2021年2月27日

参加無料「家計に関する悩みにファイナンシャル・プランナーがお答えします！」 初回限定！

土曜日

＜14＞

ウォーターボトル１本分1300円の料金で3本お届け

新型コロナを乗り越える為の「家計みなおし相談会」 寒い朝晩の体調管理は「アクアクララ」で
主催／ NPO法人 日本FP協会熊本支部

FP協会熊本支部

アクアショップ

検索 ←

ダイイチライフ

後援／熊本県、熊本市、住宅金融支援機構九州支店

くわみず病院
神水1丁目

☎（381）2248

三浦内科クリニック
中央街

☎（323）0732

いしい＂を、電話１本で

☎（214）7001

ウォーターボトルの宅配

花立1丁目

暖かくなったかと思え

西村内科医院

ば、寒くなったり…。日

☎（339）0331

＆回収で＂うれしい＂を提

内

楠8丁目

供。ウォーターサーバー

内

えがみ小児科

によって気温の差が激し

内

☎（355）6131

いこの時期は、体調も崩

小

島崎6丁目

除菌・洗浄のメンテナン

洋菓子

慈恵病院

（レンタル料は別途）は、

本館地下１階

☎（344）1303

しがち。

鶴屋

清水亀井町

スで衛生的です。

旅するチョコ、
ベルプラージュ

木下耳鼻咽喉科医院

14

お湯とクリアな水がサ

産･婦

☎（368）2468

ーバー方式で利用できる

男性アドバイザーも在籍で心強いと評判。お試し
だから入会金も不要！ ※価格はすべて税込

越山眼科医院

住所／東区保田窪４ノ

2月28日［日］

営業 ／午前９時～午後６時

・抗菌ペレット使用で清潔

アクアクララなら、ホッ

ノ

すぐに使えてとっても便利
・１ℓ /108円
（税別）
と経済的

97

トコーヒーやカップスー

時間／10:00 ～19:00 ※金・土は19:30まで
問合せ／ ☎096（327）3536

耳鼻咽喉

トーチチョコレート︵９個入り／
バニラ・ピスタチオ・ストロベリー
の３種︶ １０８０円 ※税込

会場／本館地下１階 洋菓子
ルックインエスカレーター前

人気チョコレートショ

ップ「モンロワール」
の姉

妹ブランド「ベルプラー

ニューヨークの自由の

ジュ」
が熊本初登場！

女神が掲げる＂トーチ＂が

モチーフの「トーチチョ

コ レ ー ト 」。 ア フ リ カ の

伝統的な一枚布＂パーニ

ュ＂をイメージしたフィ

ルムがかわいい、カカオ

豆型の
「カカオパーニュ」

もそろいます。ホワイト

デーにもおすすめです。

3月3日（水）～14日（日）
「ベルプラージュ」期間限定販売会

HP↑

・80 ～ 90℃のお湯が

休日在宅医

錦ヶ丘

プがすぐに作れて便利で

眼

＊お見合い成立1回につき5500円別途
＊入会資格 年収350万円以上

☎080（8720）4305

熊本市

・軟水だからまろやか

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会
★最新情報は、熊本市ＨＰの
「休日当番医」
で確認できます。

1万1000円（税込）

住/菊池市長田496
（cafezakkabb内）

なんと、2600円
（税別）
もお得

検索 ←

す。こまめな水分補給も

OTETE結婚相談所 熊本

できて、体調管理に一役

OTETE結婚相談所 熊本サロン

“アクアクララ”の特徴

（税別）
の料金で３本に！

婚活60日間、1万1000円

買いますよ。

〔中央区桜町2-17-2階〕

お得!!
①初回限定、ウォーターボトル
（12ℓ）を1本分1300円

② 5本まとめて注文すると
プラス1本でさらにお得！

ミクロ（１万分の１ミ

新市街
辛島
セブン ローソン 公園
●
● イレブン

クロン）のろ過水で＂きれ

熊本桜町
バスターミナル

い＂を、ミネラル成分を

銀座通り

レンタル
● 着物マイン

【30・40代の男性限定】婚活お試し
60日間

バランス良く配合し＂お

●

会場

・ 代の男性限定
申込はＨＰから
30
40

男性会員が少ない婚活

代男性は特に人気

業 界 で は、 働 き 盛 り の

・

が高いそう。そこで同社

では、２カ月お試し婚活

をスタート。専任カウン

セ ラ ー が 徹 底 サ ポ ー ト。

正会員と同じ活動内容だ

からかなりお得です！

婚活デビューや試してみ

時～午後７時

たい人…、ＨＰ問い合せ

営業／午前

ページから申込みを。

40

市民会館 ●

（第2甲斐田ビル2階）

1723
☎096（206）

月水金10:00～16:00（祝日除）

30

０ １ ２ ０・５ ４・９ ６ ６ ２

先着順。申込みは
ＱＲコードから！

新型コロナによる生活

の変化が、家計に影響し

※熊本で国の緊急事態宣言が出た場合は中止
※定員になり次第、申込みを締め切ります

※日本マーケティングリサー
チ機構調べ
（2020年９月）

て い ま せ ん か？ 「 先 行

日時

※3/4締切
3月14日（日）
①13:00 ②14:00 ③15:00

「当社は、登録会員数
および成婚数No.1の
日本結婚相談所連盟※
の加盟相談所です」

当日はマスク着用のうえ参加ください

会場：日本FP協会熊本支部事務所（駐車場なし）
＊新型コロナウイルス感染症陽性とされた人と
の濃厚接触者や、発熱・咳・咽頭痛など症状が
ある場合等は参加できません
※個人情報は必要な場合のみ
公的機関に提供されます

※各回2組（50分）の計6組

10

きが心配…」という人は、

この機会にファイナンシ

ャル・プランナー（ＦＰ）

に相談しましょう！

保険の見直しや教育資

金、住宅資金の準備、資

産運用、老後の生活設計

など気になることを個別

に相談できます。公益活

動なので勧誘等は一切あ

りません。中止の場合は

ＨＰで告知されます。

参加無料（予約制・右QRコードから）
FPによる「家計みなおし相談会」

1

●診療時間 午前9時～午後5時
●歯科の診療時間 昼＝午前10時～午後4時
夜＝午後6時～午後11時
★発熱等の症状がある場合、受診する前に必ず医療機関に
電話相談して下さい。★都合により医療機関変更の場合が
あります。電話で確認の上、お出かけ下さい。受診の場合は
保険証を持参して下さい。ない場合は自費診療となります。

内･外

内

内･外

整

内

下田クリニック

☎0964
城南町さんさん1丁目 （28）2001

なかむらファミリークリニック
武蔵ヶ丘7丁目

☎（339）1711

八景水谷クリニック
八景水谷1丁目

☎（344）8811

水本整形外科･いわした内科
国府2丁目

☎（362）3311

師井医院
植木町植木

☎（272）0030

歯

にのみや歯科医院

歯

伊藤歯科医院

（昼間のみ）

（夜間のみ）

大江5丁目

近見1丁目

☎（284）4111

☎（325）6565

