず前日までにご連絡ください。 
※同業者の情報収集、勧誘を目的とした参加はお断りします。

応募フォーム
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やる気がある子に育てよう！～今すぐにできること～
　自己肯定感のある積極的な子に育てるには、小さい頃の過ごし
方やしつけが大きく影響します。今回は、心を育て、やる気のある子
に育つよう、明日からすぐに実践できることをたくさんお話ししたい
と思います。お子様連れでもお気軽にご参加ください！

自身の妊娠中に七田式と出会い、育児を経て西宮・芦屋で教室を開設。その後30年
以上にわたり教室を運営し、数多くの生徒を送り出す。明るく力強い言葉でママをサ
ポートし、子育ての協力者として慕われている。

講師/七田式　芦屋・西宮北口教室　代表　細川 敦子先生

「こんな方法があるなんて！」資産形成のコツを学ぶ
　マネー初心者のために「富裕層がヒミツにしたがる資産形成の
方法」をわかりやすくレクチャー。保険商品を使わず合理的に資産
を増やし、守る方法が学べます。講師は、りそな銀行等でマネジャ
ー業務や、富裕層対象のプライベートバンキング業務を経験。

りそな銀行、メリルリンチ証券、生命保険会の各社でマネジャーを歴任。金融業界
歴29年の経験と知識を活かして、わかりやすく資産形成の方法をお伝えします。

講師　合同会社あさひ・フィナンシャル・コンサルティング　代表　成田 周平さん

毛穴に着目！エイジングケアの極意
　このセミナーでは毛穴に着目したエイジングケア法について、実
践編と仕組み編の2部構成で分かりやすくお伝えします。参加者特
典もあり。是非お気軽にご参加ください。

【前半】実践編 （10：40～11：40）
　世界各国の美容サービスを巡って行き着いた究極の肌ケアとは？
エステティックやスパ、整体など年間300軒を体験している専門家な
らではの視点から、エイジングケアの効きを高めるコツを伝授します。

大学卒業後、出版社に入社。現在はフリージャーナリストとして年間300軒を超えるエス
テ、スパ体験の傍ら、テレビ、女性誌、ウェブサイト等様々なメディアで企画監修を担当。

講師　エステ・スパジャーナリスト　惣流 マリコさん

今からできる生前贈与
　近年の税制改正により、「自分も相続対策が必要ではないか」と
考えられる方が増えてきました。当セミナーでは、相続の基本と相
続対策の1つである生前贈与にスポットをあてていきます。相続に
ついて気になる方は是非ご参加ください。

大阪大学経済学部卒業。元都銀マンの経験を活かして「お金のトータル相談人」と
して税金だけでなく資金調達や経営コンサルなども手掛けています。HP：
http://e3-partners.com/

講師　税理士法人イースリーパートナーズ 税理士　柏田 昌和さん

【後半】仕組み編 （11：50～12：50）
　しわ、たるみなどのエイジングの悩みと毛穴が実は深く関係して
いることを知っていますか？毛穴の汚れを取り除くケアを定期的に
行うことで肌は想像以上に元気に。エイジング悩みに効果的な毛
穴ケアの方法をお伝えします。

エステティックの国際教育機関「CIDESCO」認定エステティシャン・アロマセラピス
ト。美容施術歴35年。今まで施術したお客様は約1万人。

講師　アプレイジ大丸神戸店運営責任者　前田 千幸さん

本当に必要な相続対策セミナー
　お子さまに迷惑をかけたくない親御さま必見！講師の数々の相
続対策の実経験から、各ご家族に合った最適で、本当に必要な相
続対策をご提案します。遺言、相続税対策、不動産、トータルで必
要な対策をお伝えします。

