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土曜日

二重峠トンネル・国道57号線開通で、大津から車で30分！ 「くまもと再発見の旅キャンペーン」で宿泊費がかなりお得

魅力いっぱい阿蘇の夏を満喫！

と美食三昧、お土産処で

たて車海老の天ぷら（１

ューは①天草直送・揚げ

今、
﹁湯巡追荘﹂
が
選ばれるワケ

食事席は全席「半個室」

だから、安心して食事を

楽 し め ま す。 も ち ろ ん、

入館時の検温・消毒も実

施。全客室と全食事席に

消毒液を完備し、感染症

対策を徹底しているの

で、「安心できる」という
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声も多数。

趣の異なる 室の
﹁訪ね湯﹂
も無料！

室の「訪ね湯」で

10

宿泊すれば誰でも利用

できる

ゆるり湯巡り。風情の異

なる湯舟と、内牧の良質

な温泉で寛げますよ。客

畳和

20

室も和モダンルームや大

人数にぴったりの

室まで種類豊富。夜はお

住所／阿蘇市内牧 385-1

子さんに人気の縁日や卓

☎ 0967
（32）0622

球、カラオケで「旅気分」

湯巡追荘

を満喫して下さい。

阿蘇内牧温泉

本格焼酎も豊富な
ラインナップ！
各種アルコール・
ソフトドリンクも
飲み放題です

【新型コロナウイルス感染症への対応】
ご来館のお客様は検温を実施するなど、当館では
できる限り館内の衛生を強化してご案内しており
ます。詳細はHPにてご確認ください

予約は直接、電話または公式ＨＰで

30

1万2380円

※赤文字は「くまもと再発見の旅」利用時の金額 ※日曜日は基本料金に＋1100円、休前日は基本料金
に＋4400円になります。 ※大人1人１泊２食付・税込・入湯税（150円）
別の値段、上記料金に対し、
小学生（70％）、幼児（50％）
の金額になります。特別日（連休前後・３月・春休み・GW・夏休み・お
盆・冬休み・年末年始など）の料金は問い合わせを

