2022年9月10日

土曜日

＜4＞

見て、聞いて、自分の住む場所を想像する…、
「震災遺構周遊モニターツアー2022」 「くまもと再発見の旅」＆「LOOK UP くまもと」
のＷ助成！ ９月30日宿泊まで

（一社）みなみあそ観光局

【 選べる食事どころ 】

市内中心部ホテルに泊

まれるグルメプラン︒﹁く

まもと再発見の旅﹂の延

長に加え︑﹁ＬＯＯＫ Ｕ

Ｐくまもと﹂適用でもっ

とお得に︵さらに２００

０円分の地域限定クーポ

ン付与︶︒夕食は和洋中・

焼肉と幅広いジャンルの

読者限定 特典

お店からチョイス︒街な

かで食通にも定評があ

【問合せ】☎0967
（67）2222 住／阿蘇郡南阿蘇村久石2807

ツアー詳細・申込
はコチラから！

り︑どれも間違いなし！

崩落した旧阿蘇大橋の橋桁

【日程】10/30
（日）までの土日・祝日 【参加費】無料（アンケート必須）
【時間】10:00〜12:30（受付 9:45）
／13:30〜16:30（受付13:15）
【行程】※受付・発着場所は「道の駅あそ望の郷くぎの」
①数鹿流（すがる）崩之碑展望所 ②旧東海大学阿蘇キャンパス
③南阿蘇村 震災伝承館轍（旧長陽西部小）

早めに申し込みを︒

熊本地震から６年︒甚

大な被害を受けた南阿蘇

村では︑震災遺構や新阿

蘇大橋を周遊するモニタ

ー ツ ア ー を 開 催 中 で す︒

ツアーにはガイドが同

行︑震災前や震災直後の

様子︑そこから得た教訓

を伝えてくれます︒

参加費は無料︒参加希

望日の２日前の正午まで

に申込を︒いつどこで起

き る か 分 か ら な い 震 災︑

自分の身を守るためにも

学びませんか？

参加無料！ バスで巡る「震災遺構周遊モニターツアー 2022」

旅行企画・実施／ TKUヒューマン
全国旅行業協会会員
熊本県知事登録旅行業
第２ ２
- ３２号

ツアーには震災・防災ガイドが同行

各行程定員20人！ 今だから分かる震災の恐ろしさ 街なか人気店5000円相当の食事付き宿泊プラン
洋食 ❶びすとろルポ
❷ボンジュール
和食 ❸未ら来る
❹肥後の陣屋 ❺佳昇
中華 ❻RIN SYAN
焼肉 ❼上田屋
＊❶❷❹❺は1ドリンク付、❸
❻は飲み放題付、❼はドリンク
2杯付
※画像はRIN SYAN夕食プラン（イメージ）
＊部屋タイプ
（２人１室）: 熊本ホテルキャッスルと熊本東急REIホテル
（ツイン）
、ダイワロイネットホテル熊本とKOKO HOTEL Premier
熊本
（ダブル）
、GRホテル
（シングル２室）
・１人あたりの金額、税込

A 熊本ホテルキャッスル又はダイワロイネットホテル熊本（１人１室＋2000円） B GRホテル（銀座通or水道町）又は
又はKOKO HOTEL Premier熊本（１人１室＋5000円）

「リビングを見た」で
予約すると

WEB申込

入浴剤プレゼント！

（１人１室＋1000円）
熊本東急REIホテル
宿泊日
通常料金 実質支払額
1万1800円 3800円
日〜金
土・祝前日・9/23 1万2800円 4800円

宿泊日
通常料金 実質支払額
1万3900円 5900円
日〜金
土・祝前日・9/23 1万6500円 8500円

R4.9.30宿泊分の申込まで

【行程】1日目:各自＝夕食＝宿泊、2日目:ホテル＝各自 ※自宅〜ホテル〜食事どころの移動は各自負
【条件】
担 ＊添乗員同行なし、最少催行人員2人、食事/夕1回（ダイワロイネットホテルのみ朝食付）
☎096（359）
3488 tour@tkuhuman.co.jp ワクチン３回接種済証等or検査結果通知書の提示、普段から一緒にいる人が対象 ＊熊本県観光助
住所／北区徳王1-6-52 TKUぷらざ２階
成金「くまもと再発見の旅」5000円、熊本市観光助成金
「LOOK UP くまもと」3000円を適用

太陽光 を設置するなら、今がチャンスです！

「完熟みかんの濃厚な甘さをギュッと閉じ込めました」

大人気の濃蜜冷凍みかんを特別価格で！ 施工実績1万件超！太陽光なら
「鈴木電設」
太陽光発電システム・電気工事・設備工事

☎ 0964
（53）9846

住／南区城南町今吉野1295
営／ 9:00 〜 18:00、日祝休

1万回再生
も！耳より
情報を動
画配信中

LINEで
見積相談
できます！

10600

↑コチラからも
注文できます

熊本市西区春日7-38-1-2F
とっぺん市場「リビング熊本2292」係

FAX、ハガキでの申し込みの場合、名前（ふりがな）
・電話番
号・〒住所・生年月日・「濃蜜冷凍みかん」・袋数・「リビン
グ熊本2292係」を明記し、上記あて先まで申し込みを
※個人情報は本人の同意なしに第三者へ提供されません

