2020年9月12日

●スタッフは毎朝出勤時に検温を徹底して、
マスク着用を義務化しています

「家族葬っておいくら？」

●手洗い、うがい、手指消毒、触れる箇所は
スプレーでの除菌をこまめに行っています

家族葬専用ホール さくらリビング
さくらリビング

●定期的な換気をしています

【問合せ】

0120・45・4515

※当日に式が執り行われている場合は、
式場の見学はできませんが、相談には
対応可。詳しくはQRからHPへ

世界中のおいしい食べ

物を集めた、食のセレク

期間限定、
ディーン&デルーカ
鶴屋

本館地下1階

9月16日（水）
～29日
（火）
DEAN & DELUCA ポップアップストア
会場／本館 地下1階 中央イベントスペース
営業／10:00 ～19:00
（金・土は19:30まで）

問い合わせ／
本館地下1階 洋菓子
☎ 096（327）3536

7種類のフルーツを使い、1枚ずつ丁寧に焼いたスポンジ
を重ねた「レインボーケーキ」 594円（税込）

●
ハローデイ

麺や肉虎

●桜木東小
232

☎096（243）2960
営／11:00～21:30
（21:00os）、定休日なし、
33席
住／東区桜木６-4-1
※価格は税込

肉盛りラーメン800円、小ラーメン650円。肉
２倍・野菜２倍・生卵の
「だご盛り」
は＋500円

妊娠のスタート地点となる不妊症
の検査。６大検査でわかること

婦 人 科

まずは原因を究明することが先決。女性
だけでなく、男性も検査・受診に協力を

はい。排卵期に異

常がないかは、④「頚管

行う検査もあるとか…。

粘液検査」や、排卵日頃

岩政

岩政

の早朝に性交し、頚管粘

？

︱︱ 不 妊 治 療 の 検 査 に

が①
「基礎体温の測定」で

液中に精子が進入したか

はどのようなものが

す。排卵の有無・排卵日

皆さんご存じなの

の予測・黄体機能不全の

スト」があります。

有 無 な ど が わ か り ま す。 を調べる⑤「フーナーテ

ほかには、卵胞の発育や

す。いずれの検査も苦痛

を伴うものではありませ

んから、女性はもちろん

男性も積極的に受けてい

女性側の不妊原因

ただきたいと思います。

女性の不妊原因の
半数近くが原因不明

岩政

の約３割を占める卵管通

ある程度わかります。し

過障害や排卵障害、子宮

かしながら、女性側の不

また、男性側の検査と

妊原因の半数近くは“原

卵巣・子宮の様子を確認

因不明”
というのも事実。

する②「経腟超音波検査」 して精子の数や運動率・ 内腔異常は、検査により

も重要。これ
過性を調べる③「子宮卵 「精液検査」

や、子宮の形と卵管の通

ら①～⑥を合わせて６大

形態などを確かめる⑥

管造影」
があります。

卵管のピックアップ機能

基本検査と呼んでいま

や卵子の質に問題がある

などが挙げられます。生

殖医療の進歩により、そ

のような方でも赤ちゃん

に恵まれるケースはあり

ます。大切なのは検査を

受け、原因を探しながら

患者さんに合った治療を

行っていくことです。

仁 院長

︱︱ 排 卵 日 に 合 わ せ て

ソフィアレディースクリニック水道町
生殖医療指導医（不妊治療の専門医）

岩政

●

マクドナルド
●
第二空港線

至益城熊本空港

東区桜木に新たな“肉盛りラーメン”が
誕生！ オープン日には行列ができるほど
の話題店。野菜300gに100％国産豚肉
が盛られたボリューム満点の一杯で、コ
シのある極太麺に秘伝の醤油豚骨のスー
プが絶妙にマッチ。女性でも食べやすい
小サイズもあるので、ガッツリ系初挑戦
の人にもお勧め。家族で取り分けもOK。

