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子育て奮闘中のパパ＆ママにも ご褒美 になるオンライン子育て支援

土曜日

＜2＞

注目は、旬の栗を贅沢に使った限定品。武者がえしに 新味 も！

幼稚園栄養士監修。
ためになるクッキング動画 「創業祭第二弾」10月1日からスタート
幼稚園型認定こども園

九州音楽幼稚園 九州音楽京塚幼稚園

検索 ←

九州音楽幼稚園

おかしのこうばい

検索←

や︑菊池産の﹁美玖里︵み

栗が丸ごと入ったどら焼

深まる秋！﹁お菓子で笑顔をお届け﹂

年︒これを

お菓子の香梅は︑今年

の秋で創業

きんとんなど︑今だけの

柿やりんごをかたどっ

貴重な味わい︒

記念する﹁創業祭第二弾﹂ くり︶﹂を使った極上の栗

がいよいよスタート︒

創主・副島梅太郎から

武者がえしショコラ
195円

お菓子の香梅

会計から10％

OFF

R3.9.29 〜 11.14まで

ＬＩＮＥで
お友達募集中

【年齢】20代以下 30代 40代
右のアンケートに記入し、
50代 60代 70代以上
クーポンを持参すると
【性別】男性 女性 無回答
【お住まい】町名/

※現金での支払いのみに限る
鶴屋店・熊本城香梅庵・熊本空港店
※送料には利用できません
熊本空港香梅庵・博多駅マイング店を除く ※1回の買物につき1枚のみ利用可

【問合せ】お菓子の香梅 白山本店

☎ 096
（371）
5081

＊「白小豆陣太鼓」と「クリスマスケーキ」はクーポン対象外となります
が、期間中にクーポン持参のうえ予約すると、1箱につき特製陣太鼓
抹茶1箱（2個入）をプレゼント

知っておきたい
不妊症 の基礎知識
毎月1回行われている
「不妊治療教室」で
は、妊娠成立のメカニズムから検査方法、
新型コロナウイルスとの付き合い方など
もお話いたします。今回も、ソーシャル
ディスタンスを守りつつ多くの方にご参
加いただけるよう、少し広めの会場で開
催いたします。ご希望者には、セミナー
後にカウンセリングも実施。ご夫婦でも
お一人でも参加いただけます。

