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2022年1月15日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

催︒２００点以上もの大

﹁大島紬﹂の展示会が開

奄美大島が育む伝統美

問合せ／鹿児島県絹織物

鑑賞目的にもどうぞ！

す︒着物を着る良い機会︑

ネートも提案してくれま

大島紬と帯とのコーディ

ほかにも洋装やストー

島紬を一堂に見られるの

工業組合︵株︶中川内

新作や小物類も！

は︑熊本ではこの展示会

ル︑ 小 物 類 も 多 数 出 品︒

のみ︒年に一度の貴重な

☎０９９︵２０２︶０６４８

白大島の反物

機会です︒織元の職人が

作品について丁寧に説明

してくれ︑産地より直接

商品を搬入するため︑お

求めやすい価格も魅力︒

見ているだけで癒され

る白大島や色大島︑その

温かな居室は20㎡以上と広さも
十分。随所に緊急通報ボタンあり

食事は高級感ある2階レストランで

無料見学相談会

「第10回 大島紬 匠の技展」※入場無料

●日時／ 1月25日（火）〜 1月30日
（日）
９:30 〜 17:30 ※最終日は16:30まで
●会場／熊本県伝統工芸館 1階展示室（千葉城町）
介護スタッフが24時間常駐。安否
確認や困りごとの相談もおまかせ

水前寺しょうぶ苑

が近く百貨店等への往来

もラクで﹁前より活発に

サービス付き高齢者向け住宅

競輪場通りのスグ近く！ 充実
した環境と〝自由度〟が魅力です

運営は︑九州松栄産業︒

熊本
高校●

住／中央区水前寺3-12-17
水前寺しょうぶ苑

●

肥後銀行
●

り
場通
●
競輪 水前寺
とうや病院
牧野皮膚科
●
り
通
ド
グラン

国府電停 ● 熊本銀行

至京塚

R4.1.14・15・16・21・22・23限定

なった﹂と喜びの声も！

お菓子のお土産を
プレゼント

グループホームや介護付

見学相談会に参加した人に

ープンしたばかりの﹁水

【概要】開設／ 2021年10月、交通／「北水前寺」バス停より徒歩3分、
土地・建物の権利形態／所有、居住の権利形態／賃貸借契約、利用料の
支払方法／月払い、構造・規模／鉄骨造7階建地下1階、介護に関わる
職員体制／ 24時間常駐、居室数／全49室（個室44室・2人部屋5室）、
居室タイプ／ 1R・2人部屋（20.02 〜 46.37㎡）、入居時にかかる費
用／入居申込金18 〜 48万円、運営／九州松栄産業
（南区田迎1-7-14）
※介護保険の自己負担分や医療費などは含まれていません

リビング読者限定 COUPON
■ 水前寺しょうぶ苑

一人暮らしは心配︑そ

「外出が自由だから、今のうちにできることを
しておきたい」（Uさん）

有料老人ホーム等市内３

←多彩な商品は
ＨＰでチェック

「家にいた時は、食欲もなく痩せていました。
でも、しょうぶ苑のご飯は美味しくて、最近は
ふっくらしてきて娘も安心しています。」
（Kさん）

⇒合計／約16万4940円〜

水前寺駅

文化堂

●

満足の声、うれしい変化も…
入居者や家族からのメッセージ

〔入居時の要件〕
65歳以上、自立、要支援〜要介護
〔毎月の費用〕
家賃／5万5200円〜14万8600円
共益費／ 2万5000円
状況把握・生活相談費／3万800円
電気代／実費
食費／5万3940円（ 30日換算）
※食費の内2万6400円は厨房管理費

新水前寺駅
至水道町

☎096
（223）5733

入居の
「決め手」
教えてもらいました
●孫や親せきが訪問しやすい
交通の利便性が高い（北水前寺バス停徒歩3分）
●認知症で誰かがいないと
不安になるので集合住宅が良くて
●親を近くに呼んで援助したい…などなど

