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応援 と
興
復 こっ
ちょ 気分
旅

土曜日

旬の名産品。食べない
なんてもったいない

秋のうまかもんを探しに出かけよう！

芦北エリアの道の駅

水俣・芦北地域の
観光情報は
こちらもチェック→

熊本豪雨からもうすぐ3カ月。芦北・水俣・津奈木地域も大きな被害を受けましたが、
「皆さんの元気の素になれば…」との
想いから、道の駅も営業を再開しています。熊本市内からも日帰りで楽々。食欲の秋にぴったりの旬の食材やグルメを
買って・食べて、復興をサポートしませんか？ お勧め情報をピックアップ！ 【水俣・芦北観光応援社（芦北地域振興局内）】

特産品の「デコポン」や「サラ
たまちゃん」などを求めに県
内外から訪れる常連さんも多
い人気店。今が旬の梨は、地
元産はもちろん県内各地から
選りすぐりの美味が勢ぞろい。
早生みかんや太秋柿（10月中
旬～）なども登場予定です。

肥後うらら

芦北ICから1分
アクセスもGood

太刀魚の美味しさを
心ゆくまでご堪能あれ

道の駅 大野温泉 “おふくろの味”が約20種
人気のランチバイキング

今が旬まっさかりの
美味しい梨が
県内各地から到着します

10/3土・4日限定、普段は店頭に並ばない
特産の大野米の
ご飯はふっくら

全国ネットのＴＶで紹介されるや否や大反響！ 優れ
た品質の証・GI登録ブランド「田浦銀太刀」を特別に
販売します。刺身や天ぷら、フライなど絶品の味わい
間違いなし。旬の極早生みかんなども入荷中です。

＊レストラン
「ぎゅーぎゅー亭」
は休業中です

住所／葦北郡芦北町田浦657
営業／物産館＝8:00～18:00
レストラン＝11:00～15:00、
第2水曜休

デコポンソフト380円
デコポンシャーベット
250円（税込）

住所／葦北郡津奈木町岩城1601
住所／水俣市月浦54-162 営業／9:00～17:00、 営業／9:00～18:00、
第1水曜休
第1水曜休 ☎0966
（62）
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仕事・家庭６つの
テーマから選択

その答えが見つか

片付かないのはなぜ

⁝？

月

10

る﹁役立つ︑身につく！

整理＆収納術﹂が︑

〜スタート︒目的に合わ

せて６つのテーマから自

由に選べるのもポイント

です︒家も職場もスッキ

リすれば︑効率アップも

●講師／
キタノヒロミ

メッセージノートの書き方

間違いなし︒早めの申し

人

10

込みがお勧めです︒

①10/25「今やろう！」
年末に慌てないお片づけ
②11/8「非常事態も対応！」
備災・減災の整理術
③12/13「生前整理の進め方」

受講料／１回２２００円

定員／各

【仕事編】月曜19:30 ～21:00 【家庭編】日曜10:30 ～12:00
①10/12「取り出し3秒」
初心者のための書類整理
②11/16「作業時短！」
デスクワーク効率アップ術
③12/21「新年を居心地よく」
仕事がはかどる収納術

つなぎ百貨堂

ＭＡＰ

☎0966
（61）
3020

ＭＡＰ

水俣・津奈木 道の駅 みなまた
観光物産館 まつぼっくり

ＭＡＰ

ＭＡＰ

住所／葦北郡芦北町佐敷443
営業／9:00～19:00、
無休

里 山 ならで は の
山 菜 料 理 や 煮し
●料金／大人950円・小学生600円・幼児300円 めなど愛情こもっ
（税込） ●時間／11：00～14：00ＯＳ
た料理がずらり

住所／葦北郡芦北町天月1000 営業／直売所＝9:00～20:00、
レストラン＝11:00～14:30、
17:00～21:30
（金・土・日のみ）
、
温泉＝10：00～21:00、
グランドゴルフ＝9:00～17:00、
第3火曜休 ☎0966
（61）
7300

人気
ナンバー
1

豊かな自然環境の中で育った安心・
安全で旨みのある霜降り牛肉「あし
きた牛」をぜひ一度ご賞味ください

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）
※税込・短期講座のため入会金不要

源泉かけ流しの温泉やグランドゴ
ルフなど、大自然の中で楽しめる
スポット。イチオシは、地産地消で
ヘルシーなランチバイキング。10
月18日には「新米フェア」、25日は
「太秋柿狩り
（要予約）」
も実施。

ＧＩ登録ブランド
「田浦銀太刀」
を特別販売！

テント販売も
開催！

☎０９６
（３７０）
１１１２

果汁が多くてほかの柿にはないサク
サクした食感が特長。ビタミンＣやカ
ロテン、カリウム、食物繊維など栄養
成分が豊富。表面の細かい亀裂（条
紋）はおいしさの証です