次回は…

10月24日 日
13:30 〜

生殖医療指導医（不妊治療の
専門医）として、不妊症の原因
や今日の治療法などをわかり
やすく教えてくれます。

www.suidouchou-lc.jp

メルパルク
パークシティ
●
24ｈ●

肥後銀行●

●

●
専用駐車場
ローソン
国道３号線

鶴屋 ● ●
会場/パレア

受付/ソフィア

水道町交差点

☎ 096
（322）
2996

HPはコチラ

不妊治療教室

水道町
バス停

■参加費無料
■事前に電話で申し込みを【10組限定】
■当日受付／ 12:30 〜
ソフィアレディースクリニック水道町
■会場／パレア会議室

営業／ 9:00 〜 19:00 ※すべて税込

健康情報

下通り

音楽

10/1 〜 11/14限定

上通り

上／相手の気持ちを理解し︑自分の思いを英語
で伝えます 下／音楽教室での鑑賞曲は全てロ
イヤル・フィルハーモニー管弦楽団による演奏

英語・小学生

た︑なりきり上生菓子も

く〜ぽん

申し込み・お問い合わせ
英語・幼児

受け継ぐ︑職人の技と魂

の保育士と給食をつくっ

ている﹁淀川食品︵株︶﹂の

栄養士が︑時短でおいし

いお芋レシピを動画で紹

介︒お子さんはもちろん︑

親御さんにも〝ご褒美タ

イム〟になるような︑簡

心を育てる楽しいコース

﹁ヤマハ英語教室﹂は︑ 時期に︑お子さんの耳と

イード・アワード２０２

全コース無料体験レッ

から始めましょう︒

スンを実施中︒体験当日

％ オ フ︒﹁ 感 染 対

０︑２０２１の２年連続

の入会で入会金５５００

で︑子ども英語教室部門

総合満足度１位を受賞！

円が

スでは︑自宅で眠ってい

英語のリズムやイントネ

るピアノを買取中︒まず

時〜午後７

ーションを︑ヤマハの音

は気軽に電話を︒

策をしてお待ちしており

﹁ヤマハ音楽教室﹂年少

着します︒

営業／午前

楽に合わせて身体全体を

コースでは演奏に必要な

時︑土日祝＝〜午後６時︑

有明楽器ピアノサービ

表現力の基礎を作るため

ます﹂とスタッフ︒

に︑たくさん聞いてドレ

☎０９６︵３６９︶８２８２

無休

使って習得︒レッスンで

ミで歌い︑ドレミを弾き

繰り返し行う事で力が定

ます︒創造力豊かなこの

10

「ウェブで体験レッスン」にチャレンジ

がこもったお菓子が多彩

リビング

ヤマハ音楽・英語、無料体験レッスン実施中

20

72

創業祭第二弾の限定品もバラエティ豊か
（一例）
◎栗どら焼 324円 刻み栗入り小豆つぶし餡の真ん中
に大粒の栗が丸ごとドン。食べごたえ抜群！
◎栗のろーる 1296円 大粒の渋皮栗がゴロゴロたっぷ
り。上品な甘さの生地にあっさりしたマロンクリーム
◎栗ぶっせ 216円 サックリとした食感の生地の中に
は、刻み栗いっぱいの口どけのよいクリーム

人気の幼児コースから始めよう！ 体験当日の入会で入会金20％オフ

有明楽器 ヤマハ音楽教室 ヤマハ英語教室
英語教室イングリッシュハウス

数 量 限 定 で す︒ さ ら に︑

おいしいスイーツが
たったの５分で！

﹁九州音楽幼稚園︵水前

寺 ︶﹂・﹁ 九 州 音 楽 京 塚 幼

予約・問合せ／月〜金9:30 〜 17:00、土日祝休

単だけど特別なメニュー

検索 ←

稚園︵尾ノ上︶﹂の子育て

九州音楽京塚幼稚園

を 考 案 し て く れ ま し た︒

検索 ←

支援プログラム︑今回は

九州音楽幼稚園

オンラインでの開催で

（東区尾ノ上1-47-9）

（中央区水前寺公園23-21）

入園説明会や個別の園

☎096
（381）
0355

す︒ 育 児 に 家 事 に 仕 事︑ ぜひチェックしてみて︒

九州音楽京塚幼稚園
（東区）

☎096
（384）
1656

見 学 は 空 席 残 り わ ず か︒

申込はお早めに︒

九州音楽幼稚園
（中央区）

毎日忙しい未就園児のパ

同園

11月は「お芋畑で芋ほり体験」を開催予定！

パママを︑楽しく役立つ

情報でサポート！

個別園見学
予約→

入園説明会
︵水前寺︶
予約→

入園説明会

︵京塚︶予約→

入園説明会・個別の園見学も空席残りわずか

にラインナップします︒

配信期間中は、好きなタイミングで何度も見られます

同園の保育士と給食をつくっている栄養士が
「サクッとつくれてしっかりおいしい」レシピを紹介！

あの﹁武者がえし﹂にショ

HPはコチラ

コラ味が期間限定で登

ぜひこの機会に︒

【プログラム】

①５分で完成！
おいもスイーツの作り方
②おいもを使った簡単レシピ
〜子ども編・おとな編〜

秋の風物詩の代表格

【視聴方法】下の２次元コードから
HP「新着情報」にジャンプ。YouTube
にアクセスして見られます。

﹁栗﹂の美味しさを引き出

【配信期間】1カ月程度

場！

時】10月18日
（月）13:00 〜

す限定品の数々︒大粒の

※画像はチラシのイメージ

水前寺園×京塚園のコラボ企画
YouTubeクッキング動画配信！
【日

お菓子の香梅

ソフィアレディース
クリニック水道町院長

岩政

仁先生