相続に対して遺言から相続税対策、もめない対策、不動産活用から、相続発生後の
実務まで幅広い経験から総合的な提案を実施する相続のスペシャリスト。

講師　メットライフ生命保険株式会社　コンサルタント　中尾 剛さん

アロマの力で“老け”の進行をストップしよう
　たるみやしわ、ほうれい線など、目をそらしたい「老け」は放ってお
けば必ず進行してしまうので、将来のことを考えると早めのケアが
肝要です。当日は、アロマ精油・オイルが持つ老け予防の力や、お肌
のメカニズム、アロマを用いたホームケア等をお伝えします。

大手アロマスクール「ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー」の元講師。現在はセラ
ピストとしてサロンで施術するとともに、総合病院や心療内科でも活躍中。P22の関
連記事もチェックを。

講師　オハナトゥリー　アロマセラピスト　飛田 タカコさん

歩き続ける為に！膝痛が驚くほど簡単に改善する方法
　膝痛を“改善してはまたぶり返す”を繰り返している人。その繰り返す痛
い膝痛とのお付き合いを今日で終わりにしましょう。なぜ痛むのか。なぜ治
らないのか。その理由と膝痛の正しい改善方法を実演を交えてお教えしま
す。痛みがなくなれば、ウォーキング、旅行、やりたかったことに挑戦できる
未来があります。もっと早く知りたかったと必ず感じて頂けるでしょう。

健康運動指導士・STOTT PILATES®インストラクター・ISP（ケガと特別な症例の再生プログラム）コース修了。いつでも相談
できるような、心の通ったレッスンを提案。「身体って不思議！楽しい！」と感じて頂けるよう“良い動き”を引き出していきます。

講師　痛みを改善したい人のためのピラティススタジオ　パザパ　代表　苅田 純子さん

愛犬の「健康寿命」を延ばすために今できること
　かわいい愛犬も気づかないうちに老化は進行するもの。たとえ長
生きできてもヘルニアやテンカン、ヒザの脱臼、ガンなど不調のリスク
は常について回ります。この回では、いつまでも健康に、最後まで自分
の足で歩けるように、飼い主が今してあげられることをお話しします。

タカラジェンヌの駆け込み寺と呼ばれる「ビューティーソフトカイロ宝塚」がプロデュースする、日本初の
ペットカイロを確立。40,000頭以上・90%以上の改善実績を誇る。P23の関連記事もチェックを！

講師　ペットカイロマスターズ協会　会長　井上 明雄さん

セミナー 室  A セミナー 室  B11 /27（火） セミナー 一覧

1 2

3

5

4

76

99

10

未来の幸せの為の出会い人生塾
　今のままでいいですか？「いつかは良いご縁をゲットしたい」いつか
っていつですか？人生出会ってなんぼ！今どきの「人生の出会い」を明
るく楽しく出会う為にコツを伝授します。待っててもご縁はやって来
ない。30代から50代の女子に是非聞いてほしい。さあ行動しよう！

新聞・TVにも多数出演！キャリア20年のカリスマ婚活アドバイザー。現在2,100組
以上の成婚で特にアラフォー世代に強い成婚率をあげている。

講師　㈱お見合い塾　代表　山田 由美子さん

「樹木葬」が選ばれるわけ、今時のお墓事情教えます
　お墓の悩みはありませんか？ライフスタイルの変化によって、お
墓の形態も徐々に変わりつつあります。セミナーでは最近のお墓事
情や、注目度が高くなってきた「樹木葬」についてわかりやすく解説
します。

