2022年4月23日

土曜日

＜12＞

じゃんけんに勝ったらお肉もらえるんですか?! 4月27日（水）〜 5月8日（日）まで、毎日デリシャスなビッグイベント

食べまくれ！ ゴールデンウィークはBBQざんまい
オオツカグループ

豚ロース焼肉用（100ｇ）通常215円⇒140円
（税込）

⇒各70円（税込）

◎4月29日（金）は「牛の日」

〔B〕豚BBQセット（モモ・肩ロース・バラ）

開店からスタート！「半額コーナー」

※各日20パック限定
1パック約500ｇ 780円
（税込）
〔C〕鶏BBQセット（手羽元開き、チキンバー、モモ切り身）

1パック約900ｇ

※売切れ次第終了、夕方市には半額商品はありません

豚の日 鶏の日 牛の日 じゃんけん大会・ポイント5倍デイ

2000円（税込）

GWスペシャル！ 焼肉セット・BBQセット販売

※限定50パック（1人2パック限り）

気軽に参加できる短期講座は５月からスタート！

●

済生会
病院●
スズキ
●

ファミリー
マート

4/27㊌ 28㊍ 29㊎ 30㊏ 5/1㊐ 2㊊ 3㊋ 4㊌ 5㊍ 6㊎ 7㊏ 8㊐

くまもと県産牛ロースステーキ（1枚約160ｇ）

●
サンリブくまなん
平成けやき通り
肉のドッキン市
流通団地店
●

平成大通り

国道３号線

オオツカグループ・GWイベントカレンダー

16:00スタート
「夕方市」
通常２枚2758円 ⇒2枚

※各日20パック限定
880円（税込）

※仕入れにより内容に変更があります

肉のドッキン市
流通団地店

● 日赤病院
●
セブン
57 イレブン

☎096
（377）
2941
営／ 9:30 〜19:00

住／南区流通団地2-6

東バイパス

スシロー
●
228

車道
九州自動

＊通常先着120人のところ今回は200人に拡大！

オオツカグループ
会員カード
ポイント5倍！

くまも と
成仁病院

（和牛・国産牛のステーキ、焼肉用、すき焼用、
しゃぶしゃぶ用など）

さらに！

●

●
ライン
ガルテン

●
しゃぶ葉

30

日〜５月５日は

通常各100ｇ 96円

※イメージ

〔A〕焼肉セット（牛・豚・鶏）※各日30セット限定
1パック約700ｇ・2 〜 3人前 2000円
（税込）

す︒各種数量限定のため︑

GW限定！ 焼肉・BBQセット

若鶏モモ身・手羽先 ※いずれも数量限定

29

早めに来店を︒

◎4月28日（木）は「鶏の日」

29

４月

毎日３回実施する気前の

豚バラ焼肉用（100ｇ）通常215円⇒150円
（税込）

ドッキン流通団地店・ライン
ガルテンの２店舗で開催！

例の﹁肉の日﹂︒贅沢な和

よさはさすが︒運試しに

◎4月27日（水）は「豚の日」※いずれも数量限定

27

じゃんけん勝者に豪華お

らふくお肉が食べたいで

牛や国産牛も〝超〟お買い

※イメージ

肉のプレゼント︒期間中

そんな声に応え

ださいね︒ポイントも５

得です︒４月 日からは︑ ぜひチャレンジしてみく

をプレゼント！

おトクもりもり！ 4月の「肉の日」

日は︑恒

す！

お家焼肉やレジャーにう

2位（準優勝） 5000円相当のお肉

日〜

て︑オオツカグループが

倍なので︑購入するほど

1位（優勝）1万円相当のお肉

４月

本気モードの大・大・大

れしいＢＢＱセットがＧ

各日①11:00②13:00③16:00開催
税込3000円以上の購入者同士で
じゃんけん。勝ち残るとなんと！

たまの連休くらい︑た

満足フェアを開催してく

じゃんけん大会

お得です︒

勝ち抜け！

Ｗ限定価格で登場しま

4/30
〜 5/5

4/29
〜 5/8

れます︒

4/27
4/28
4/29

肉のドッキン市 流通団地店・ラインガルテン

ラインガルテン
☎096
（388）
4129
営／ 9:00 〜19:00
住／東区戸島2-2-1

至陸上自衛隊

【新生活様式対応】マスク着用・手指の消毒・係員の誘導に協力ください

4月30日（土)までの入会で入会金3300円が無料

マナーや文学を短期で学ぶ、健康のためのダンス講座も充実！

同校には舞踊・ヨ

【申込み・問合せ】リビングカルチャーセンターはません校

☎０９６
（３７０）
１１１２

住所／熊本市南区田井島1-2-1
ゆめタウンはません 本館2階
受付／ 10:00 〜 19:30
（日曜〜 16:30、祝日は通常営業）
※感染症対策を実施 ※料金は税込

