＜11＞

2021年

得 と く 情 報 か わ ら 版

新春号

1月限定・予約限定のフランス菓子。トワ・グリュ、実は“日本一”なんです！

1年の幸せを願う、伝統の「ガレット・デ・ロワ」
トワ・グリュ

フランス菓子

検索 ←

トワグリュ

芸術のような美しさ…。

全国コンクールで２度優勝！
パリ大会で上位入賞の別格の逸品

と話題になるほど、県内

高級感あるお菓子です

“食べなきゃ後悔する” 描かれる太陽や月桂樹も

外から予約が押し寄せる

なで大はしゃぎするのが

〔南区江越2-1-11〕

「 ガ レ ッ ト・ デ・ ロ ワ 」。 が、新年のお祝いにみん

日本一に２度輝き本場フ

醍醐味（＝右記）
。おいし

東バイパス（57号線）

く楽しく、フランス気分

けやき通り
● もち吉
流通団地

流通団地

至阿蘇

至新港

営業／ 10:00 ～ 19:00
※元日休。12/31・1/2は
17:00まで、1/3は18:00まで

ランスのお墨付きももら

メガネスーパー ●

☎０９６
（３７8）
0249

を味わってみては？

【予約・問合せ】

平成大通り

トワ・グリュ ●

った、三鶴シェフが最も

● サンリブ
くまなん

得意とするお菓子です。

外はザクッと食感の心

地よいパイ生地、中はア

ーモンドの風味豊かなし

っとりクレームダマン

ド。芳醇なバターが香る、

シンプルながら贅沢な味

わいです。ナイフ１本で

シェフパティシエ 三鶴 康友さん。
ガレット・デ・ロワ作りは 年以上

15

「ガレット・デ・ロワ」…フランスでキリ

スト教の公現祭（1月6日）に食べられるお菓子

楽しみ方…切り分けた中にフェーブ（陶
器の人形）が入っていた人は、その日の王
様・王女様になれて幸せな1年を過ごせる
そう。付属の王冠をかぶって楽しんで！
※同店ではフェーブの代わりにアーモンド
ホール入り。陶器製フェーブはプレゼント

