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」が今年も登
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

大進ゼミナール

ハーフサイズが愛らし
が増え、節水を心掛ける

７・８月は水の使用量

写真は過去のイベントの様子

い特製陣太鼓に、熊本県
重点期間です。それに伴

ま す！

Ｒイベント」が開催され

時間／10:00 ～16:00

詳細HP↓

Ⓐぬいぐるみ ほのぼのＳ ２２００円

時～午後７

金５５００円↓２７５０

コースに入会すると入会

ハ音楽教室、ヤマハ英語

員のクラスもあるので詳
細はご確認ください。

ウェルカムバック
キャンペーン

分）

ヤマハ英語教室、英語

円の半額に。

教室。春クラスへの入会

Ⓐ

Ⓑランチトート ２７５０円
※すべて税込

大きな耳がかわいい

周年を迎えます。

「チェブラーシカ」が、誕

７月７日（水）からのポ

生

ップアップショップで
は、イベント限定アイテ
ム や お 楽 し み 袋 な ど が、

営業／ 午 前

ラインアップ。

時
（金・土=午後７時

玩具

※最終日は午後５時閉場
問合せ／本館６階

☎０９６（３２７）３５０４

売場

教室イングリッシュハウ

開催教室や日時は電話

はまだ間に合います。満

で個々の力を育てるヤマ

グループレッスンの中

春クラスへ入会

スでは、７月・８月に「夏
の特別体験レッスン」を
開催。英語は世界とつな
がる第一歩。時間も気持
ちも余裕のある夏休みに

にて問合せ。英語経験の

体験してみませんか！

あるお子さんには経験や
学齢にあったクラス
を 紹 介。 受 講 後、 本

大 切 な一歩 を ヤ マハ 英 語
教室で

Ⓑ

本館6階

鶴屋

夏は冷やして︑
陣太鼓の夏
お菓子の香梅

産「岳間抹茶」を使用した
い７月

鼓本来のみずみずしいお

示・販売や楽しいショー

日に「地下水Ｐ

「抹茶」が仲間入り。陣太

いしさに、濃厚な抹茶が

☎０９６
（３２８）
２４３６

問合せ／熊本市水保全課

７月10日（土）開催 地下水PRイベント！

７・８月限定、全３回３３００円
受講後は入会金半額に！

水ちゃん」も登場します。

り。キャラクターの「節

して楽しいイベントばか

識も学べます。見て参加

で家庭の節水に役立つ知

節水器具の展

絡み、甘みの中にも芳醇
な香りが広がります。
実はこの陣太鼓、冷や
すだけでなく、凍らせて
もおいしいと評判。解凍
時間でいろいろな食感が
楽しめるので、ぜひ自分
好みを見つけてみては！

回払いまで無金利で

日（土）まで開催中。最

「無金利フェア」を７月

大

購入できます。注目はヤ
マハの電子ピアノクラビ

30

ントに、ぷるんとした食
感とほんのり笹の香りが
清々しさを運びます。
問合せ／白山本店
午前９時～午後７時
☎０９６
（３７１）
５０８１

日

ノーバ「ＣＬＰ７４５」。
本物の弾き心地を再現し
た木製鍵盤、クリアで厚
みのある音質、ブルート
ゥース搭載で良質な音を
スピーカー再生できま

自衛隊通り

東バイパス

将隊によるクイズ・トークショー、無印良品
のワークショップ、節水器具の展示や地下
水を育む農畜産物の販売）
②オープニングセレモニー・パレード
（11:00〜）

内容／①啓発イベント（熊本城おもてなし武

熊本市水保全課
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英語「夏の特別体験レッスン」参加者募集！