●食事処「たばくまん」の看
板メニュー。サクッと揚がっ
た太刀魚と甘めのタレが◎
の太刀魚丼790円（税込）

※今年は水害により収穫量が少なめな
ので、見つけたら即購入がおすすめです

【お問い合わせはコチラ】

サクサク食感の柿
「太秋」

タチウオは1年を通して獲れますが、旬
は春と秋と言われれています。中でも
今や全国的に人気なのがこの「田浦銀
太刀」。肉付きがよく、ほどよい脂のの
りで、
まさに絶品です！

道の駅 たのうら

道の駅 芦北でこぽん
梨・早生みかん・太秋柿・
栗・新米…秋の採れたて
がぞくぞく入荷します

ブランドタチウオ
「田浦銀太刀」

ＭＡＰ

単発「整理＆収納」
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

期間限定、通常4週間のところ今だけ特別に！

まぶたがくぼむのは、加齢のせい 「ヤクルト400」
「ミルミルS」8週間お試し
だけでなく「眼瞼下垂」の可能性も 熊本ヤクルト
が ん け ん か す い

眼科

検索 ←

菌 優 勢 に 整 え る こ と も︑

８週間のお試しを

﹁熊本ヤクルト﹂では︑

大切です︒

主に小腸で働く〝乳酸

通常﹁４週間お試し﹂
のと

季節の変わり目は自律

菌 シロタ株〟が︑１本に

神経が乱れやすく︑便秘

に悩む人が増えるそう︒

４００億個以上含まれて

８週間分の﹁ヤクルト４

また︑巣ごもり生活の

０ ０﹂
﹁ヤクルト４００

長期化による運動不足や

ＬＴ﹂通常４８１６円が

間お試し﹂
を実施中︒

３ ６ １ ２ 円 に︑
﹁ミルミ

い る﹁ ヤ ク ル ト ４ ０ ０﹂ ころ︑期間限定で﹁８週

に大腸で働く〝ビフィズ

ルＳ﹂通常６０４８円は

食事のかたより︑不規則

ス菌 ＢＹ株〟が︑１本に

４ ５ ３ ６ 円 で 試 せ ま す︒

︵カ
な生活リズムなども︑便 ﹁ヤクルト４００ＬＴ

１２０億個以上含まれる

電話で申し込みを︒

初めての申込みに限り

便秘になるとお腹の膨

は生きたまま腸まで届き

調が現れるほか︑肌荒れ ﹁ミルミルＳ﹂︒２つの菌

満感︵張り︶など体調の不

腸内環境を改善︒このダ

※荒尾・水俣・津奈木地

30

％カット︶﹂
︒主

の原因になることも︒生

ブル飲用が健康管理に役

区は対象外︑税込

ロリー

活習慣を見直して自律神

立ちます︒いずれもヤク

秘の原因として挙げられ

経を整えることで︑腸の

ルトレディが届けてくれ

ます︒

働きも整い︑便秘の予防

留守がちな人には「保冷ボックス」にお届け。
※時間帯や設置場所によっては、
貸出しがで
きない場合があります。
詳細は問合せを

や改善が期待できます︒

1
貸出無料！
【保冷ボックス】

０１２０・２５・８９６０

療後の見た目を予測した

「ヤクルト400」
「ヤクルト400LT」
１本 86 円。「ミルミルＳ」１本108 円
※いずれも宅配専用（宅配料無料）

る宅配専用商品です︒

画像をお見せすることも

また︑腸内環境を善玉

ると腱膜が後方に移動

可能です︒

にも自然な仕上がりを目

し︑目のくぼみが深くな

40

指します︒また︑術後の

︱︱ 上 ま ぶ た が く ぼ ん

ります︒

20

不安を軽減するため︑治

で︑実年齢より老けて見

片目 分・両目 分ほどの短時間の
手術で健康な目に︒保険も適用できます

られるのが悩みです︒

当院では︑まぶた

︱︱ それなら安心です︒

馬渡

︱︱ 治療法は？

の治療︵眼瞼下垂や霰粒

加齢により上まぶ

腫︑腫瘍︑逆さまつ毛な

馬渡

を︑元の位置に縫い合わ

ど︶を中心に行っていま

眼瞼挙筋の腱膜

くぼみができます︒年相

せる手術を行います︒片

30

た の 脂 肪 が 減 る こ と で︑ 馬 渡

応なら問題ありませんが

す︒気になる方は︑お気

軽にご相談ください︒

分︑両目で

20

〜

分ほどで終了し︑保

目なら

約
40

気づかぬうちに眼瞼下垂

を起こしているケースも

〜１０

高度の下垂
▼
手術を勧める

開業後︑月に

０眼の手術を行っている

中程度の下垂
▼
希望があれば手術

険適用となります︒

経験から︑左右のバラン

正常

まぶたを挙げる筋力

︵眼瞼挙筋︶と上まぶたの

スを調整したり︑見た目

【眼瞼下垂の程度と手術適応】

70

多く見受けられます︒

奥の脂肪は接着していま

馬渡 祐記 先生

す︒眼瞼挙筋が傷害され

まわたり眼科形成外科クリニック院長

熊本ヤクルト

