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日時

未就園児が対象、おうちでも役立つ遊びのアイデア満載

Hotな夏は、ホテルの食べ飲み放題！

子どもの五感を育む、夏の親子体験！

レストラン フォンタナ

学校法人 九州音楽学園

慢のご馳走三昧です。

さらに、さくらんぼの

暑 気 払 い、 女 子 会、 厄 入 り に ⋮ ど ん な
シーンでも盛り上がること間違いなし

この企画がなければ夏

王様・山形産
“佐藤錦”を

そんな

贅沢に使用したソフトク

は始まらない！

ファンも多い、フォンタ

リームと初夏のスイーツ

トランドをはじめ、飲み

ナのビアフェス。６月ス

放題のドリンクも豊富で

タートの第１弾は、早く

トビーフ炭火焼き＆５種

す。お得な前売り券は数

キンキンに冷えたハー

の串揚げが、好きなだけ

量限定、
お急ぎください。

も食べ放題の豪華版。

味わえてスタミナいっぱ

ネットから予約もＯＫ。

も連日大賑わいです。

い。 ほ か、 冷 製・ 温 製・

シュラスコ風のロース

ご飯ものまで、ホテル自

【京塚】

7/10(水) 10:00 ～ すいか割り＆水あそび
活動内容：水あそびの紙芝居・絵本の読み聞かせ、歌、
すいか割り・プールで水あそび（水着持参）
予約開始：6/21(金)9:00 ～

【水前寺】
活動内容：リトミックとスライムづくり or フィンガー
・フットペインティング（どちらか選べます）、
お団子づくり体験
予約開始：7/3(水)9:00 ～

子どもが場所を教えて親

が割るというユニークな

作り体験など五感を使っ

二人三脚です。水前寺校

て、
遊びの中で学べます。

では、スライムやお団子

「九州音楽幼稚園」
・
「九

育児に関する疑問や悩み

子育て相談歓迎！
園の雰囲気も分かる

州音楽京塚幼稚園」で開

杉養蜂園 働きませんか？
買い物に便 利な
街ナカ orフードパル！

で

SAKURAMACHI Kumamoto店
のオープニング販売スタッフ

既存の会員様に商品を
案内するコミュニケーター

給 与／正社員18万1000円〜
時 間／10：00〜19：00、
12:15〜21:15
休 日／月9日
勤務地／SAKURAMACHI Kumamoto
（旧交通センター）
待 遇／各種社会保険、昇給、
賞与、通勤手当、
退職金制度、社員割引

ふなばし かしわ さいたま 横浜東 横浜南 田園都市 東京東

東京

に
にもこんな 魅 力いっぱ い
！

◎希望の勤務地が選べる
◎蜂蜜の社員割引あり！
◎リラックスルーム完備
※本 社の場 合

◎創業72年、
海外含め約70店舗
自信をもって仕事ができる！
応募・問合 せはこちら

給 与／正社員23万400円〜 ※成果給制度あり
時 間／ 8：45〜18：00（休憩75分）
※日祝・年末年始・GW・盆休
休 日／月8〜11日
（シフト制）
勤務地／①北区貢町571-15 フードパル熊本内
②中央区水道町8-6 朝日生命ビル6F
待 遇／各種社会保険、昇給、
賞与、通勤手当、退職
金制度、社員割引、
無料駐車場あり
（①のみ）

千葉

ほか

飛び込みのお電話はなし！
会員様との会話を大切にするお仕事です。
未経験でも安心の研修制度。
産休中、
時短勤務のスタッフも在籍。
自分の頑張りでお給料もアップ！
興味がある方は応募前に
見学も可能。

正社員以外にも契約社員やパートも
同時募集中！ ライフスタイルが変わって
も続けられます。
販売ノルマはありません。
まずはお客様
に商品の良さを知ってもらところから！
SUBACO HONEY SHOP
（北区本
社）
、
熊本駅店
（西区）
、
鶴屋店
（中央区）
で
も募集しています。

