2019年

新春号

＜16＞

旅行のJTBと、
ウエディング会社「ワタベウェディング」
「アールイズウェディング」
「タカミブライダル」が合同開催！
リゾート婚ができる海外・国内の情報を一度に聞けるとても
貴重な相談会です。
新春ならではのお得な情報も！

入場無料 各回6組限定
注目！

ベテラン添 乗 員による基 本情 報をはじめ、現 地
の 生の 情 報 が 聞けます。
「いず れヨーロッパ 旅
行を考えている」という方も大 歓 迎です

お得な挙式プラン…など
目玉商品も取り揃えています！

1月14日（祝・月）

日時

2019年

時間

①10:00~13:00
②14:00~17:00

JTB×ウエディング会社

1月 25日（金）

日時

2019年

時間

①11 :00~12:30 スペイン
②13:00~14:30 イタリア
③15:00~16:30 スイス

会 場

蔦屋書店熊本三年坂
無料
地下モリコーネ
（B1F）

JTB 熊本店

会 場

ウエディング

ウエディングスタートアップセミナー
＆個別相談会

内容

リゾートウエディングを考え始めた2人に
海外挙式のプロがわかりやすく説明致します

JTB 熊本店

Ⓒワタベウェディング

リゾートＷフェア・ヨーロッパ旅行説明会ともに事前予約制です

営業：10:00〜18:00
（最終受付17:30）
定 休 日：祝日・12/31〜1/3休
住所：熊本市中央区下通1-8-22 JTBビル
（銀座通り沿い）

TEL.096-322-4131

予約・問合せ

24時間365日の見守りと、災害にも強い建物で安心の満足度。年末年始の見学もお気軽に

充実のサポートで、
「介護予防」から始める暮らし
ヴィラ メルロは同じ

でました︒今なら即入居

気の施設に︑若干空きが

･

敷地内に介護老人保健施

設を見学して実際に良さ

設︑居宅介護支援事業所︑ もできるので︑まずは施

訪問介護︑訪問看護︑デ

中にケーキ?!

を確かめませんか︒年末

Ｈ31.1.31までの契約に限る

● 吉松小

イケア︑デイサービスな

通常5万4000円→無料に

植木IC

年始の見学も随時受け入

入居時の事務手数料

れています︒

契約をすると

●ヴィラ・メルロ

どがそろい︑組み合わせ

まずは気軽に電話を︒

く〜ぽん

ながら︑介護予防もでき

る充実の施設︒自分らし

い暮らしを叶えてくれ

時間の見守り

る︑きめ細かなサポート

さらに

が喜ばれています︒

24

ヴィラ・メルロ

3

至植木

があり︑誠心誠意サポー

新春は2会場で4日間開催。詳しく知りたい人には個別相談会もあり！

リビング

● コンビニ
ケアビレッジ
● 箱根崎

トしてくれるスタッフの

交通／植木ICより車で5分、「宮原」バス停から徒歩3分
開設／ 2011年3月 居住権利形態／利用権 運営主体
／医療法人滄溟（そうめい）会（北区植木町正清903） 構
造／鉄筋コンクリート4階建 居室数／ 80室（今回募集
7室） 居室タイプ／通常居室（18㎡・74室）、夫婦部屋
（27㎡・6室）入居要件／ 65歳以上、原則として要介護

