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2022年9月10日

土曜日

初月会費や入会金が無料の限定キャンペーン！

初心者も安心の３大安心保証付き、手ぶらでテニスを始められます

12大特典４万7500円相当が1000円、運動不足解消＆ダイエットに！
初心者対象のＧＳファミリアテニススクール

■問合せ／ルーテル学院中学校
（中央区黒髪 3-12-16）

☎096
（343）
3246

●ルーテル学院中学校では、新
型コロナウイルス感 染 症 拡 大
防止対策を徹底して説明会の
開催を予定しております

●コロナウイルス感染症の拡大
や悪天候で、説明会の開催を中
止または変更する場合は、ホー
ムページで連絡いたします

いつも安 全・安 心 に
大 切な お 荷 物を 運 んで います

ドライブインシアター

DRIVE IN THEATER
トラックの日2022
上映内容：
「 SING ／シング ネクストステージ」

『ミニオンズ』
のイルミネーションが贈る極上のライブ体験、
開幕！
！
国内映画動員ランキング3週連続第１位！大ヒット
『SING／シング』の最新作！

開催日時：2022年１０月8日
（土）

１６：3０開場／１８：3０開始 ※予定

場：熊本港・特設 駐車場

（熊本県熊本市西区新港１丁目4-1）

(C) 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

料：無料（抽選で70台を無料ご招待）

トップページ
⬇
トピックス
⬇
「トラックの日」
PRイベント～を
ご覧ください

入 場
応募締切
２０２２年
結果発表：当選者には
（9月末頃）
（水）
Eメールにて通知いたします。 ９月２１日
応募についての詳細は、
（公社）
熊本県トラック協会のホームぺージをご覧ください。

詳しくは
HPを
ご覧ください

公益 社団法人 熊本県トラック協会
〒862-0901 熊本市東区東町4-6-2

ht tps://kuma- ta.com

TEL.096-369-3968
FAX.096-369-1194

﹁ドゥクラッセ﹂販売会

※希望者には校内見学・個別相談・寮見学を行います

入試日程や出願についての
注 意 事 項 や 奨 学 制 度 など、
入試、合格発表、入学までの
流れをお話します

や背筋を中心に刺激を与

（終了予定）

％のリピート

生活と経 済のライフライ
済のライフライン

会
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ルーテル学院 中学校 入試説明会

えるメニューで健康な体

Luther Junior High School

トラックは

くら し

ルーテルって
色んな活動が
あって、みんな
生き生きして
いるらしいよ

ルーテル学院中学校

づ く り︑ 運 動 不 足 解 消・

話も聞ける
みたいだよ！

俺が

先輩たちの

ルーテルのこと

！

出身の

教えるよ！

い！
ってみた

この日だけ

初心者のつまずき

10月9日はトラックの日

小学生の
はるとくん

ルーテル中

率！

小学生の
みくちゃん

ファミリアは初心者対象で始めやすい

9月7日（水）〜13日
（火）期間限定

※画像はイメージ

はるとくん
今度の土曜日
何してる？

ダイエットにも効果的な

代と年齢を重

つづきは↑

を減らす内容で︑運動し

代・

ね︑さらに輝く大人の女

性のファッションブラン

ド︑﹁ドゥクラッセ﹂の販

今すぐ着られる秋もの

売会が開催中︒

が︑期間限定のスペシャ

ルプライスで登場です︒

これまで蓄積した同年

代女性のボディデータか

ら仮生地を組み︑補正を

繰り返して作る独自の立

50

「DoCLASSE（ドゥクラッセ）」販売会

ルーテル中学校の

私 も行
完全予約制！

40

会場／本館6階 小催事場
時間／10:00〜19:00 ※金・土は19:30まで
問合せ／☎096（327）3615 婦人服事務所

説明会に
行くよ

ルーテル学院中学校に
興味がわいてきた！

体裁断︒だから﹁動きや

※画像はイメージ

□ キャンプ道具を購入するポイントは？
□ テントやイス、寝るときの道具のオス
スメはどういうの？

すい︑なのにいつもより

リビングくまもとWeb

検索 ←

細く見える！﹂と感じる

リビングくまもとWeb

服が実現︒ぜひ体感して︒

暑さも落ち着き︑絶好

のキャンプシーズンが到

来︒今年は家族や友人と

キャンプにチャレンジし

てみませんか？

先週号で紹介した〝キ

ャ ン プ 道 具 〟︒ 実 は ま だ

まだとっておきたちのア

イテムがあるんです︒ア

ウトドア初心者でも使い

やすい︑日常使いできる

ものも多数紹介中︒ぜひ

チェックしてみて！

☎ ０９６︵３５９︶３３１１

プロに聞いたキャンプ道具

買って損なし キャンプ道具 特集公開中

□ 防災グッズとしても役立つものは？

ヒップ周り

室内冷暖房完備で快適プレー

●八代店（ＭＡＸバリュ２階） ☎0965
（65）
5022

お腹周り

97

無料体験からスタート！
久々の運動で不安もあ
りましたが、自分のペ
ースで楽しくできるの
がいいです。これから
も 毎 週 通って 体 力UP
したいです
（藤江さん）

