2019年

1 加藤神社

復興に向けて前に進む熊本城
を間近に望む加藤神社。肥後総
鎮護ともいうべき由緒正しい神
社で、清正公をお祀りしている
ことから「勝運」を授かるといわ
れています。部活、仕事…毎年多
くの参拝客が訪れています。

正月の行事

熊本の 生活守護神 として、 正月の行事
400 年以上熊本城と城下町を見 ■1/1、0:00〜
・智恵の輪くぐり
守ってきた熊本城稲荷神社。商
・大鯛どっこい（1/3まで）
売繁盛を始め御利益がたくさん。 ・開運の御宝授与（先着100人）
社務所も新しくなりペッパーく ・お守りを受けた人全員に
んが巫女さんに仲間入り。震災 「夢枕吉兆絵」授与（1/2まで）
で倒壊した鳥居は春に再建予定。

紅白の「縁 起もち」は 先 着
3000人。早めに行くのがお
すすめ

問 中央区本丸 2-1

☎096(352)7316

中央区本丸 3-13
☎096（355）3521

問

公式HPは
こちらから

※交通規制情報は18ページへ

ご利益にあやかりたい
4 出水神社

＜2＞

3 別所琴平神社

2 熊本城稲荷神社

■1/1、0:00〜
縁起もち配り
■1/3、9:00〜 元始祭

新春号

鎌倉時代から続く歴史ある神
社。「金毘羅大権現」を祀り、金
運や厄除け、縁結びなど様々な
ご利益があります。通称 別所
のこんぴらさん 。そのため、御
朱 印 に は 特 別 な ㊎ マ ー ク が。8
ページにも神社の紹介あり。

正月の行事
■1/1、0:00〜
「開運甘酒」ふるまい
■1/10「初こんぴらさん」
「招福ぜんざい」ふるまい
毎月10日限定「こんぴらさん」の
文字が入った御朱印もあります

問 中央区琴平本町 12-27

公式HPは
こちらから

公式HPは
こちらから

☎096（366）7963

新春御朱印詣で

1ページに掲載した御朱印（帳）のある神社を紹介
します。状況に応じては御朱印がいただけない場
合や御朱印が紙でのお渡しになる場合もあります

6

5 北岡神社

代継宮
1000 年 以 上 の 歴
史があり、立田山東峰
天拝山頂上に社殿を構
える、由緒深き古宮。
「よつぎ」という名前
から、子授け・安産・
良縁・繁栄などのご利
益があります。境内に
は天ノ浮橋などのパ
ワースポットもあり！
正月の行事

優美な回遊式庭園で有名な
水前寺成趣園内にある神社。
近世細川家の御霊を祀ってお
り、学問や武道のご利益があ
るそう。神水 長寿の水 を
目当てに訪れる人もあり。正
月三日間、入園は無料。

問 中央区水前寺公園 8-1
☎096（383）0074

正月の行事
■1/1〜3 甘酒の振舞い
新春羽根つき（桜の広場）
■1/1、10:30〜 舞初め
（能楽殿）
■1/1、12:30〜、13:50〜
わらべの舞い（正面広場）
※羽根つき・わらべ
の舞いは雨天中止、
詳細は水前寺成趣
園のサイトから

■12/31、
23:30〜 除夜祭
■1/1、10:00〜 歳旦祭
15:00〜 代継太鼓
■1/3、
10:00〜 元始祭

平安時代に創建された由緒
正月の行事
ある神社。夫婦の神様とその ■1/1、
子どもの８柱の神様が祀られ
0:00〜20:00
1/2・3、
8:00〜17:00
ており、良縁・家内安全のご
お神酒・甘酒ふるまい
利益があるとされています。
■1/5、
11:00〜 松囃子神事
御朱印帳に描かれる「厄除け
の夫婦楠」もぜひご覧あれ。

西区春日 1-8-16

問 ☎096(352)2867

問 北区龍田 3-25-1

☎096
（339）
5466

公式HPは
こちらから

公式HPは
こちらから

限定

エタンスランの福袋
￥10,800（税込）
ア ウ タ ー o r ワ ン ピー
ス・トップ ス・ボトムス・
小物が入っています

限定

10個

1F

￥10,800（税込）
今ツカえるシーズンア
イ テ ム が 中 心 。上 質
ファッションをお得に

限定

15個

2Fレディースファッションフロア

CLEARANCE
SALE

2019.1.2 10:00 START

20~50
通常価格より

新春

ガラポン抽選会

%
OFF

2019.1.2 (wed) .3 (thu)

11:00~17:00
会 場 ／1Fカリーノ坂側イベントスペース

期間中、蔦 屋書店 熊 本三年 坂でお買い上げレシート合 計2,000円以 上で、抽選に
挑 戦できます。
10,000Tポイントなどが当たるチャンス！ 今 年の運 試しを！
※各日先 着300名様 限 定、
お1人様1回限り

※ 景品が 無くなり次 第 終了とさせていただきます

1F

3点選べる福袋 ￥5,400（税込）

限定

60個

手帳やiPhoneケースなどの雑 貨など
対象商品の中から、
お好きなアイテム
を3点 選んでこの価格！

アヴェニューの福袋

1F

カルディ食品福袋
①￥3,500（税込）

もへじ福袋

②￥2,000（税込）

限定

30個 ②10個

①

ヒノマル
マルシェの福袋

年 始にふさわしいとってもお得な福 袋！ 朝9時
より三年 坂 入口で福袋の引換 券を配布します。
他にも多数の福袋をご用意しています
限定

2F

①人 気パンショップの引換 券・調味 料・お菓子など
②野菜お買物券と調味 料・お菓子など

アユーラ
ベースメイクセット

限定

10個 ②5個

1F

5個
10個

①

①￥1,000（税込） ②￥3,000（税込）

①

48個
②78個

①

②

①￥5,400（税込）

ミシャ メイクアップセット ②￥2,160（税込）

福 袋 ①￥3,000（税込）

アユーラと韓国の人気コスメ・ミシャの
メイク用品が福袋で登場

粉・ジャム・シロップ・
スムージー・マグカップの
詰め合わせ。
5,000円にはさらに雑貨がプラス！

2F

②￥5,000
（税込）

2F
帽子の福袋 ￥4,212（税込）

限定

10個

メンズ用、
レディース用を 各5個ずつご 用意。
バッグ付きで内容はなんと2万円相当にも！

営業は12月31日 20:00まで、元日のみ休、
1月2日・3日は〜24:00まで、
4日から通常営業
蔦 屋書 店 熊本三年 坂 ＴＥＬ．
096-212-9111 カリーノ下通 ＴＥＬ．
096-322-4141
住所／熊本市中央区安政町1-2 営業／10:00〜25:00、
無休
（元日のみ休）※ショップによって開店・閉店時間は異なります

蔦屋書店熊本三年坂 文具・雑貨

レコルト福袋
限定
（トースター・コーヒーメーカー） ①10個
①￥4,860（税込）

ライゼンタールバッグ 福袋
②4個入りで￥5,400（税込）

③7個入りで￥10,800（税込）

限定

15個
15個

②
③

Tポイントが 貯まる!

