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事前予約で2000円分のクオカードをプレゼント、2月末まで

昨年は200人が参加。この機会に、いじめを“自分ゴト”として考えてみませんか

1月は100組が来店！ 感謝キャンペーン
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ご夫婦で始めませんか
『妊活』。気軽に参加を

昨年の開催風景。大人から子どもまで、
多くの人が集まりました

健康情報

不妊治療教室
次回は…

赤ちゃんが欲しくても一定期間授から
ないときこれを不妊症といいます。最近
では、10組に1 〜 2組のご夫婦が不妊症
で悩んでいるというデータもあります。
毎月1回行われている「不妊治療教室」で
は、妊娠成立のメカニズムから検査方法、
治療計画の立て方、不妊症との付き合い
方などをわかりやすく紹介。希望者には、
個別のカウンセリングも行っています。
ぜひご参加を。

2月24日 日
13:00 〜

生殖医療指導医（不妊治療の
専門医）として、不妊症の原因
や今日の治療法などをわかり
やすく教えてくれます。

www.suidouchou-lc.jp

水道町
バス停

岩政

仁先生

●会場

● ●
鶴屋

水道町交差点

●
専用駐車場
ローソン
国道３号線
テトリア

☎ 096
（322）
2996

ソフィアレディース
クリニック水道町院長

メルパルク
パークシティ
●
24ｈ●

肥後銀行●

下通り

申し込み・お問い合わせ
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■参加費無料
■事前に電話で申し込みを
■会場／ソフィアレディース
クリニック水道町（不妊治療・婦人科）
２階セミナールーム
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新講師が一から丁寧に指

導︒さまざまな物を描き︑

ワンコインで体験もＯ

●日時／第①③ 火曜 10:30 〜 12:30
●受講料／ 3290 円（月 2 回）※税込
入会金 3240 円別途要
●講師／米田 瑞泉

なるプログラムです︒お

協力団体/ワイズメンズクラブ、上通
商栄会、下通繁栄会、新市街商店
街、フィランソロピー協会、スペシ
ャルオリンピックス日本・熊本ほか

誰でも参加できるこの

☎096（353）6397

ゆめタウン光の森1階
※2/13より2階グローバル
ワークス前に仮店舗で営業

「水墨画」

買い物がてらぜひ︒

問合せ／熊本YMCA

☎096
（340）2512

楽しむことを第一に、描く喜びを実感

プログラム︒上通センタ

参加方法（事前申込不要）：
ピンクのシャツやグッズを身に
付けて、YMCA上 通センター
前へ集合！ 詳細はHPで確認を

楽しみます︒

住所／熊本市南区田井島1-2-1
ゆめタウンはません本館2階
受付／ 10:00 〜 19:30
※日曜〜16:30、
祝日は通常営業

場所：上通～下通
～新市街アーケード

Ｋ︑見学も可︒まずは気
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（３７０）
１１１２

２/24（日）13:00 ～ 14:00

来店予約は
こちらまで
↓

検索←

熊本YMCA ピンクシャツ

【誰でも参加できます】

軽に参加しませんか？

【申込み・問合せ】

コラボプラン

ゆめタウンはません2階
営業 10:00 〜 21:00

W

熊本YMCA

ピンクシャツデーパレード

も結婚式はできる？﹂﹁両

☎096
（334）0312

蔦屋書店熊本三年坂地下1階
営業 11:00 〜 20:00、無休

家の顔合わせや結納の話

☎096
（327）9595
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●はません店

新規来店で２０００円分もお得！

の人気式場

● 三年坂店

コンシェルジュと熊本

ています︒コンシェルジ

コンシェルジュは選べる3店舗、来店・相談は何度でも無料、予約優先です

謝キャンペーン﹂を開催︒ まざまな相談が寄せられ

１月に来店できなかった
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ュなら式場の提案から見
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カップルもまだまだお得

学の予約代行︑見積もり

店を利用したカップルだ
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してくれるレイ＆トゥエ

の見方︑さらに結納やリ

相談は結婚式の日取り

◎アーフェリーク迎賓館 熊本 ◎ANAク
ラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
◎アンジュールハウス ◎エルセルモ熊本
◎熊本ホテルキャッスル ◎KKRホテル
熊本 ◎ザ スタイル オブ エクセレント
◎ザ･ニュー ホテル 熊本 ◎ブランヴェ
ールアベニュー 熊本 ◎ホテル日航熊本
◎ホテルメルパルク熊本 ◎マリーグレイス
◎マリーゴールド（五十音順）

ルヴ コンシェルジュ︒
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けの特典なので利用しな
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１月だけで１００組以
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いともったいない！

「Ｗコラボプラン」

ステなども総合的にアド

20万円分の
特典付き

バイスしてくれます︒

※2月1日〜 2月28日の新規来店カップル
※結婚式場相談限定 ※カップル1組に1セット

年の秋に人気が集中して

クオカードをプレゼント

います︒また﹁少人数で

2000円分の
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ネットまたは電話で事前予約し
コンシェルジュ各店へ来店すると

ました︒そこで２月は﹁感

「100組来店 感謝キャンペーン」2/1 ～ 2/28

公益財団法人

検索 ←

レイ＆トゥエルヴ

初心者大歓迎！「水墨画」

リビングカルチャーセンター はません校
新講師登場！
500円で体験も

講座の詳細は
こちらから→

