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リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

リビング読者限定 COUPON

夕闇を照らす「灯りの祭典」

「山鹿風情物語」入場券
中学生以上・通常1000円（税込）

100円引き

扌

百華百彩

検索 ←

月

日
（土）
限定

説明。定員 人限定なの

り、イベントの案内等に

16

でお早めに。※個人情報

使用する場合があります

参加無料セミナー

働く女性の資産形成と

問合せ／午前 時～午後

2

10

2/16（土）10:00 ～ 11:30。 申し込みは電話
かメールで、氏名・電話番号・参加人数を伝えて
ください。メール／ smkmsalon@gmail.com

出会いをつかむ1泊2日。
“本気の婚活”をしたい女性必見

JA菊池旅行センター

主催／JAきくち

前回のツアーに参加して実際に
結婚したカップルも！

誠実な“農業男子”と出会う旅！

話すだけでは分かりにく

い魅力も伝わるはず。

企画は、数々の婚活イ

毎回好評のＪＡきくち

ベントを手がけてきたＤ

日・

選のひとつ菊池温泉の

Ｍプロジェクト。充実の

婚活ツアーが今年も開

「笹乃家」。夜のパーティ

内容と手厚いフォロー

催。 今 回 は、 ２ 月

ーでは、旬の素材たっぷ

で、参加者の半数以上が

23

婚活イベントを多数
手がけるＤＭＰ企画

りの豪華料理が堪能でき

カップル成立しているそ

24

日の１泊２日で県北を

ます。２日目には、鹿北

う。“本気”で婚活をした

巡ります。

の物産館「小栗郷」で木工

ホテルは、日本名湯百

体験＆ピザ作り。男性と

も職人の手作業、施工の

と詰まっています。どれ

●米米惣門ツアー

長年、木の家を手掛け

丁寧さに定評があるのも

●菊池温泉笹乃家に宿泊

てきた野沢工芸建築。そ

う な ず け ま す。「 こ こ ま

1 0120・296・482

サンメゾン熊本マンションサロン

はサンヨーホームズよ

して、実は住宅購入も一

６時、水曜休、Ｐ６台

０ １２０・３４・１ ７ ３４

つの選択肢。今回は「失

敗しないマンション購入

ガイド」と題して、司法

書士・行政書士の中嶋亜

10

主催／ SANSUNサロン事務局

県北を巡る「きくち 恋旅ツアー」受付中

味噌蔵や手焼き煎餅屋な
ど豊前街道を巡る！

の伝統の職人技、深呼吸

でできるのは技術と多く

時間／ 10:00 ～ 17:00
問合せはコチラ

志火さんによる、特別セ

「どうしてマンション

ミナーが開催されます。

〔中央区山崎町38-1〕

源泉かけ流し、肌に優し
いお湯でリラックス

したくなる心地良い空間

の経験がある野沢さんだ

●予約後に、詳しい場所をお知らせします

扌

長六橋

●
出田実業

一 緒 に 挑 戦 す る こ と で、 い人はぜひ申込みを！

に「見学して迷わずここ

から。お願いして本当に

「とにかく、こだわりがすごい」
ぜひ木の香りで癒されてください

に決めました」というＴ

よかったです」と施主も

囲気を確かめたい人はも

さんの住まいが、特別に

ちろん、平屋・木を使っ

公開されます。

ギやヒノキなど、木をふ

た洋風の住まいの実績も

木の質感、使い方、雰

んだんに使った住空間に

多い同社なので、参考に

納得の出来栄えです。

は、細かな装飾がほどこ

なりますよ。
ぜひ見学を。

※先着10人

※1家族1つ、H31.1.26・27（2日間）

３ＬＤＫで暮らしやす

された天井や和室の床柱

完成見学会は1月26日（土）
・27日（日）限定
益城町で開催されます

■野沢工芸建築