●駐車場100台！
●詳しい情報は
QR、または
「ゆめおいそう」
で検索！

夏休みの家族旅行には

1万7380円

1万1280円

人 １ 皿 ）、 ② 大 好 評 の あ

1万6280円

1万180円
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阿蘇の特産品もお得にゲ

1万5180円

9080円

9080円

上質な温泉と、国産霜降

1万4080円

7980円

6880円

か牛の焼きすき食べ放題

露天風呂付き
和モダンルーム

5780円

7980円

分の好アクセス、観光

1万4080円

6880円

ットできます。大津から

1万2980円

5780円

湯巡追

1万1880円

4840円

月は高

1万780円

９・

和モダンルーム

も復活！

一般客室

級食材トラフグ刺（１人

２人１室

1万2980円

１皿）が登場。江戸から

３人１室

1万1880円

続く老舗山内本店の幻の

４人１室

1万780円

味噌で仕上げたホルモン

５人１室

9680円

ホイル焼も乞うご期待。

+2000円の地域限定クーポン付
基本料金（１人）

り牛・天草鮮魚が食べ放

（税込）

肉にはやっ
ぱ
り
サッポロ生
ビール！

4840円引

題の「内牧温泉

１人あたり
なんと！

9680円ー 4840円（助成額）

にも便利な立地です。

「くまもと再発見の旅」利用で…

７・８月限定豪華メニ

例）平日一般客室５人１室利用の場合

月替わり豪華メニュ
ーもお楽しみに！

2000

荘」へ！ 「くまもと再発

＊1泊１万円以上利用で最大割引

円付与
さらに…地域限定クーポン
＊1泊6000円（税込）以上の宿泊が対象です
＊宿泊は12/31まで可能です

見の旅キャンペーン」で

最大

宿泊費が最大５０００円

3000円引

引き、宿泊者全員に２０

最大

円引

①あか牛の焼きすき
②天草産車海老の天ぷら
︵１人１皿︶

5000

７月
８月

土曜日・指定日

︻期間限定︼豪華メニュー食べ放題に追加！

日曜～金曜日

００円の地域限定クーポ

くまもと再発見の旅

ンも付いてきます。美湯

10/31迄の
予約限定

検索←

ゆめおいそう

半個室の食事席で、焼き肉・新鮮魚介食べ放題！
﹁くまもと再発見の旅﹂で２０００円のクーポン付

阿蘇内牧温泉 湯巡追荘

1泊２食付き4840円～

９月
10月

【期間限定】９・10月の豪華グルメも乞うご期待！

①天草産トラフグ刺
（１人１皿）
①阿蘇産白ネギと国産ホルモンのホイル焼

第13回試験は10月24日
（日）、申し込みは9月10日（金）までです

今こそ「日本健康マスター検定」に挑戦！
熊本リビング新聞社

主催／日本健康生活推進協会

●詳細・申込み

●公式テキスト 3190 円（税込）
協会ＨＰや主要書店で発売中

9月10日（金）24:00まで
二次元コードか 健康マスター

検索 ←

問合せ／（社）
日本健康生活推進協会

☎03
（6268）8447
10:00 ～ 16:30、土日祝除く

簡単アクセス
二次元コード

（答）ウ

●会 場／熊本県医師会館
（予定）
●受験料／ ベーシック・コース
（60分）5500円
（税込） エキスパート・コース
（80分）8800円

●申込み期間

康マスター」として認定

間有効）ですよ。公式テ

第13回「日本健康マスター検定」
●試験実施日／ 2021年10月24日
（日）

証が与えられ、履歴書や

キストは日々の健康の実

※解説やほかの問題はHPへ

名刺に記載が可能（４年

人生１００年時代、楽

用書としても大活躍。ま

イ）雇用形態
エ）家族構成

自分の健康づくりや
仕事でも役立つ！

しく生き抜くカギは「健

ずは購入を。

ア）所得
ウ）個人の性格

康寿命」
。 そ こ で、 健 康

●実際の過去問にチャレンジ！
【問題】次のうち、ＷＨＯ（世界保健機関）が指
摘している「健康格差を生み出す要因」として、
誤っているのはどれか？

を長く保つ知識とスキ

ル、さらに、近年重視さ

れる感染症の正しい予防

法などを学べる「日本健

次回

日、現在

康マスター検定」に挑戦

月

24

してみませんか！

の試験は

自分の健康づくりのた

申込み受付中です。

めの「ベーシックコース」

と、集団の健康づくりや

仕事にも活かせる「エキ

スパートコース」が選択

できます。合格者は「健
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監修協力／日本医師会 後援／日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、NHKエンタープライズ、サンケイリビング新聞社ほか

〈PR〉
福田病院

マタニティ＆
ママ 
後藤 啓先生

福田病院 副病院長
小児内科部長

お話し

福田病院でご出産された方
だけでなく、どなたでも
ご受診いただけます。土曜も
夕方まで診察しています

今回のキーワード

乳幼児の予防接種

予防接種はお子さんを怖い病気から守るために大切なもの
かかりつけ医があれば、接種のスケジュールや健康管理ができて安心です
ワクチンでさまざまな 感 染 症 からお 子さんを守

の“かかりつけ医”。ワクチン接種のスケジュールを

る予 防 接 種。法 律で 定 められていて受 けるべき勧

計 画 的 に立てられ たり、当日体 調 に不安がある時

奨接種（定期接種）と、それぞれのご判断で受けて

でも日頃の様子を知っている先生なら判断がつき

くださいという任意接種に分かれています。任意接

やすくなります。

種の費用は自己負担ですが、その一部を自治体で
負担している地域もあるので確認してください。

最 近で は 医 療 機 関もネット等で 簡 単 に 診 察 予
約 ができるようになり、利 便 性 がアップしました。

ワクチンデビューは生後2カ月の誕生日から。さ

一 方 で 、今 回 はこのクリニック、次 回 はここ…と

らに生 後 6カ月まで に受 けた いワクチンは、6 種 類

転々とするの は 賢 明とは いえません 。か かりつ け

（接 種 本 数 は 1 4 ～ 1 5 本）もあります。このように予

医 は、お 子さん の 成 長 に 寄り添 い、ご 両 親 が 安 心

防接種は種類も多く、受ける時期や間隔など、なか

して子育てできるよう、サポートしてくれる大切な

なか複雑です。そんな時に頼りになるのが、小児科

存在です。

【 小児科一般外来 】
診療時間
受付時間
診療日

9:00～12:00／14:00～17:30
9:00～17:30
月曜～土曜・日祝休診

産婦人科と診療時間が異なります

＊WEB予約もできます ⇒

社会医療法人 愛育会

福田病院

熊本市中央区新町2-2-6

Tel. 096-322-2995

