2021年9月11日
右／デイトジャスト １６００
左／デイトジャスト １７０１３
※いずれも税込

50 〜 80万円前後のUSEDウォッチ。1点物ばかりなので先手必勝

オールドロレックス＆決算セール！
ジェムキャッスルゆきざき 熊本店

公益財団法人

熊本YMCA

熊本YMCA

英会話

はイタリア語のレッスン

申込／熊本YMCA本館

（中央区段山本町4-1）

☎096（353）
6391

自己紹介＆あいさつで学ぶフランス語入門
10/7・14(木)18:45 〜19:45
オンラインスペイン語（入門〜初中級）
10/6・13(水)18:45 〜19:45

が新たに登場︒国際色豊

韓国ポップカルチャーと韓国語
（入門〜初級）
10/4・11(月)19:30〜20:30

シーン別・基本のイタリア語（入門〜初中級）
10/6・13(水)20:00〜21:00

バラエティに

旅のドイツ語（初級〜初中級）
10/6・13(水)18:30〜19:30

10/6・13(水)19:40〜20:40

かな講師たちと交流しま

10/4・11(月)20:00〜21:00

100％アウトプット高校生の
ための英会話【みなみセンター】
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せんか？

発音クリニック

60

世界 カ国出身の講師たちと交流
テーマ別で楽しく分かりやすい！

10/2・9(土)13:00〜14:00
＜初級〜上級＞

シンプルに学ぶニュースな英語

富んだプログラムが用意

10/2・9(土)12:00〜13:00

さ れ て い ま す よ︒ 申 込・

英語マスターへの道〜５文型〜

問合せは気軽に電話を︒

10/2・9(土)9:00〜10:00

レッスンを開催します︒

歴史を持つ同校ならでは

本 館＝10/2・9(土)15:00〜16:00
むさし＝10/7・14(木)18:30 〜19:30

熊本ＹＭＣＡ本館で

のプログラムが充実︒初

テーマ別！パワーアップ英会話

いまからはじめる英会話入門

年以上の語学教育の

ース﹂無料体験を実施中

＜初級〜中級＞

＜入門〜初級＞

は︑﹁ 秋 の お 気 軽 短 期 コ

です＝下表︒学びの秋は

時間はコチラ↑

心者から上級者まで︑テ

締 切：10月30日
（土）

試験日：2月5日
（土）＊本館（段山本町）が受験会場

ーマ別に楽しみながら学

定 員：各10人

参加費・開催

新しい校舎で︑各国のこ

（英語学習経験者向け）
対 象：小学校３年生〜

とばを学びながら異文化

熊本YMCAは、全ての人々が共に活動する
ことができる団体です。

全10回土曜日開催

多彩にそろいます︒今回

PC・タブレットでの受講をおすすめします
受講用PCの貸出も可（台数に限りがあります）
Wi-Fi環境での受講推奨

検索 ←

今 回 は む さ し・ べる少人数制レッスンが

☎096
（353）
6391（南区田迎5-12-50） 期 間：11月6日（土）〜 1月29日
（土）

無料体験レッスン開催中︒申込は電話を！

【３〜５級】オンライン 英検対策コース

そのほか、最大 96 回までの
分割払いが可能です
現金・クレジットカードのほか
●デビッドカード
●ショッピングクレジット
●ビットコイン ● PayPay 支払い
も OK、気軽に相談を