粗品プレゼント！

さに考慮した間取り。ス

など…こだわりがぎゅっ

リビング読者限定 COUPON

● RKK本社

サンメゾン
熊本マンション 3
サロン

旅行企画・実施／農協観光

天井にもこだわりが！

手ざわりがよく、家庭ごとに合わせて使
い勝手の良さを追求した造作収納も人
気。その実例はぜひ現地でチェックを！

が 良 い の？」「 選 ぶ ポ イ

慶徳校前電停

●

●
肥後銀行

イベント

検索 ←

野沢工芸建築

要望から、リビングの天井もこのような細かいデザイ
ンに。ほかにも家の中一つひとつ、じっくり見てみる
と、色々な発見がありますよ

クーポンを渡すと

ントは？」など、６つの

ステップで分かりやすく

鼓と山鹿灯籠踊りの共演

「山鹿風情物語」が同時開

催。１日のオープニング

セレモニーや各日音楽イ

ベント、「あったか屋台」

ファミリー
マート●

幻想的な和傘と竹灯りのオブジェ。点灯開始は午後
５時半頃、点灯時間は７時～ 10時です

1

●辛島公園

● ローソン

40代夫婦が惚れた木の家、完成見学会

木を使った造作収納もお任せ

扌

※要事前予約、H31.2.16限定

今週末、益城町で公開！ 今回は特別に予約限定です

野沢工芸建築（株）

賢い女性の
“資産運用”
！

フリクションペン
2本セットプレゼント

検索←

２月毎週金・土曜
各種イベントも！

冬の夜道にゆらめく幻

などもお見逃しなく。

☎０９６８（ ）２９５２

43

想的な灯りがフォトジェ

今年も「第

住まい

ニック！

日の

● 2 月の毎週金・土曜
●各日 20:30 開演
●入場券 1000 円（税込）
お買物券 400 円分付き
※当日販売・全席自由席
※小学生以下無料
※幕間に抽選会あり

回山鹿灯籠浪漫・百華百

彩」が２月１日～

毎週金・土曜に開催され

ます。メインストリート

で和傘や竹のオブジェが

ライトアップ。町全体が

ノスタルジックな雰囲気

八千代座では、山鹿太

に包まれますよ。

八千代座
「山鹿風情物語」

17

セミナー

■SANSUNサロン事務局
事前予約＆クーポン持参で
セミナーに参加すると、

山鹿灯籠浪漫・百華百彩実行委員会

※１枚につき5人まで、H31.2.1～2.23まで

23

リビング読者限定 COUPON

イベント

■山鹿灯籠浪漫・百華百彩実行委員会

2月23日（土）
・24日（日）「きくち 恋旅ツアー」

4000円（税込） ※宿泊、各体験料込

旅行代金／ 1人

対象／ 25 ～ 40歳までの独身女性（定員15人）
申込み締切／ 2月4日（月） ※応募多数の場合は抽選
1日目／ JR熊本駅（12:00）→JAきくち〈自己紹介タイム〉
→グラウンドゴルフ→ホテル菊池笹乃家〈交流パーティー〉
2日目／ホテル発（9:00）→小栗郷〈写真立て作り体験、ピ
ザ作り体験〉→山鹿「米米惣門ツアー」→JAきくち〈告白タ
イム〉→JR熊本駅（17:00）
※食事（朝1・昼1・夕1）あり、添乗員なし（スタッフ同行）
※最少催行人員／ 10人 ※利用バス／菊南プラザバス
※スケジュールは変更する場合があります

リビング読者限定
「リビングを見た」で申し込むと

JA菊池農産物市場まんま店

木の実のフルーツケーキ
プレゼント！
H31.1.23 ～ 2.4まで

【申込み】 農協観光 JA菊池旅行センター
熊本県知事旅行業者代理業第23号

旅行業務取扱管理者：市岡典光

☎0968（23）3513（受付8:30～17:00、土日祝休）
住／菊池市旭志川辺1875

【ツアー問合せ】 きくち恋旅ツアー事務局（DMプロジェクト内）

メール kk@dmproject.biz ☎096
（371）
6496

●ブログも検索を→

プール・ラ・ヴィ

婚活日記

検索 ←