講座詳細は
HPへ

て︑ダンスを始めません

か？

ダンス講座が充実︒詳細

ガ・フラダンス・バレエ

はぜひＨＰをチェック！

春の入会金無料キャンペーン

⁝など多彩なジャンルの

日︵水︶
スタート︒声に

くり学ぶ短期講座は５月

11

すべての常設講座が対象で、４月
30日（土）までに新規入会すると、
通常3300円の入会金が無料に！
いつもよりお得にスタートできます
＊最低3カ月の受講が条件
＊短期講座は入会金無料

新しいことを始めたく

出して朗読︑髙原講師に

なる春︒いくつになって

も好奇心を持ち続けるこ

ビジネスで良好な人間関係を築くポイントは『ま
た会いたい』と思われること。魅力的なマナーを
教えてくれます。姿勢やお辞儀、印象に残る自己
紹介、来客対応など即役立つものばかり！

よ る 講 義 も 楽 し み で す︒

打楽器のリズムに
（吉永成美フラ・タヒチア 合わせて舞う、荘厳
ンダンススクール講師） で力強い踊りの古典
日時／第①②③水曜 フラ。基本のステッ
19:45 〜 20:45
プやハンドモーショ
受講料／ 4820 円
ンを丁寧に指導

魅力的なビジネスパーソ

日時／第①②③月曜
19:30 〜 20:30
受講料／ 5100 円

講師／田崎 広美

とは︑体にも心にも大切

（サルサダンサー）

ラテンの音楽に合
わせてストレッチや
コアトレーニング、ヨ
ガなどを融合したト
レーニングを！ 体を
すっきりリセット

な こ と︒﹁ リ ビ ン グ カ ル

講師／松村 梨代

日時／ 5/22・6/5
日曜 10:30 〜 12:30
受講料／ 7040 円（一括）

22

日・６

講師／出田 里美
（日本サービスマナー協会認定）

ンになるための短期講座

仕事を円滑にするための
マナーを身につけよう

は全２回︒５月

魅力的なビジネス所作を学ぶ

チャーセンターはません

短期
【5/22スタート】
全2回

月５日の予定です︒

神に捧げる神聖な古典フラを学べます

校﹂には︑大人の好奇心

心と体をケアしてコロナを乗り切ろう！

基礎から学べるフラ

を満たしてくれる講座が

心と体に効くダンスセラピー

常設 ［月3回］
講座

多彩なダンス講座

常設 ［月3回］
講座

講座内容
①漱石の生涯と「草枕」の舞台探求（峠の茶屋・小天）
②草枕の舞台（山道・画工）③草枕の舞台（峠の茶屋）
④草枕の舞台（那古井・那美・鏡が池）
⑤草枕の文学（人間と芸術性）
⑥草枕の人間模様（那美と元夫・憐れ）
、作品テーマ

健康づくりのため︑長

※浴衣もしくは着物を持参

4/27
（水）無料説明会あり

日時／水曜 16:00 〜 17:30
5/11・25、6/8・22、7/13・27
受講料／ 9900 円（一括）

く続けられる趣味とし

日時／第②④火曜
13:30 〜 15:00
受講料／月額 3520 円

講師／髙原 徹志

（くまもと漱石倶楽部会員・
元高等学校国語教師）

おすすめはカルチャー

講師／藤間 明扇

（日本舞踊師範）

「 お て も や ん 」を は じ め
地域に愛されてきた唄に
あ わ せ て 踊 る 民 謡 舞 踊。
約 50 曲 も の 指 導 が で き
る実力派講師が基本から
しっかり指導。無理なく
足腰を使うので健康づく
りにもぴったり！

「草枕」を朗読し、その舞台
と登場人物を読解します

たくさん揃います︒

熊本から全国の民謡舞踊まで美しい所作で
たのしく踊れます！

初心者でも気軽に参加で

［月2回］民謡舞踊講座

きる短期講座︒夏目漱石

常設
講座

短期 【5/11スタート】
全6回 夏目漱石の文学を味わう

検索←
の﹁草枕﹂の世界観をじっ

⬇下記の常設講座は「春の入会金無料キャンペーン」対象講座です

リビングカルチャー

﹁春の入会金無料キャンペーン﹂
好評開催中です！

リビングカルチャーセンターはません校