多摩

も相談歓迎。特に、水前

通常6264円 → 4500円（税込）

☎096
（381）
0355

受付／平日9:00 ～ 17:00
（東区尾ノ上1-47-9）

催中、未就園児とその親

20〜50 代の 未経験
女性が長く 育児中
活躍中です！ 大歓迎！

☎096
（384）
1656

受付／平日9:00 ～ 17:00
（中央区水前寺公園23-21）

寺校のプログラムでは同

ビュッフェ＋飲み放題
（120分）

※前売りチケットは数量限定、前日までの要予約、
他の割引と併用できません ※写真はイメージです

御さんを対象にした子育

1700円以上お得な 前売りチケット発売中

ネット予約もOK⇒
前売りチケットもゲットできます

園の先生が全員集合する

お得!!

☎ 096
（326）5002

東京西 東京南 むさしの 東京副都心 まちだ

九州音楽京塚幼稚園
（東区）

17:00 ～ 21:00
（最終入店20:00）※120分の時間制

て支援プログラム。７月

九州音楽幼稚園
（中央区）

みは、気軽に電話を。

問い合わせ・予約（直通）

【第1弾】7月15日
（祝・月）
まで好評開催中

は、ワクワクいっぱいの

各幼稚園の詳細・問合せはコチラから

ので、園の雰囲気を知る

ビアフェスティバル2019

のにも最適です。申し込

・参加費はいずれも300円
（税込・おやつ代を含む）
・当日は子育てに関する疑問や質問も気軽に職員に
相談できます

夏らしい活動内容です！

・定員はいずれも20人、未就園児が対象

京塚校ではお子さんが

・申込みは予約開始日以降に各園に電話を

～ビア＆肉～

◎深い味わいの
「ハートランドビール」 ・ハイボール
・ワイン
（赤・白）・焼酎 ・カクテル ・ソフトドリンク

運動前の準備体操など育児
にも役立つ基本的な活動も
取り入れています
※写真はイメージ

7/31(水) 10:00 ～ リトミック＆お菓子作り

すいか割りに挑戦した後

飲み放題ドリンクもずらりと約30種

検索 ←

九州音楽幼稚園

【未就園児・パパ＆ママが対象】
親子で楽しむ！ 夏の特別プログラム

スタミナいっぱい・こだわりの料理が約40種
◎シュラスコ風ローストビーフ ◎串揚げバラエティ
・サーモンのカルパッチョ ・ピリ辛よだれ鳥風
・ちらし寿司 ・特製カレー ・イタリアンハンバーグ
・佐藤錦のソフトクリーム ・初夏のスイーツ

九州音楽幼稚園 九州音楽京塚幼稚園

クアップ。面談の設定や くとスムーズ。外出する

同席だけでなく、断りの ことが難しい人は、通話

料無料の電話相談サービ

シュラスコ風ローストビーフ&串揚げ、佐藤錦のソフトクリームも

ニューオータニホテルズ ザ・ニュー ホテル 熊本

写真

無理のない資金計画とは？
まずは相談から始めませんか
代行もしてくれます。

いずれのサービスも当 スも利用してみて。

毎月返済額 借入可能額

8万円
2612万円
12万円
3919万円
9万円
2939万円
13万円
4245万円
10万円
3266万円
14万円
4572万円
11万円
3592万円
15万円
4899万円
※35年返済、全期間固定型、金利1.5％、ボーナス返済なし、
頭金を除く、元利均等返済の場合の試算

役立つ「無料講座」を多

今の家賃で買える額は？

借入可能額

子どもが走り回れるリ

ビング、料理も洗濯もス 数開催。家づくりの流れ 日参加も可能ですが、満

「注文住宅の資金計画講座」
6/23（日）
13：30から
（13：15開場、約90分）
スーモカウンター注文住宅 イオンモール熊本店
上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
無理なく買うヒントをプロ
イオンモール熊本1階
に学ぶチャンス