自由な暮らしはそのま

30

％オフ

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

価値ある〝本物〟ばかりが

にお守り代わりにもなる

新 し い １ 年 の 幕 開 け︑ 寄り添ってくれる︑まさ

店舗展開の同店

幸運が訪れますように

全国

特別な存在︒

20

⁝︒そんな想いを込めて

だ か ら セ レ ク ト で き た︑

品質×デザイン×価格ど

月の誕生石を

﹁ゆきざき﹂では︑誕生石

れも秀逸なジュエリーば

１月〜

使ったジュエリーが︑通

かり︒購入後のメンテナ

フェアを開催中です︒

％オフのスペ

肥後銀行

栄通り

●

下通りアーケード

●
銀座通り

南日本銀行

●

常価格の

ンスやサイズ直しなども

ートしてくれます︒１月

12

自社工房でしっかりサポ

末までなので︑ぜひ早め

30

熊本
ゆきざき

●

銀杏通り

R4.1.31まで ※一部対象外の商品あり

電車通り

時計の電池交換
1人3点まで無料！

西日本シティ
銀行

商品購入時に
「リビングを見た」
と伝えると

←

シャルプライスに︵一部

純愛︑心の調和︑健康

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 ●ビットコイ
ンキャッシュ ●イーサリアム ● PayPay 支払いもOK

除外品あり︶︒

など︑それぞれがもつ宝

にチェックを︒

外観からは想像もつかな
いほど奥行きのある店内

石言葉が︑人生にそっと

シャープさと可憐さを併
せ持つ3ストーン。ＰＴ
×エメラルドネックレス
15万円→10万5000円

前寺しょうぶ苑﹂です︒

【5月】エメラルド

リビング読者限定

【9月】サファイア

深い赤が神秘的なイメージ。 ダイヤの存在感もたっぷり。
K18WG×ガーネットリング ＰＴ×サファイアリング24
4万8000円→3万3600円
万8000円→17万3600円

ろそろ施設入居を⁝︒お

【1月】ガーネット

※要事前申し込み

正月の集まりで︑強く実

日常スタイルに華を添えてくれる80㎝のロン
グネックレス。K18YG×パールネックレス
16万8000円→11万7600円

拠点７施設をもち︑幅広

特 に 人 気 な の が、
食 事 の お い し さ。
「外食よりおいしい」
と 絶 賛 す る 人 も！
栄養満点、豊富なメ
ニューが好評です

【6月】真 珠

サポートしてくれます︒

2階には「クリニッ
ク」を併設、通院も
楽々。
居室までの訪
問もＯＫ。
夜間の緊
急時の対応もでき
るので心強い限り

いサービスでトータルに

1月〜12月までの誕生石が対象
1点物も多いので早めの来店を！

まに︑安否確認や生活支

ジェムキャッスルゆきざき 熊本店

介護施設も併設︒バス停

1階にはリハビリ
特化型デイサービ
ス「リハライフ」を
併設。理学療法士
など専門職員が運
動指導を行います

感した人も多いのでは？

温かみあふれる優しい雰囲気…
「水前寺しょうぶ苑」
の特徴は？

援があり︑そのうえ医療・

運気Up・幸せを呼ぶ
「誕生石フェア」

日々の食事を
試食できます！

10:00 〜16:00
そんな家族から早くも人

1月末まで好評開催中。お守り代わりのジュエリー探しを

お食事体験

14㊎・15㊏・16㊐
1月
21㊎・22㊏・23㊐
気を集めているのが︑オ

ジュエリー

好評です！

＊予約がおすすめ

自立から要介護まで幅広く対応︒暮らしやすく︑家族の訪問やお出かけにも便利な中央区の人気エリア

主催／鹿児島県絹織物工業組合
後援／鹿児島県・鹿児島市

※当選者の発表は発送をもって代えます
Ｒ4.1.25〜1.30まで

住まい

令和3年
10月
OPEN

織元9社による大島紬展示会

大島紬製品を
プレゼント

好立地！ 医療と介護併設の家﹁水前寺しょうぶ苑﹂

イベント

リビング読者限定
来場者の中から抽選で10人に

☎096（381）2500
しょうぶ苑グループ
の公式ホームページ
では、さらに詳しい
情報を掲載中です→