葬送やお墓の専門家との人脈を多く持ち、「京都の樹木葬」運営事務局の案内人と
して日々活動中。P8の関連記事もチェックを。

講師　京都の樹木葬　近藤 亮さん

子育てママ必見！足りないかも！？教育資金の対応策
　「どんな夢を見てどんな大人になるのかな？」 大きく広がる子ど
もの未来に、自然と夢や希望が膨らみます。親として、子どもの夢は
力強く後押ししてあげたいもの。なにより教育は子どもの可能性を
広げる最高の贈り物となります。
　ただ、子どもが生まれると子育てのことはもちろん、直面するのは
教育資金などお金のこと・・・。
　多くの子育てママが最初に相談するのはご両親でしょう。しかし
親世代と現在とではお金の取り巻く環境が大きく変化しています。
教育資金の高騰化やマイナス金利でお金が増えない中、時代に沿
った資金対応策が必要です。
　このセミナーでは今の子育てママ世代に向けて、「知っていると
得をする」「知らないと損をする」正しい教育資金の考え方や貯め
方をわかりやすくお伝えします。人生の三大資金も併せて聴ける全
国でも大人気の必聴セミナーです。
　この機会にぜひお気軽にご参加下さい。

あなたも家族も助かる50歳からの介護・相続
　事前の備えがとても大切な介護と相続、重要な対策は元気なう
ちにしか行えません。贈与・遺言・後見・税金など親がまだ元気とい
う方にこそお聴きいただきたい内容です。参加者全員に講師の著
書をプレゼント致します。

「もっと上手に財産移転を！生前贈与の基礎知識」など著書多数。大手書籍販売サイト売れ
筋ランキング1位獲得も。セミナーを精力的に行い、面白くて分かりやすい解説が大好評。

メイン講師　鈴木和宏税理士事務所　代表　鈴木 和宏さん 税理士志望からファイナンシャルプランナーに転身し、働く女性・子育て世代のママ
向けセミナーを年間100・個別相談年間1070回の依頼を受ける人気のマネーセミ
ナー講師です。

講師　ファイナンシャルプランナー　小林 晶秀さん・平澤 嘉朗さん

遺言だけで安心できますか？家族信託という選択肢
　人生100年時代と呼ばれる超高齢社会、円満な財産の承継の
為には相続のことを考えていれば十分でしょうか？実は、生前にも
注意すべき様々なリスクが潜んでいます。民法改正の話題を織り交
ぜながら、遺言や家族信託といった相続対策方法を第一線で活躍
する司法書士がお伝えします。

講師　司法書士法人おおさか法務事務所西宮オフィス（夙川）　
司法書士・民事信託士　石井 満、司法書士　呉 静香

痛みのしくみとは？“ろっ骨”から見る首・肩・腰痛
　なぜ肩・首・腰のコリはマッサージしても何度も繰り返すのか？実
はそれらに大きく関わっているのが“ろっ骨”。当日はそのしくみを分
かりやすく説明し、日常でも活かせるコツをお伝えします！※前回満
席で多数お断りせざるを得ず、より広く知ってもらうため前回参加者はご遠慮くださ
い。
早稲田大学政経学部卒という異色の経歴を持つ健康のスペシャリスト。体について
の技術や知識の習得が大好き！オリジナル手技も開発し、進化し続けている。P24
の関連記事もチェックを。

講師　夙川つつい整体院　院長　筒井 洋介さん

女性限定　ぶっちゃけトーク「ほけんの落とし穴」
　「保険は入っているから大丈夫！」と思い込んでいる方が多くいら
っしゃいます。今回のセミナーでは、今契約している保険は本当に
必要？ご主人に何かあったときの保障はどうなるの？など、意外と
知られていない「ほけん」の落とし穴を、実例をもとに解説。

1番お金のかかる大学生、高校生の子どもを持つ2児の母。世代に関係なく、女性の
視点でぶっちゃけトークの「ほけんの落とし穴」セミナーは、分かりやすくいつも人気。

講師　株式会社ほけんのぜんぶ　岩脇 朋子さん

女性必聴！初心者でもわかる30～60代の資産形成
　「今ある余裕資金を何とかしたい」「将来に向けて貯蓄したい」「金融
商品も会社も多すぎてわからない」そんな人は必聴！株・投資信託を
している人や興味がある人にもオススメします。運用で結果を出してい
る講師が、具体例をもとにズバリお悩みを晴らします！※定員20名