ムーズな家事動線、たっ や価格相場、建築会社の 席の場合も。事前に「リ

購入予算額の目安

毎月返済額

ぷり収納など、理想を実 選び方などを第三者の立 ビ ン グ 新 聞 を 見 て 」 と、

※店舗によ
り仕様が異
なります

現できる自分たちの一戸 場で、独自の情報を交え 問い合わせて予約してお

ＣＭで活躍中のキャ
ラクター ｢スーモ」

スーモカウンター

建て。その“いつか”に先 ながら丁寧に教えてくれ

◆日程
◆時間
◆会場

立ち、まずはあなたの予 ます。特に、一人ひとり

各日①10:30 ②13:30 ③15:30
（各回90分）

※当日予約OK、
予約優先。
各講座とも全店舗共通。
所要時間は前後する場合あり
※上記以外の日時でも受け付け可能
◀開催店舗は左記で確認を

ファイナンシャル・プランナーが教える

無休 9:00～21:00
（電話相談は10:00～18:00）
◎スーモカウンターは全国に147店
舗あります
（2019年4月末時点）
。詳
しくはホームページで確認を

算で建てられる家の価格 の収入に合った予算の立

キッズ
スペース
あり

6月13日
（木）
～30日
（日）

低金利の今か、貯めて3年後に建てるかを知る機会に

0120-300-829

方など、一番気になる“資

予算の読み方、条件整理、建築会社の紹
介など個別の要望について相談可能。講
座をすべて受けたい人にもおすすめです

だけでも知っておきませ て方や住宅ローンの組み

建築会社を価格帯別に解説。補修や
メンテナンスなど、見落としがちな
点もチェックできます

全国に１４７店舗があ 金面”のノウハウが基礎

個別相談会

んか？

個別の疑問を解消したい人は

ハウスメーカー・工務店
選び方講座

個別に相談したい人

申し込み・問い合わせ
スーモカウンター

に、建築会社を複数ピッ

建築会社の特徴を見極めたい人は

る「スーモカウンター注 から学べます。

注文住宅の価格相場、見積もりの読
み解き方などが分かり、必要なお金
の全体像がつかめます

文 住 宅 」（ ２ ０ １ ９ 年 ４

お金の考え方や土地の探し方、建築会
社の選び方など、知識ゼロの人向けに
順を追って全体像が分かる内容です

1000万円台で家が建つ!?

月末時点）は、住まい探 は、「個別相談会」に申し

注文住宅価格まるわかり講座

日時

※リビング新聞の記事は、弊社および関連のｗｅｂサイト上に掲載され
ることがあります。著作権、著作者人格権、肖像権その他の第三者の権

※各店舗とも、臨時休業する場合があります。営業時間・定休日、交
通アクセス・駐車場などは、電話またはホームページで確認を

お金の仕組みを把握したい人は

はじめての
注文住宅講座

しのさまざまな悩みを無 込んでみて。要望をもと

土地、お金の基礎を学びたい人は

菊池郡菊陽町光の森7-33-1
ゆめタウン光の森 南館1階
※6/27
（木）
オープン

検索

リクルート スーモカウンター注文住宅

人気の無料講座 開 催 日 程

上益城郡嘉島町
大字上島字長池2232
イオンモール熊本 1階

URL

賃貸？ マイホーム？ 次の家で迷ったら無料講座へ
料でサポート。

※ＰＤＦファイルの二次利用はご
遠慮ください。

開催

◆近くのスーモカウンターはこちら
イオンモール熊本店
ゆめタウン光の森店

FAX

「我が家の年収で買える額」
を知るところから始めませんか？

無料講座

スーモカウンターは、い
ずれも便利な立地。第
三者の立場のアドバイザ
ーが丁寧に対応してくれ
ます。まずは気軽に訪ね
て相談を

ゲラチェック欄 ※確認印をお願いします

PolarStar

11：51

熊 本 市北区 貢町571-15

☎096-245-5538

（平日・土／9：00〜18：00）

とちぎ

湘南

つくば 大江戸

特

saiyo@0038.co.jp

送り
熊

NW掲載エリア

