７月７日の限定販売

土曜日

＜4＞

七夕の冷菓「願い星」
お菓子の香梅
７個入り８６４円︵税込︶※日保ち 冷
蔵で２日 特定原材料等／乳

七夕をイメージした冷

菓
﹁願い星﹂
が登場︒香り

高い抹茶餡に甘露煮の栗

をちりばめ︑透き通るく

ず餅でふんわり包みまし

た︒羊羹の星飾りをアク

セントに︑ぷるんとした

肉汁したたる焼肉を野菜で巻いてパクッ。和牛焼肉といえば25周年の彩炉

食感とほんのり笹の香り

●引越し管理士が在勤
→用途や予算ごとにプランを提案
●丁寧で手際の良い作業が好評
●急な引越しにも迅速に対応
●見積もり無料、詳細は問合せを

30

が清々しさを運びます︒

防塵性・防カビ性の高いコンテナで
屋内保管︒有人管理だから安心です

熊本市内の引越しは、1万1000円（税込）～

30

分 〜午後６時 分︶

検索 ←

熊本

９時

押入れ産業

熊本店

問合せ／白山本店︵午前

押入れ産業

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

引っ越しで︑家の引き

払いから入居まで間があ

るとき困るのが︑家具や

家電など大型荷物の保

管︒同社のトランクルー

ムなら︑短期間でも預け

てＯＫです︒

保証付きで１カ月７７

００円〜︵税込︶
︒荷物

の引取りや配送も丸ごと

頼めて楽ちんです︒急な

引越しもぜひ相談を︒

住所／南区流通団地２ノ

ノ１︵ひろせ梱包運輸㈱内︶

☎０９６
︵３７７︶
２２６１
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家具も丸ごと保管ＯＫ！

2020年7月4日

澄み渡る空に満天の星をちりばめて…
五節句の一つである「七夕」は、旧暦7月7日に行わ
れる行事です。現在では、離ればなれにされた織姫
と彦星が年に一度、天の川を渡って会うことを許さ
れた日とされ、願いを込めた短冊を笹竹に飾ると叶
えられると言われています。夜空に願いを込めて…

夏レジャーの拠点に、お得に泊まれるチャンス

好評につき7月も！ 彩炉・土房で毎日
「ポイント5倍」 残りわずか！ 天草市の宿泊施設が半額に

彩炉・土房

彩炉・土房

天草宝島

天草市地域の
魅力再発見キャンペーン

検索 ←

【土房】

【全店無休・共通営業時間】
昼／11:30〜15:00
夜／平日17:30〜
22:30、土日祝17:00〜
22:30、30分前os

宿泊者には１人１０００

円分の商品券もプレゼン

ト︒泊まってみたかった

予算の上限あり︑
予約は急いで！

対象の宿泊施設は同協

し︑宿泊先へ直接予約く

宿泊先にお得に泊まれる

ださい︒期限は８月７日

チャンスです︒

民宿などさまざまなタイ

夏のレジャースポット

プの施設が参加していま

といえば天草は外せませ

疲れを癒したい人に︑と

宿 泊 は ホ テ ル や 旅 館︑ 会 の Ｈ Ｐ か ら チ ェ ッ ク

っておきの情報です︒﹁天

各施設の予算が無くなり

す︒イルカウォッチング︑ ︵金︶宿泊分までですが︑

ん︒大自然のなかで自粛

草市 地域の魅力再発見

次第終了です︒すでに上

受付／９:00 〜 18:00

海水浴︑世界文化遺産の

☎ 0969
（22）2243

キャンペーン﹂は︑対象

【問い合わせ】天草宝島観光協会

限に達した施設もあるの

水道町交差点

国道３号線
テトリア

下通り

● ●
鶴屋

※宿泊費の追加料金、入湯税は助成の対象外 ※予約
の際に必ず「天草市 地域の魅力再発見キャンペーン」利
用と伝えてください ※チェックイン時、身分証明書
の提示が必要 ※天草観光商品券が利用可能な施設は、
同協会のHPをチェック
対象宿泊→
施設など
詳細はＨＰを

●受付

●
専用駐車場
ローソン

肥後銀行●

仁先生

の施設の宿泊費から半額 ﹁﨑津集落﹂観光など︑旅

水道町
バス停

メルパルク
パークシティ
●
24ｈ●

岩政

期間／開催中〜 8月7日（金）宿泊分まで
(各宿の予算上限に達し次第終了)
対象／熊本県内に居住がある人
予約／キャンペーン対象の宿泊施設へ直接電話
または宿のホームページから予約
対象宿泊施設／天草宝島観光協会のHP

で︑予約はお早めに！

www.suidouchou-lc.jp

ソフィアレディース
クリニック水道町院長

宿泊費1万円⇒半額の5000円で宿泊
宿泊費1万50000円⇒上限6000円助成、
9000円で宿泊

の目的別に宿泊先が選べ

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。

宿泊例

ます︒

7月19日 日
13:30 〜

さらに

次回は…

上通り

☎ 096
（322）
2996

①宿泊費の半額を助成（1人最大6000円まで）
②宿泊者1人に天草観光商品券1000円分
をプレゼント（小学生以上）

不妊治療教室

＊今回は、大勢の方に参加いただけるよう、
別会場にて開催いたします
（水道町近隣エリア）
詳しくはお尋ねください

申し込み・お問い合わせ

天草市 地域の魅力再発見キャンペーン

健康情報

■参加費無料
■事前に電話で申し込みを
■当日受付／ 12:30 〜
ソフィアレディースクリニック水道町

ミナミハンドウイルカが定住する天草ではイルカウォッチング
が盛ん。とくに夏場は赤ちゃんイルカに会えるかも！

を助成︑１人最大６００

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。
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ご紹介しています。
妊娠していく中での新型コロナウイルス
との付き合い方などもお話いたします。

1万円の会計で一気に1000ポイントが貯まります

０円までＯＫ！

もしかして不妊…？
迷ったらまずご参加を

次回会計に使えるポイントを一気にゲット！

〔彩炉・土房全店〕7月も毎日ポイント5倍

商品券を使っ

世安店 ☎096（319）8129
小山店 ☎096（386）4711

いろんな宿が参加

☎096（378）2888
☎096
（389）4677
☎096
（358）8131
☎096
（213）5355
☎096（214）2522
☎096（341）3141
☎096（277）1630
☎096（342）5015

上 ／ 天 草 の お 楽 し み 海 鮮 グ ル メ！

てお得に食べよう 下／天草では サップやスキュー
バーなど海のアクティビティも充実しています

６月好評を博した﹁お

客様応援ポイント還元フ

ェア﹂が︑嬉しいことに

新 鮮 で 柔 ら か な お 肉︑

７月まで延長決定です！

産直野菜︑こだわりのタ

画図店
御領店
南高江店
光の森店
桜木店
清水店
上熊本店
学園大通店

レ⁝︒彩炉ならではの韓

国料理︑考えるだけでお

腹が空きますよね︒ゆと

りある空間でゆっくりと

高天井を活かした換気

堪能してください︒

や厨房・フロア全体の噴

霧消毒など︑感染症対策

も行き届いていますよ︒

【彩炉】

（一社）天草宝島観光協会

検索←