「秋のお気軽短期コース」無料体験会実施！

レベル別のレッスンで無理なく学べます。学生からシニアまで幅広い
世代が楽しんでいます！

熊本ＹＭＣＡでは︑英

日まで

11

検３〜５級の受験者向け

月

30

オンライン対策講座を

月に開講︒

専用テキストや過去問

受講者を募集中です︒

を使用したベテラン日本

人講師の解説で︑文法や

単語︑問題の解き方を丁

寧に指導︒感染症対策を

しながら︑オンラインで

もしっかり知識が身につ

きますよ︒試験直前まで

の演習で初めての英検受

験にチャレンジするお子

さんにもおすすめです︒

問合せ／ 熊本YMCA みなみセンター

10

【支払例②】 頭金 10 万円で
36 回分割払い
ボーナス時 2 万円× 6 回
・初回 1 万 2500 円
・2 回目以降 9700 円

Come and Join Us ! 英・中・韓・独・仏・西に伊が仲間入り

みなみセンターでも一部

検索←

【支払例①】 36 回分割払い
・初回 1 万 9500 円
・2 回目以降 1 万 6300 円

※レガリアは決算セール対象外です

オンライン英検対策コースが、11月に開講！
熊本YMCA

税込 50 万円の時計を購入した場合

「レガリア」商品とその他の商品を同時購入すると、
2年間無金利払いが適用できます

最新の問題形式を踏まえた短期集中型コース。来年２月の試験に向けて丁寧に指導

熊本YMCA

分割払いで無理なくお支払い

オリジナルジュエリー「レガリア」

体 験！

肌の悩みをヒアリング
皮膚科監修「MTメタトロン
コンセレブ」で超音波洗浄
スキンケア方法も
レクチャー

﹁大好評だった第１回目に続く２回目の
体験会です︒特別価格でご案内します﹂

※写真は
ポスター
イメージ

☎092（524）
0428

＜2＞

「王位を象徴する宝物」という意味のラテン語から名付
けられたメンズジュエリー。王冠や勲章、クロスなどの
モチーフが、ラグジュアリーな印象を与えてくれます

30

福岡平尾店

予約／ MTサロン平尾店

万８０００円
万８０００円

もう一つの目玉は︑﹁オ

年︑

電話で事前予約を

福岡で人気の﹁ＭＴサ

ロン﹂が︑菊南温泉で出

張体験会を開催！ 皮膚

科監修・ＳＮＳで話題の

﹁ Ｍ Ｔ メ タ トロ ンコン セ

レブ﹂と超音波洗浄を特

別 価 格 で 体 験 で き ま す︒

肌本来の機能﹁皮脂膜の

形成﹂に働きかけ︑潤い

ＵＰ︒乾燥・シミ・シワ・

応えます︒お見逃しなく︒

たるみ等︑様々な悩みに

ＭTサロン

45
45

20

「肌力再生」
超音波洗浄を体験

9/11〜 9/13出張体験会 ユウベルホテルで開催！

9/11
（土）17:00 〜 22:00
9/12
（日）10:00 〜 22:00
9/13（月）
10:00 〜 17:00

貴重なジュエリーが 〜 ％オフ︒
自社工房でのメンテナンスも安心

ールドロレックス﹂コレ

17

福岡で創業して

後に製造されたウォッチ

43

クション︒２０００年前

が入荷中︒自社ラボでコ

東京・銀座︑六本木︑大

する﹁ゆきざき﹂︒９月は

ンディションも確認ずみ

阪など︑全国 店舗展開

年に一度の決算セールで

なので安心感が違いま

スペシャル価格のオンパ

す︒自分だけのお宝ロレ

レードです︒

ックスを探しましょう︒

％オフに

真珠やダイヤ︑メンズ

〜

30

ジュエリーなど︑店頭価

●

20

文化堂

肥後銀行

栄通り

銀杏通り

←多彩な商品は
ＨＰでチェック

●

格から

● ●
銀座通り

●

下通りアーケード

☎096
（223）5733

熊本
ゆきざき

南日本銀行

電車通り

←

西日本シティ
銀行

住／中央区下通1-7-27
営／ 10:30 〜翌2:00
（日祝のみ〜 20:00）

︵一部除外あり︶︒品質も

プレゼント ※先着5個・色は選べません

デザインも秀逸なものば

クロコのお財布

（5万5000円相当）

かり︒ぜひ店頭でチェッ

クしてください︒

お得!!
決算セール期間中
50万円以上購入すると

土曜日

詳細コチラ

熊本YMCAは、
すべての人々が共
に活動することが
できる団体です

