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初回限定！

土曜日

ウォーターボトル１本分1200円の料金で3本お届け

使い込むほどにやわらかく、表情豊か。彩りあふれるショールやウエア

深まる秋、アクアクララでほっと一息
アクアショップ

玉木新雌～ tamaki niime 期間限定登場

ダイイチライフ

鶴屋

伝統的な播州織に

新たな感性をプラス

兵庫県西脇で古くから

培われてきた播州織。そ

の伝統的な織物に、新た

日、本館

14

な風を吹き込むデザイナ

月８日～

11

ー・玉木新雌さん。

玉木新雌さんのCollectionが登場！

使って、ゆっくりと織る

ことで、ふんわりとやさ

しい風合いに。年齢も性

別も国も選ばない、彩り

鮮やかで自由なショール

をはじめ、ウエア類もお

日常のスタイルのアク

目見えします。

セントに、ｔａｍａｋｉ

時～午後７

ｎｉｉｍｅの世界を…。

営業／午前
10

婦人用品

１階婦人用品売場に、彼

時（金・土＝～７時 分）

問合せ／婦人用品売場

30

女の自由な感性が生み出

すアイテムが期間限定で

☎ ０９６
（３２７）
３５５６

歯科

ヴィンテージの機械を

いしい”を、電話１本で

ウォーターボトルの宅配

＆回収で“うれしい”を提

供。ウォーターサーバー

「治療をしたのに痛い…」
「抜歯と言
われた」人は 根管治療 も選択肢に

登場します。

温・冷水が、サーバー

方式で、いつでも利用で

お湯を沸かす手間なく

きるアクアクララ。

除菌・洗浄のメンテナン

・抗菌ペレット使用で清潔

ホットコーヒーやカップ （レンタル料は別途）は、

・１ℓ /100円
（税別）
と経済的

スで衛生的です。

なんと、2400円
（税別）もお得

② 5本まとめて注文すると
プラス1本でさらにお得！

スープが作れるので、冷

すぐに使えてとっても便利

営業 ／午前９時～午後６時

（税別）
の料金で３本に！

える朝晩もすぐにほっと

・軟水だからまろやか
・80 ～ 90℃のお湯が

また、軟水でまろやか

① 初回限定、ウォーターボトル
（12ℓ）を1本分1200円

一息できますよ。

“アクアクララ”の特徴

な味わいだから、飲み物

のおいしさもＵＰすると

好評です。

ミクロ（１万分の１ミ

クロン）のろ過水で“きれ

お得!!

い”を、ミネラル成分を

バランス良く配合し“お

０ １ ２ ０・５ ４・９ ６ ６ ２

1

本館１階

11月8日（水）～ 14日（火）
本館1階 婦人用品 エスカレーターサイド
●ショール（ウール70％・コットン30％） 1万800円
●ニット帽子 6480円 ●Ｔシャツ 1万800円
●レッグウォーマー 3888円 ※すべて税込

80以上の多彩な講座で、
「コレ！」が見つかります

カルチャー
センター

“つくる楽しさ”始めませんか？

はません校

リビングカルチャーセンターはません校

︱︱ 歯 の 治 療 を し た の

に、なかなか痛みがとれ

ないという場合は、どの

ようなケースが考えられ

治療をしても根管

るのでしょうか？

佐藤

に虫歯・細菌が残ってい

たり、膿みがたまってい

る、まれに治療に使用し

た小さな器具が残ってい

る…などが原因で痛みが

に行えるとは限りません

が、症状を診て「根管治

療」をご提案しています。

根管の中の細菌等を除去

し、薬剤を詰めて被せ物

をします
（下図）
。人の歯

根の形は様々で複雑な形

状の方もいるため、当院

では県内で数少ない「歯

科顕微鏡治療」の認定医

が拡大視野で治療を行

できる形状記憶の器具を

使用。また唾液が入らな

いようにラバーダムを被

せるなど、徹底した管理

のもと治療を行います。

生 じ る こ と が あ り ま す。 い、あらゆる歯根に対応

当院でもそのようなケー

スで来院される方が多く

いらっしゃいました。

︱︱ 治療はどのように？

佐藤 すべての患者さん

絵画や陶芸など、定番からユニークな講座ま
で多彩。初心者にも丁寧に指導しますよ。
“これ
気になってた！”
“何か始めてみたい”という人は
ぜひ。気になる講座を体験または見学できます。

オリジ ナリティあふ れる作 品がつくれ ます。
ま た手 を 動 かすことで 脳 の 活 性化と癒しにも
…。自分らしく楽しめる「ものづくり」が、リビン
グカルチャーセンターには豊富に揃ってます！

いま始めるならコレ！
自分の好きなモチーフを気軽に描こう

趣味のパステル＆ペン画
◦講師／森 ゆみこ ◦定員／各 15 人
◦受講料／ 3290 円（月 2 回）
◦受講日時／第①・③金曜 13:30～15:30
第①・③水曜 19:00 ～ 21:00

佐藤歯科クリニック

院長 佐藤 邦彦 先生
副院長 佐藤 美香 先生

もし抜歯になった場合

でも、残っている親知ら

ずを移植するなど様々な

治療法の提案ができます

の で、 ま ず は ご 相 談 を。

ほか歯周病やインプラン

ト治療も行っています。

根管治療の流れ

①歯の神経を
とった後、根
の長さを測る

②汚染された
部分をきれい
に除去する

③根の中
に薬を入
れて消毒

④消毒が終わっ
た 後、 薬 剤 等 を
入れて密封する

⑤症例によっ
ては金属の土
台を入れる

道具も少なく手軽に始められて、パステル特有の繊
細な画風が魅力。ペットや風景・植物の絵を描いて
たくさんの人が絵の楽しさを実感しています！

女性
限定

⑥冠をかぶ
せて終了

作る楽しみ、使う楽しみ

場所／北区鶴羽田

窯元で作る陶芸品 （ユウベルホテル近く）

◦講師／佐藤 志保子
◦定員／ 10 人
◦受講料／ 4320 円（月 2 回）
◦受講日時／第②・③水曜 13:30 ～ 16:30
講師のアトリエで、手びねりの陶芸体験！ 初心者でも初日から
作品ができる気軽さが人気です

伝統技法を取り入れた新しいジュエリー

肥後象がん＆シルバー

◦講師／麻生 翼
◦定員／ 10 人
◦受講料／ 3290 円（月 2 回）
◦受講日時／第①・③火曜 13:30 ～ 15:30
熊本の伝統 工芸・肥後 象がんとシルバーや彫 金 が 融合した新
感覚ジュエリーや置物に挑戦！ じっくり取り組めます

自己流をグレードアップにつなげませんか

おしゃれな手編み

◦講師／矢次 淳子
◦定員／各 10 人
◦受講料／ 3290 円（月 2 回）
◦受講日時／第②・④金曜 10:30～12:30
13:00～15:00
かぎ編み、棒編み、アフガン編みなど、さまざまな手法を使っ
て可愛い小物からニットまで段階を追って編み上げていきます

【申込み・問合せ】

リビングカルチャーセンター はません校

☎０９６
（３７０）
１１１２

熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館2階）
受付／ 10:00 ～ 19:30（日曜～ 16:30、祝日は通常営業）
※価格はすべて税込、体験（500円）・見学も可

キッズ講座も
新規入会受付中！

講座の詳細は
こちらから↑