上江津湖

店名のとおり、ネタはすべて揚げたて
熱々。衣の中に海鮮の旨味がギュッ！

何かとせわしない年末

年始…熱々サクサクの天

ぷらで元気をチャージし

ませんか。全店年末は

日まで、新年は４日から、

人気№１の「海鮮定食」が

味わえます。

天ぷらは海老２本、イ

カ、イカゲソ、カニつく

ね、キスの主役級が５品。

出水ふれあい通り

音楽デビューにも
の雰囲気が分かるお試し

昔習っていてもう一度

始めたい人もぜひ。教室

コースもあります。

は市内 会場で実施中。

大人の習い直しにも

２０２１年の新しいチ

受付／午前９時～午後５

分（日曜・祝日、

日～１月５日休）

ャレンジを応援する入会

キャンペーンが、１月か

時

３歳ソル

らスタート！

月

支援事業」へ、気軽に相

立のための生活再生総合

ーンコープ」
の「消費者自

困 っ て い る 人 は、「 グ リ

金のやりくり…少しでも

返済など、難しい生活資

収入の減少やローンの

自立に向けた支援がうけ

員が、収入や支出、資産

の資格を持つプロの相談

る相談・貸付事業。ＦＰ

般金融機関には融資を断

で 具 体 的 に ア ド バ イ ス。 いが滞ったり破産したり

や負債など、家計にかか

られることもあります

家 計 簿 を 作 成 し た 上 で、 して未払いがあれば、一

る現状を確認して、無料

が、同室の貸付事業なら、

可能。過去の借金で支払

同事業は貸付の支援も

県立図書館

ますよ。

談を。前向きな気持ちで

られます。もちろん、相

生協組合員以外の人も利

交番 ●

早 めの 相 談 が 解 決への 近 道。生 活
資金に困ったら、すぐに相談を

新年をスタートさせまし

談内容の守秘義務は徹

●

グリーンコープ
生活再生相談室

貸付事業は組合員
以外も利用できます

ょう！

2万4200円（税込）

2万円相当もある多彩なフレームと、選べる
レンズ（遠近・乱視・手元用など）がセット！

フェージュ、子ども＆大

人 ピ ア ノ の 各 コ ー ス が、 ☎０９６（３５５）７２９５

入会金半額です。

年の音楽教育のメソ

ッドが凝縮した、オリジ

ナル楽譜を使用。楽しむ

用できます。詳しくは電

・健軍店 ・玉名店
・光の森店 ・嘉島店
・サクラマチ店
で同時開催！

※全教室が対象です、詳細はQRへ

グリーンコープ生活再生

底。一人ひとりの相談に

※メガネセット不可

扌
R3.1.11まで

グリーンコープ生活再生相談室

親身に対応し、必ずあな

会計から割引に！

入会金半額！

１万1000円→5500円（税込）

お金の悩みを相談・解決し、
明るい１年に！

市立体育館前
電停

厳選ブランドフレーム＋レンズセット

●子どもピアノコース・３歳ソルフェージュ

熊本県委託事業 「消費者自立のための生活再生総合支援事業」

問合せ／上通本店
☎096
（354）
2155
10:00 ～ 19:30
12/31・1/1 休

12

熊本県の委託で実施さ

全店対象

１万1000円→5500円

27

れる、生活資金や返済金

メガネの大宝堂

ことからスタートするか

※2万円（税別）以上の商品が対象 ※一部除外品あり
※シンプルレンズ、セット商品、特価品は対象外
※他の割引券との併用不可 ※令和3年の年賀ハガキに限る

該当の年賀状＆このクーポンを
メガネ契約時に提示すると

入会金
半額！

29 30

話で問い合わせを。

1000円オフ

く～ぽん

60

検索 ←

カワイ音楽教室

たの“味方”
になってくれ

通常価格より

契約時に年賀状を提示してください

リビング

☎096
（247）
0073
営業／ 11:00 ～ 22:00、
12月31日～１月３日休 ※税込

江津斉藤橋

に困っている人を支援す

ならないブランドフレー

０円・１万９８００円の

ムとレンズのセットも

フレーム＋レンズセット

入時に割引に。もしかし
のほか、めったに割引に

たら当たっているかもし

対象のレンズ購入でブルーライト
カット加工（３３００円）も無料！

おうちに届く年賀ハガ

のレンズなら、今回はブ

れませんよ。リビングク （＝下記）。さらに、対象

キ、今回はぜひよく見て

ルーライトカット加工ま

メガネの大

ください！

ーポンと年賀ハガキ持参

でサービス。見え方や使

宝堂全店で令和３年最初

い心地までこだわった専

で、店頭へＧＯ！

店頭には新春お買い得

のお得なイベント開催。

日本郵政の「お年玉付

「3」が
1つ

門店のメガネを、この機

3等

5000円オフ

セットが登場。税込１万

通常価格より

き年賀ハガキ」で左表の

「3」が

2等 2つ

1万円オフ

会に手に入れませんか？

通常価格より

１０００円・１万５４０

「3」が

1等 3つ以上

あげたて

合志市幾久富1726-1

※全教室が対象、税込

番号に当選した人は、購

＊ＡＢ組共通

らお子さんの音楽デビュ

検索 ←

「日本郵政のお年玉付き年賀ハガキ」下記の番号に
該当する人は、購入金額から割引に！

●
マルショク

〔東区江津2-29-22〕

ーにぴったり。レッスン

1月11日まで「年賀ハガキ」でメガネがお得
メガネの大宝堂

交番
●

57

【大人ピアノコース】

フレーム＋レンズのお買い得セットも新春特別1万1000円～

メガネの大宝堂

至熊本港

※スタッフのマスク着用、
お客様にもマスク着用と、
検温にご協力をお願いいた
します

ドラッグイレブン
●

天ぷら定食の店

◦江津店 ☎096
（363）
1915
◦流通団地店 南区馬渡2-2-15
☎096
（370）
3801
◦光の森合志店

カワイミュージックスクール熊本

●ポンテヴェキオ

住／中央区上通町1-13

●

平田
ナーセリー
●
●

30

ネタ5種、海鮮定食は900円

「音楽」で紡ぐ「個」の育ての場。
新春キャンペーン

日本人の繊細な感性
が光る人気ブランド。
ピアス 8 万 8000 円、
リング 9 万 6800 円
（K18 フレッシュ
ウォーターパール・
ダイヤモンド、税込）

営／ 11:00 ～ 19:30、
火曜休
（12 /31・1/1休）

あげたて
江津店

18㎝…2800円、特大サイズ28㎝ 5800円（税別）

大人も子どもも、始めるなら今がお得なチャンスです

10

☎096（355）
2967

ゆめタウンはません
浜線バイパス

●定番のアコヤ真珠セット

は、定番だからこそ品質

冠婚葬祭に欠かせないネックレスとイヤリング
（ピアスも可・ボックス付）のセットは 万円代～

にこだわりたいもの。さ

年目の「真珠婚」に

真珠は大人の女性らし

らに、おしゃれ上級者に

30

みそ汁とおかわり自由の

検索 ←

成人のお祝いや結婚

さの象徴とも言える特別

愛される黒蝶真珠やブラ

ール…と、普段以上のラ

なジュエリー。上通りの

インナップ。長く愛用で

ジュエリー・オーハシで

きるよう、お手入れやコ

は、新春を彩る「パール・ ックパール、日常スタイ

老舗の審美眼にかなっ

ーディネートの相談もで

ルを格上げするベビーパ

た上質なものだけをセレ

きます。ぜひこの機会に。

フェア」が、１月２日～

クト。成人や結婚のお祝

日に開催されます。

いにお勧めの２点セット

24

ジュエリーオーハシ

ご飯付きで税込９００

ジュエリー・オーハシ

円。備え付けのイカの塩

気品を添える「パール・フェア」1月2日～

辛と高菜漬けも食べ放

題、大満足間違いなし！

専門店が自信をもってお勧めする逸品ぞろい。特価にも注目を！

「ガレット・デ・ロワ」購入は要予約（12月28日～1月31日まで）

くまもと

検索 ←

熊本県委託事業
「消費者自立のための生活再生総合支援事業」

よくある質問 Q&A
Ｑ.どんな貸付があるの？
Ａ. 学費・転居費・車検代・車の購入費
・結婚式や法事の費用・光熱費滞納
分・被災に伴う生活用品の購入など

Ｑ.どんな人が借りられるの？
水道局
●
県庁通り
● 砂取小
商業高校前
電停

熊本市
総合体育館

〔中央区出水2-5-8-2階〕

グリーンコープ生活再生相談室
営業／月～金、第3土曜、祝日
受付／9:30～18:00、土日休
（12月29日～ 1月3日休）
※相談前に予約を

☎096
（243）2100

Ａ. 自身の抱える問題を解消し、自立的な
生活をおくる事に意欲的で、本人に返
済能力のある、熊本県内に住所を有す
る人（事業用資金は対象外、
債務がある
場合は債務整理等が前提となります）
※生活福祉資金制度や生活保護制度などの
情報提供等も行います