健康の為、親子でテニ
スを始め２年経ちまし
たが、病気にもならず
レッスンを楽しんでい
ます。テニスで免疫力
が上がった気がしま
す！（後藤さん親子）

レッスンプログラムに、ダイエッ
トに大切な「太い筋肉」を刺激する
プログラムを取り入れています！

ことが︑長く続く理由で

●戸島店（託麻交番近く・屋外）☎096
（214）2477

もも周り

たいけど続かない人も気

アディダスパートナーシップテニス
スクールとして、テニスを通じて親
睦やレベルアップをするイベントを、
年間約200回開催！

す︒過ごしやすくなるこ

☎096（272）
1595

また︑加齢とともに衰

☎096
（335）
7700

●植木店（鹿南中学南側）
住所／植木町後古閑101

２００人限定︑この機会

●長嶺店（日赤裏）
住所／長嶺南2-7-83

熊本・鹿児島で最大級︑ パ ッ ク が 登 場 し ま し た︒ 軽にトライできます︒

●浜線店（フーディワン近く）
住所／出仲間6-9-1
☎096
（334）
6266

４０００人の生徒数を誇

大きなボールや様々なツールを
使った楽しめる工夫がたくさん

運動経験や体力に合わせます

れからの季節︑シェイプ

ファミリアテニス 検索←
広々としたコートで、１面
最大８人の少人数制でプレ
イできます。レッスンの 様
子 ・ 対 策の詳 細はHPから

アップにぴったり︒

マスク着用︑手洗い
うがいを徹底

営業／午前

※税込

新生活様式対策を実施

時〜午後９

時︑月曜休

※店舗によっては時間が異なるので最寄りの店舗に問合せを
※テニスシューズ、ラケットも無料レンタル可

えやすい下半身の大腿四

クオカード1000円分プレゼント

各回定員4人、参加費無料、手ぶらで受講可能です
大人＝9:30 〜、
11:00〜、
18:40 〜、
20:00〜（各１時間） ジュニアも、幼稚園・小学生が
キッズ・ジュニア＝16:40〜、
17:40〜（各40分） 約1400人プレー中！

頭筋︑体幹に大切な腹筋

体験するだけでゲット！

段階的に無理なく取り

「リビングを見た」の申込で（〜 10/31）

をお見逃しなく︒

特典

るファミリアテニス︒ス

組める独自カリキュラム

【無料】はじめてテニス体験会（大人・子ども）

ポ ー ツ の 秋︑ テ ニ ス デ

で︑密にならず安心して

室内だから雨の心配なし
でスケジュール通り！

カウンセリングからスタート

10

ビューを応援する特別

参加できます︒丁寧にレ

入会者の ％は初めてラケットを握る人なので ︑体力や
レベルに合わせて段階的にレッスンを進めてもらえます

クチャーしてくれるか

12

80

無料のテニス体験会

内コートで練習環境も充

ら︑未経験でも楽しめた

12

は︑１回４人の少人数制

実︒換気も良く︑コロナ

と多くの参加者から好評

秋の 大特典がスタート︒体験
するだけでＱＵＯカードゲット！

大特典は︑４万７５００

対策を徹底し︑日焼けや

です︒参加するだけでも

受付がスタートした

円相当の内容が１０００

雨の心配もなく︑スケジ

・年間を通して薄いＴシャツで過ごせるほど空調
は万全。照明も県内随一の明るさで、夜も安心

円︒ 入 会 金 ほ か︑ 楽 し

・コートは全面高密度人工芝で膝や腰に優しい！

らえる１０００円分のク

コロナ対応施設で、快適テニス習慣！

ュール通りです︒

※ジュニアサイズは他メーカーの場合あり、写真はイメージ

オカードプレゼントも実

⑦アディダステニス
ソックス
⑧アディダスマスク
⑨ウィルソン振動止め
⑩ガット張り工賃
⑪オリジナルミニタオル
⑫NEW!
オリジナルＴシャツ

施中︒まずは問合せを︒

①入会金5500円が0円
②月会費初月分が0円
③ 錦 織 選 手 使 用ブラン
ドウィルソンラケット
④人気！ アディダス
テニスシューズ
⑤オリジナル
トートバッグ
⑥ウィルソンオーバー
グリップテープ

少人数制で︑初心
者にも丁寧に指導

※R4.10.31まで

いテニスライフに必要

1000円

なアイテムが一式揃い

4万7500円
相当がなんと！

ま す よ︒ 天 井 高 ７ ｍ︑

１０００㎡越えの広い室

テニスを始める
すべてが揃う
秋の 12 大特典

検索 ←

ファミリアテニス