10400
10200

2021 年度の
電気料金

2016 年度の
電気料金

10000

1万868 円

9874 円

9800
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ここ5 年で月 900 円以上増

9400
9200
2016年度

2017年度

2018年度
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2020年度

2021年度

※e-Stat）
＜用途分類＞1世帯当たり1か月間の収入と支出より編集

ふまえた最適プランの提

案︑電気自動車を使った

ガソリン代節約と災害対

策︑保障のことなど︑何

1万638円 1万620 円

壊れた太陽光パネルの

1万733円

でも教えてくれますよ︒

撤去・処分もお願いでき

1万705円

10800

なたの家も︑太陽光発電

ます︒破損・建て替えな

11000

電気料金︑気付けばど

す ね ＝ 下 図︒ と は い え︑ きたのかもしれません︒

どで﹁捨てたいけど引き

「一般的な戸建て住宅の平均は4.5kW前後ですが、これは、
ご家庭によっては4人家族の年間消費電力をギリギリ賄えるか
な？というライン。屋根の形状や日当たりの条件、ライフスタ
イルにもよりますが、おおよそ5ｋＷあれば安心です」

システムを検討する時が

﹁鈴木電設﹂は︑九州で

太陽光発電パネルの設置を検討していますが

Q どのくらいのサイズを設置したらいいでしょうか？

んどん値上がりしていま

家 族 が 多 い・ 家 電 が 多

※無くなり次第終了 R4.9.7〜9.17まで

取ってもらえない﹂とい

特別価格＆送料無料

〒860-0047

の太陽光発電システム施

「リビング熊本2292」
で

「濃蜜冷凍みかん」を注文すると

（24時間受付）

工実績がなんと１万件以

D 0120・932・169

教えて！ 鈴木社長【vol.2】

【負担増加中】2人以上の世帯の電気料金（1カ月平均）

受付
（9:00 〜 20:00、日祝休）

い・リモートワークで在

1 0120・932・111

宅時間が増えたなどの理

【申込みは電話・FAX・ハガキのみの受付です】

読者限定 特典

てください︒

そのまま冷凍だからまさに
自然のデザート！ お子さ
んのアイス代わりにも◎

■返品・交換／商品到着後3日以内に連絡を
（送料購入者負担）
■発送／注文確認後５日〜1週間前後

上︒面倒な補助金のこと︑ う人︑気軽に相談してみ

みかん〝そのまま〟なの

ールも密かな人気です︒

で︑もちろん無添加︒冷

凍だから長期保存できて

※税込、1袋約500ｇ
（20 〜 30カット）入り

※贈答用の場合振込みのみ（手数料別途200円要）

屋根の形状や日照時間を

﹁濃蜜みかん﹂をくし型に

れる冷凍みかんにしまし

度の甘み

カットし︑手軽に食べら

た︒平均糖度

便利︒シャリシャリの食

れた完熟〝もぎたて〟の甘

感とギュッと閉じ込めら

今なら読者限定で特別

さがクセになりますよ︒

価格＆送料無料︒自宅用

-

や贈り物に ぜひ︒

「濃蜜冷凍みかん」申し込み・購入方法
通常価格3980円→リビング読者限定 2980円
（３袋）
■送料／無料（冷凍便）
※離島
（北海道・沖縄含む）
の場合は別途。詳しくは問い合わせを
■支払い方法／代金引換（手数料別途330円要）

由で︑節約するのも難し

「寒暖差で体調を崩していませんか？
お日様の光は健康維持にも良いですよ」

検索←

いご時世です︒ついにあ

皮をむいてその
まま食べられる！

暑さが続くこの季節に

が凝縮された小玉サイズ

りにしてもよし︑ヨーグ

は︑まだまだ冷たいデザ

そんな人にオススメなの

ー ト が 欲 し く な る も の︒ のみを使用︒アイス代わ

と︑色んな味わい方がで

ルトに混ぜて食べたり

きます︒氷の代わりに冷

田崎市場内にある﹁と

っぺん市場﹂では︑毎年

凍みかんを入れたハイボ

が︑この冷凍みかん︒

冬に人気の商品︑熊本産

12

鈴木電設（株）鈴木電設

﹁今月も高い⁝﹂
電気代の悩みを解消
設置から処分まで自社一貫対応

とっぺん市場

お得!!
見積を依頼すると

QUOカード
1000円分プレゼント！
R4.10.15まで

※後日受け渡し