ファイナンシャルプランナー。不動産会社の全国トップ営業マンから現職に転身。貯
蓄・金融以外にも知識の引き出しが多く、顧客からの相談が絶えない。P3の関連記
事もチェックを。

講師　ソニー生命保険（株） トップ・オブ・ザ・エグゼクティブ ライフプランナー 中嶋 祥人さん

SL18-3200-0077

ただの主婦が趣味や特技で夫の収入を抜く方法
　「私の人生、このままでいいの？」と思った事は？老後をより豊か
に過ごすには旦那様の収入に頼らない自分だけの収入は必要不可
欠！40・50代からでも遅くない。ネットマーケティングの知識を習
得し、得意なことで収入を！

結婚後、公認会計士の知識、WEBの知識を併せ持つ主婦起業コンサルタントとして起
業。専門知識を生かし講師として行政や企業のセミナーでも活躍中。小学生2児の母親。

講師　株式会社ママピット　代表取締役　天谷 麻裕子さん

体の歪みと病気の関係 ～病気予防・健康維持のコツ～
　2018年最後のセミナーは今年度開催したセミナーの総まとめ
編となります。体の歪みと痛みの関係（足指含む）、睡眠、血液、アト
ピー、認知症、高血圧、脳梗塞、ガンといった様々な病気に対する予
防法、健康維持のコツを具体的にお教えします。ぜひご参加下さい。

リセット整体達人整体師・日本睡眠教育機構認定上級睡眠健康指導士を取得する
などトータル的に健康をプロデュース。

講師　リセット整体 エスコート・芦屋サロン　院長 高岸 眞智子 さん

14：10 ～16：20
学んで活かせる「薬や手術に頼らない愛犬ケア」

　「ペットカイロ」とは、欧米のペット先進国では内臓疾患や骨格形成などの治療で一般
的に採用されている、手技による理学療法です。今回は「なぜ歩けない犬が歩けるように
なるのか？」「愛犬の異常を早期発見、今すぐわかる危険信号の兆
候」など、実際の症例と改善例をもとにお話しします。「ヘルニアや
股関節不全・関節炎等に悩んでいる」「四肢がO脚やガニ股になっ
ている」等、愛犬の状態が気になる方はぜひ一度ご参加ください。

【資格取得や仕事として興味がある方にもおすすめです】
病んでいるワンちゃんを助けたい、動物と関わる仕事がしたいとい
う方もぜひ！主婦・定年退職後の時間を有効活用し、働きながら学
ぶことも可能です。将来独立したい方や、ペットカイロ塾(オーナー)
として新規参入をお考えの方も大歓迎です。

タカラジェンヌの駆け込み寺と呼ばれる「ビューティーソフトカイロ宝塚」がプロデュ
ースする、日本初のペットカイロを確立。40,000頭以上・90%以上の改善実績を誇
る。神奈川県最大のドッグラン運営、競技犬・保護犬のメンテナンスも手掛ける。TV
などのメディア取材、ペットイベントでの実技披露、大手メーカーのイベント出演等の
オファーも多数。P23の関連記事もチェックを！

講師　ペットカイロマスターズ協会　会長　井上 明雄さん

誰でも、今日から、すぐにできる簡単マネーケア術
　「貯蓄ができない」「お金を増やしたいけど、やり方が分からない」な
ど多くの方からお金の悩みをよく聞きます。今回のセミナーでは、貯蓄
の入口と出口、60歳までに1000万円を無理せず貯めるコツ、リスク
回避など、すぐ実践できるマネーケア術を面白おかしく伝授します。

20歳と1歳の育児に励む頼りになるイクメン。豊富な知識と面白くて分かりやすい
内容が参加者からも好評。様々な世代のママと同じ目線で話せるセミナーは必見！

講師　株式会社ほけんのぜんぶ　渡部 幸司さん
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14：00
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～
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16：20 次回の生活向上セミナーは2019年1/28（月）、29（火）・なでしこホールに
て開催予定です。詳細は2019年1月号にて掲載します。

次回予告