●【先着100人】期間中、税込1100円以上購入で
「55周年記念缶バッジ」をプレゼント！
８月末まで入

時～午後７

０１２０・９６８・１３３

無休

時、土日祝=～午後６時、

営業／午前

この機会に再チャレンジ。

異 な る コ ー ス で も Ｏ Ｋ。

が対象。以前と同じでも

バイオリンなど全コース

ー、サックス、フルート、

ボーカル、ドラム、ギタ

ピアノ、エレクトーン、

会金が半額に！

せんか？

っていた人、また始めま

有明楽器に一度でも通

「青春ポップス」は歌って踊って
90分×月２回３８５０円

個別指導の夏期講習！

大進ゼミでは夏期講習

日
（火）
、授業

日（金）～

の 受 講 生 を 募 集 中 で す。
期間は７月
８月
間＋８月には模試を実
施。分からないところを
確実に理解するまで指導
する
〝個別学習〟
と、必要
な単元を選び学習計画を
作成する〝単元学習〟で、
成績アップの方程式を導

す。入荷待ち状態が続い
ていますが、同店では納
品まですばやく対応。
時～午後７
時
（土日祝～６時）
、Ｐあり

営業／午前

０１２０・９６８・１３３

英語教室イングリッシュハウス
有明楽器 ヤマハ音楽教室 ヤマハ英語教室

会場／ぴぷれす広場

7月10日、
地下水PRイベント
もう一度始めたい人へ「ウェルカムバックキャンペーン」も実施中

期間／ 7月7日
（水）～ 27日
（火）
場所／本館6階 中央エスカレーター横
10

※有明楽器のピアノは5年保証付き

〔東区健軍本町54-12〕

音楽
英語・幼児 英語・小学生

検索←
おかしのこうばい

爆発的な人気のクラビノーバ
「CLP745」。
フェア期間中なら月々 9600円で購入できる！
健軍町電停

検索 ←

チェブラーシカ誕生55周年
教室一覧
有明楽器

営業／ 9:00 ～ 19:00
住所／中央区白山1-6-31

9600円×23回
月々
ローソン ●

健軍本店

有明楽器

55

健軍・シュロアモール長嶺・江津・益城・武蔵ヶ
丘・菊南・京町・菊池・大津・島町・城山・御船・
八代大手町・田中町（全 14 教室）

☎096
（371）
5081

ヒライ●

初回のみ 1万200円
有明楽器
健軍本店 ●

お菓子の香梅 白山本店

第2空港線

無金利フェア7月末まで

10

ウェブで
体験レッスン
QRからチェック

き 出 し ま す。
「リビング

☎096
（237）
7825

商品に関する問合せ

最大24回払いまで「無金利フェア」
自衛隊
県庁通り

を見た」の受講でオリジ
ナル文房具を進呈！
分～

シュロアモール長嶺

「CLP745」23万1000円
（税込）
を
購入した場合の支払い例

神水
交差点

問合せ／午後１時
時、Ｐあり

·長嶺ゼミ／長嶺西1-5-1

【期間限定】チェブラーシカ誕生55周年
ポップアップショップ
1

午後

☎ ０９６（３６９）７６００

☎096
（369）
7600

有明楽器

10

個別指導で26年の学習塾。
丁寧な指導で
「分かる」
の連続！
※お試しは初受講者に限る、中学生お試し
は中学1・2年生に限る

お菓子の香梅
23

31

7月7日（水）限定販売 ～天に煌めくお星さま～
大進ゼミ 教室一覧
·健軍ゼミ／健軍本町54-12

25

30

24

1

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
れる日とされています。私たちも短冊を笹竹に飾り、
素敵な願いを叶えてみませんか

☎096
（281）
7010

七夕に涼を添える
「願い星」
31
10

「夏期講習」受講料・入会金無料（税込）
·小学生お試し 50分×8コマ…4400円
·中学生お試し 50分×12コマ… 6600円
·中学３年生 受験応援コース
（例）50分×30コマ……2万9700円
（例）50分×50コマ
（50コマ以上で割引）
通常4万9500円→4万4000円
·御船ゼミ／御船町滝川40-1

＜4＞
土曜日
2021年7月3日

