2019年3月16日

あなたのやさしさを自殺予防の電話相談ボランティアに生かしませんか？

土曜日

＜6＞

窓から望む田園と山々。名物の赤牛など、こだわりお肉と野菜の絶景レストラン

熊本いのちの電話相談員養成講座の受講生募集 南阿蘇にステーキ＆カフェの店がオープン！
新鮮な野菜︑上質なお

肉︒食材から吟味し︑丁

寧に仕上げて提供を⁝そ

んな想いが込められた

至大津

至高森

阿蘇西小

加勢駅

●

●

149
阿蘇
下田城駅

H31.3.13 〜 4.30まで

〔阿蘇郡南阿蘇村河陽2168〕

ステーキランチ1000円〜
（サラダ・ライス・スープ付）
BBQや夜のパーティーもOK
（要予約）※税別価格
※写真は「赤牛ステーキ」。肉厚200gセット3450円
営／11:00〜18:00、木曜休 ☎0967（67）3024

家を建てる前が勝負！「資金計画」個別相談会
こだわりの注文住宅を

手掛ける同社ファイナン

ナフコ

九州
自動
車道
387

飛
田
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イ
パ
ス

至麻生田

フランス語で﹁宝石箱﹂

の意味をもつレカンフラ

有名コンテスト
受賞の講師が担当

〔合志市須屋1983-7〕
ワー︒生花をそのままの

状態で乾燥させ︑絵画の

ように美しくアレンジし

ていく︑最先端のフラワ

青山講師は︑２０１８

ーアートです︒

年日本ヴォーグ社﹁第

回レカンフラワーコンテ

スト﹂で特別審査員奨励

賞を受賞︒丁寧な指導ぶ

りにも定評があります︒
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検索←

● 三ツ石駅
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菊南温泉 P
コスモス
ユウベルホテル
新須屋駅
●
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北バイパス
● ホテルAZ
線
リンガー
菊池
ハット
電鉄
● ● 機能
熊本
病院
至熊本市街
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QUOカード500円分
プレゼント！
※1組1枚、クーポン持参

イイホーム

（田上ビル 2階 203）

シャルプランナーに︑家

ケンタッキー

e.e.home（イイホーム）
【3月16日・17日】個別資金相談会
「リビングを見た」の予約で

とお金のギモンを何でも

至植木

イイホーム

聞けるチャンスです！

く〜ぽん

﹁住宅購入後のライフ

プランや光熱費などのラ

ンニングコストを視野に

入れ︑利息を減らすワザ

や節税対策などもトータ

リビング

ルでアドバイスします﹂︒

ほか︑不安なことは気兼

ねなく相談してみてくだ

さい︒１日３組限定︑早

めの予約がおすすめ︒

※画像はポスター

には︑嬉しい商品が当た

定員は先着１０００人︒

る抽選会も！

※個人情報はイベント運営・左記プレゼント発送のみ使用

開催される﹁さくら健康

ら揚げやヤマメ︑天然酵

また︑ウォーキング後

フ ェ ス タ ｉ ｎ 美 里 ﹂︒ 毎

母パンなど美味しい地元

日︵日︶に

年好評のイベントで︑美

グルメの出店や高校生に

【申込み・問合せ】 ☎ 096（370）
1112
ゆめタウンはません本館 2 階
受付／ 10:00 〜 19:30、土日祝〜 16:30

﹁土からお皿まで﹂︒名物

の赤牛ステーキは﹁この

価格は頑張りすぎ﹂と言

われるほど貴重︒柔らか

な黒毛和牛も好評です︒

カナディアンテイスト

の店内から望む絶景も魅

立野駅

理想の家と、住宅ローンのバランス。注文住宅のプロに聞いてみませんか？
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実力派講師が教える
「レカンフラワー」

土からお皿まで

325

e.e.home（イイホーム）

●日時／第②④水曜〈月 2 回〉13:30 〜 15:30
●講師／青山かおる
●月額／ 3290 円（税込）※教材費別途

長野
阿蘇神社

※1枚で4人まで

※23歳以上であればどなたでも受講できます

今年は３月

しい桜を愛でながら︑緑

ほか︑か

川ダム湖半をウォーキン

※詳しくはＰ36をチェック！

よる催しもあります︒

3月末までの入会で
◎入会金が0円（通常3240円）
◎4月分の受講料も0円

グ︵７㎞・３㎞の２コー

キャンペーン

47 46
︶６９１１

春の入会

D

︶
４１４１

※3/20に当選者のみ連絡します

０９６４︵

①氏名 ②年齢 ③〒住所
④電話番号を明記して
FAXか、
ハガキで応募を
〒861-4405
下益城郡美里町萱野745
美里町総合体育館内
「さくら健康フェスタ係」

ス か ら 選 択 ︶ す る の は︑ ☎０９６４︵

抽選で5人にプレゼント
参加チケット＋佐俣の湯
入浴券 ※3/20必着

とても心地良いですよ︒

リビングを見た人の中から

力︒カフェメニューも充

ソフトドリンクを
無料サービス！

主催／さくら健康フェスタin美里実行委員会

検索←

●

阿蘇
立野病院
●
ヒライ
●

土からお皿まで
【昼夜OK！】食事を注文時に

【前期】2019.5月〜 9月
【後期】2019.10月〜 2020.3月
※毎週火曜 18:30 〜 20:30
●会場 熊本YMCA中央センター (新町)
●受講料 前期後期とも1万5000円

３月31日
（日）
「さくら健康フェスタin美里」

さくら健康フェスタ

く〜ぽん

リビング

第 36 期 電話相談員養成講座

コースは7㎞と3㎞、桜咲く春の緑川ダム湖半を楽しくウォーキング！

2019さくら健康フェスタ
in美里（7㎞ or 3㎞） ※税込
参加費1000円（未就学児500円）
申込み〆切 3/20
（水）
申込みはHP・FAXから

実︑ゆったりと食事を楽

時〜午後

●日時 3/29（金）
・30（土）
・31
（日）
①13:30 〜 14:15②15:00 〜 15:45
※上記のうち希望日時いずれかに
（1回）参加ください
●会場 熊本市民会館 第7会議室
●定員 各回15人まで
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し ん で︒ お 子 さ ん 連 れ・

事前説明会〈参加無料〉

土からお皿まで

南阿蘇 ASO STEAK
団体も歓迎︵最大 席︶︒

まずは無料の事前
説明会に参加を

は詳しく知らない︑自分

﹁熊本いのちの電話﹂は

にできるか不安⁝という

さまざまな悩みを抱える

苦しんでいる人を支え

人は︑事前説明会で活動

人たちからの電話相談を

る電話相談員を目指す人

内容などを確認できま

受ける︑ボランティア団

に向け︑相談員として必

体です︒

要な傾聴・受容・共感な

問合せ／ 午 前

す︒ぜひ気軽に参加を︒

☎０９６
︵３５４︶
４３４３

５時︑土日休

どの基礎を学ぶ養成講座

ティア活動はしたいけれ

が開催されます︒ボラン

ど︑いのちの電話のこと
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検索←

熊本いのちの電話

﹁その電話の先にいてほしい
のは︑あなたです﹂

熊本いのちの電話

社会福祉法人

【3/16
（土）
・17（日）限定】家づくり個別資金相談会
①10:00 〜 ②13:00 〜 ③16:00 〜 (2ｈ程度)
※予約制（コーヒー・ケーキ付、お子さん連れＯＫ）
10120・117・466（受付9:00 〜18:00）

絵画のような美しさ「レカン」
リビングカルチャーセンター はません校
講座の詳細は
こちらから→