対応力・自宅のような雰

※上記費用以外に介護保険・医療費などは自己負担 ※すべて税込

宮原
交差点

電話受付／ 9:00 〜 17:00

囲気も評判︒さらにＲＣ

（朝430円、昼650円、夜650円）

至山鹿

の 強 い 建 物 は︑﹁ 震 災 の

：5万1900円
●食費（１人分・30日換算）

時も安心感があった﹂と

●夫婦部屋家賃：７万5000円

☎096
（274）
7900

の声も多いとか︒

●1人部屋家賃：3万8000円
●管理費:3万8000円

今なら即入居の
案内ができます！

【入居時の月額費用の例】

問合せ

常に入居希望が多い人

□高齢者だけの1人・２人暮らしで不安
□受け入れてくれるところを探している
□最後（看取り）までサポートしてもらえるか不安…

明るく特徴的な施設で︑
安心と充実した毎日を

こんな悩みはありませんか？

ヴィラ・メルロ

家族のため︑自分のための
〝暮らし替え〟を検討しませんか？

住宅型有料老人ホーム

熊本産のこだわり苺がまるごと入った特別スイーツ

ビギナー歓迎！ ママの為のお金の上手な貯め方 毎年人気のふんわ〜り
「苺大福」
、
限定販売！
主催／（一社）くまもと子育て支援機構

新春恒例の﹁苺大福﹂ ３００円︵税別︶

新町電停

〒

熊本市電
花のキレイ舎 ●

● 新町店

☎096（352）0908
至辛島町

洗馬橋電停

新町店
西辛島町電停

福田病院
●

坪井川

三年坂通り

☎096（324）6223
（蔦屋書店熊本三年坂
地下1階・モリコーネ横）
営/11:00 〜 22:00
（1/1 〜 3休）

至上熊本駅
熊本中央
郵便局

下通り

地下モリコーネ横

検索 ←

まんまるで可愛らしい

● 鶴屋

パティスリー クオーレ

新 年 か ら 笑 顔 を 誘 う︑

わっとやわらかい食感

特 別 な 苺 大 福︒ 今 年 も︑ 見た目と︑食べた瞬間ふ

に︑毎年リピーターも多

熊本の農家さんがこだわ

数︒年末年始の手土産に

カリーノ三年坂店

カリーノ
三年坂店

●

って育てた苺を贅沢に使

●パルコ

いました！

ほか挨拶まわりにピッ

上通り

COCOSA ●

も喜ばれますよ︒

タリの焼き菓子セットや

大劇●

中身はスポンジやクリ

お年賀ギフトなども豊富

通町筋電停

ームなど⁝プチケーキが

まるごと入った新感覚の

ネット予約はこちら→

なので︑ぜひ店頭でチェ

teamlifeplaners@gmail.com

大福︒みずみずしくほど

申込み ☎ 096
（221）8532

ックを！

の ヴ ィ ー ブ ル の ２ カ 所︒

講座は子ども連れ︑家族

での参加もＯＫ︒希望者

は講座の後に個別相談会

も受けられます︒貯蓄の

ための明確な目標を教え

パレア
①1月12日（土）・②1月16日（水）
●合志市総合センター ヴィーブル
③1月14日（祝・月）・④1月18日（金）
●時間／ 10:00 〜 11:30 ●費用／無料
●定員／各回先着20人

よい酸味の苺とクリーム

ママの為のお金の上手な貯め方講座
●くまもと県民交流館

の相性はバツグンです︒

﹁２０１９年こそお金

を貯めたい﹂
﹁家計を見

直したい！﹂なら︑必聴

の人気講座が開催されま

す︒お金を上手に貯める

ためのノウハウを教えて

住所／西区田崎本町４ノ
10

てもらいましょう！

※要事前予約
H31.1.12･16、1.14･18限定

ファイナンシャル・プ

プレゼント

くれますよ︒

ドリンク

ランナーが︑マネープラ

ンの基礎から最新の情報

を交えながら分かりやす

くレクチャー︒ＮＩＳＡ

やｉＤｅＣｏ︵確定拠出

年金︶
︑外貨⁝よく分か

会場はパレアと合志市

らないという人はぜひ！

お得!!
「リビングを見た」で
セミナーに参加すると

クオーレ 新町店・カリーノ三年坂店

パティスリー

住/中央区新町2-7-1
営/9:30 〜 21:00、
不定休
（1/1 〜 3休）
※駐車場4台