● ●

マリーゴールド

至健軍自衛隊

麺や 肉虎

ジョイフル

“肉盛り”ラーメン
NEW ガツンと満腹！ 自家製極太麺の
OPEN

土曜～12:00

検索 ←

トショップ「ディーン＆

デルーカ」が熊本初登場。

イタリア直送の生ハム

やチーズ、オリーブオイ

ルなどの地中海食材、毎

日の食卓に色どりを添え

るコーヒーや紅茶など

…。豊富なラインアップ

から、選りすぐりの人気

ら１年間です。応募締め

リビング熊本

料 で し っ か り サ ポ ー ト。

12日（土）、18日
（金）、25日（金）

☎ 096
（359）3311

http://www.livikuma.com

気軽に来場を。予約不要。

【さくらリビング白藤】南区白藤２-２-36

【問い合わせ】熊本リビング新聞社
受付／月～金9:30 ～ 18:30
日曜・祝日休

検索←

「心温まる家族葬」
見学会・相談会

龍田・出水・白藤の３

つの家族葬専用ホールを

持つ「さくらリビング」。

９月の見学会・相談会

を、下記日程で行います。

１日１組貸し切り、専

門葬祭プランナーの丁寧

な対応による、心温まる

12日（土）、16日（水）、21日（祝・月）、26日（土）

アイテムを展開します。

切りは９月 日（火）ま

熊本リビング新聞社

働いている方でも大歓迎

で。一緒に「リビング熊

11

月か

です。ブログが初めてと

活動期間は今年

この秋、熊本の新しい

いう人でも、事前に研修

15

ご安心ください！

情報や地元で話題のネタ

本Ｗｅｂ」を盛り上げま

15

間もなく締め切り、９月 日まで

を発信するウェブサイト

応募締め切り／９月 15 日（火）

しょう。

右のＱＲコード、または「リビング
熊本」HP のバナーから応募フォー
ムへお願いします
※一次選考結果と二次選考（面接）
詳細はメールでご連絡します
※応募の個人情報は面接及び連絡
に使用します

会や「リビング熊本」編集

詳しい応募要項はこちら

部のフォローがあるから

※交通費、商品購入費、飲食代等は自己負担になり
ます
※熊本リビング新聞社より、追加の活動を依頼する
場合もあります（別途費用支払いあり）

開設。開設にあたり、サ

記事公開1本につき1000円の謝礼あり

「リビング熊本Ｗｅｂ」を

●活動期間／ 1年間
2020年11月～ 2021年10月
●活動内容／月２～３回、地元情報を投稿
●条件／熊本県内在住・20歳以上の女性
自宅パソコンから記事アップができること
●募集人員／ 10人

イトで活躍していただく

「地域特派員」の第１期メ

「地域特派員」とは、ブ

ンバーを募集中です。

ログ形式で地元情報を発

信してくれるレポーター

のこと。地元だからこそ

知っている名店や、友人・

ママ友の間で流行ってい

ること、地域のイベント

などを生活者目線で発信

ブログ記事の目安は月

してもらいます。

に２～３本程度です。趣

味 の 延 長 で で き る の で、

リビング地域特派員 募集要項

お葬式が特徴。３つの葬

写真は「リビングかごしまWeb」の
地域特派員のレポートページ

13日（日）、22日
（祝・火）、29日
（火）

【さくらリビング出水】中央区出水２-３-14

気になる商品がきっと

実際の地域特派員のブログ記事
は…「リビングかごしまWeb」
をチェック！

儀プランがあり価格も明

2 つ以上当てはまったら気軽に応募を！

９月の見学・相談会 10：00 ～16：00
【さくらリビング龍田】北区龍田６-１- 32

見つかりますよ。

□新しいお店や話題のスポットに行く
のが好き
□インスタグラムやブログなど、
SNSをやっている
□住んでいる街が好き
□好奇心が旺盛なほうだと思う
□写真を撮るのが好き！
□地域を盛り上げることをしてみたい

瞭です。手続きや法要の

こんな人が
地域特派員向き！

相談など、式の前後も無

CHECK

リビング熊本の新サイト「リビング熊本Ｗｅｂ」で、地域の魅力を情報発信しませんか？

新しいお店やお気に入りの
飲食店、子どもと遊びに行
けるスポットや話題のイベ
ントなど、地元情報をブロ
グ形式で発信。ブログは月
に2 ～ 3回程度投稿しても
らえればいいので、働くマ
マやOLさんも無理なく続け
られます

ウェブレポーター﹁地域特派員﹂
を募集中！

地域特派員とは？

＜8＞

葬儀

わが社の 新・生活様式対応

WHAT?

土曜日

パ―クシティ24ｈ
ソフィアレディース
クリニック水道町

P
P

水道町電停

屋
県営駐車場 ●

水道町
交差点

●

国民生活
金融公庫

大甲橋
白川

鶴

● 損保ジャパン

３号線

至市役所

ホテル日航熊本 肥後銀行
● びぷれす
●

メルパルク
熊本
P 専用駐車場

※当院横の専用駐車場
（6台）
、
提携駐車場
「パークシティ24ｈ」
をご利用ください
（駐車券は受付までお持ちください）

