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5th Anniversary
カット（シャンプー・ブロー）
        ………………………¥4,000
グレーカラー（白髪を自然にリカバリー）
        ………………………¥5,000
プラチナカラー（美発色のファッションカラー）
        ………………………¥5,000
ヘナカラー（ハリ・艶・コシUP）
        ………………………¥5,500
フェミニンパーマ（ふんわり天使のカール）
        ………………………¥8,000～
縮毛矯正ストレート（うねるくせ毛に）
        …………………… ¥13,000
ヘッドスパ（気軽に頭皮ケア）
        ………………………¥1,500～

営業時間／10時～22時
「食事処 四季彩」
　　　　　11時～ L.O 20時 45分
柴田郡大河原町新寺字北185-11
Tel.0224-51-5110
定休日　毎月第3水曜日

　　　 営業時間／10時～19時
柴田郡大河原町新寺字北185-11

Tel.0224-51-5811
　　　 営業時間／11時～18時
柴田郡大河原町字広表34-37

Tel.0224-53-6211

本　店

広表店

おおがわら天然温泉いい湯 初湯 ・ ～とんとんの丘～もちぶた館  初売り  2018年1月3日（木）10時開店！2018年1月3日（木）10時開店！

初売り初 湯 ●先着プレゼント（お一人様1品限り・先着順）
先着1名様「もちぶたロースブロック1本」
先着15名様「もちぶたしゃぶしゃぶ詰合せ」
先着20名様「もちぶたロース厚切ソテー5枚入り」
先着20名様「もちぶた加工品セット」
※但し、1，000円の福袋1個以上お買上げのお客様に限ります
●先着300名様へ
　「もちぶた荒挽きウィンナー」無料進呈！
●先着300名様へ
　「とん汁」無料サービス！

広表店は1月4日（金）より営業開始します

今年も発売します！ とんとん福袋
大好評

限定販売
初湯限定特別チケットを昼用／夜用
各100組限定でお得に販売します!!
初湯限定特別チケットを昼用／夜用

お得

1／3　 4木 金 10:00
START!! 

●イベントその1
1/3㈭限定 入館料2割引き（17時以降通常料金）
大人800円→640円　小人400円→320円
●イベントその2
1/3㈭・4㈮ともに先着200名様へ粗品進呈
【名入りタオル】＋【紅白もち】
●イベントその3
1/3㈭・4㈮ともに終日甘酒無料サービス見積無

料

たたみ工房 ゆさ TEL 0223-23-5321
岩沼市吹上1-8-54

 ●
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畳 お任せ下さい！
信頼出来る地元の店

施工時の掃除、敷き込み後の畳の乾拭きは心配いりません。家具の移動もこちらで致しますのでお客様は立ち合うだけです。

（カードでのお支払いも可）
畳 5,000円～（税別） 襖 2,700円～（税別） 障子 2,000円～（税別）
ふすま・障子 承ります見積

施工時の掃除、敷き込み後の畳の乾拭きは心配いりません。家具の移動もこちらで致しますのでお客様は立ち合うだけです。

畳とセットで
お部屋をキレイに！

fm80.1MHZ

名取のコミュニティFM局

OA: 生放送　月～金　13：00～ 15：00
日替わりのパーソナリティによる「看板番組」。
お天気、交通情報、ゲストコーナー、エンタメ
情報など、生放送でお送りする 2時間です。
リクエストやメッセージも募集しています。

ラジオでつながるみんなの笑顔 ！

なとらじWIDE生放送

〒981 1224 宮城県名取市増田字柳田385 3
TEL.022 383 7801　FAX.022 393 4571

　  fm@natori801.jpコチラまで→
なとらじ801www.natori801.jp

コミュニティ FM局『なとらじ』は、
会員の皆様によって支えられ、運営
しているNPO 放送局です。

コミュニティ FM局『なとらじ』は、コミュニティ FM局『なとらじ』は、
会員募集

正
会
員

賛
助
会
員

総会での議決権を持ち、運営に参画してくださる方々
●入会資格………………個人・団体
●総会議決権……………権利有り

なとらじを「気持ち」と「資金面」で支えてくださる方々
●入会資格………………個人・団体
●総会議決権……………権利なし

入会金／￥20,000
年会費／￥  5,000

年会費／個人…1口￥3,000
　　　団体…1口￥5,000

特　集

第１弾 図書館へ行こう！
名取市図書館 12月19日（水） OPEN

教えて！新しい図書館の魅力
　名取駅から直結のデッキを歩くこと 1分。ガラ
ス張りの建物の 2階と 3階が図書館フロア。4階
が増田公民館となっています。明るく開放的な空間
に木の温もりが感じる図書館内には入口すぐにカ
フェがあり、雑誌コーナーと共に朝 7時半OPEN
とのこと。出勤、登校前の朝活には最高ですね。
　同フロアの奥には児童書やDVD鑑賞のスペー
ス、小さなお子さんのための「おはなしのへや」も
あります。3階には様々な分野の書籍が並び、「情
報発信コーナー」では、地域資料が閲覧できます。
　館内には数多くの閲覧スペースが設けられ、ゆっ
たりと読書が楽しめます。学生には学習室のスペー
スもあり、通学途中での利用も便利です。

＜新図書館の開館時間・休館日＞
開館時間：火～金曜日　　　　9:00～ 19:00
　　　　　土・日曜日、祝日　9:00～ 18:00
※カフェコーナーと新聞雑誌コーナーは7:30 から
始まります。本の貸出は不可。
休館日：月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）
　　　　毎月第4水曜日（館内整理のため）
　　　　年末年始（12/29～ 1/3）

＜利用者カード事前登録のご案内＞
新図書館オープン後にすぐ使えるように、オープン
前にカードを発行します。
期間：11／26 ㈪～ 12／ 16 ㈰ 9:00～ 16:00
場所：名取駅前北棟2階エントランスホール
対象：名取市に在住、または通勤・通学の方
　　　その他14市町村にお住まいの方
必要書類：氏名と住所が確認できる書類
※現在、利用者カードをお持ちの方はそのまま使え
ますので、登録の必要はありません。
問い合わせ：名取市図書館
☎022-382-5437　
URL／ https://lib.city.natori.miyagi.jp

次号へつづく…

～新しいコミュニティの場所に
　　　広がる新しいライフスタイル～

　仙台で人気のカフェが新図書館内
にOPENします。
　お気に入りの本を持ってカフェで
ゆったりと過ごす時間が今から楽し
みです。

カフェ モーツァルト

OPEN準備編

引っ越し
作業中

12／ 19㈬には
オープニングセレモニーや
同イベントを開催予定です。
詳細は隣の地域情報を
ご覧ください。

■ そば処 おさだ
☎0223-23-2958
岩沼市下野郷字新拓210
■営業時間／ 11:00 ～ 19:00
■年内は休まず営業中

   ・1パック一人前（タレ付）
　　　         …………550円
　3パックご予約の方
　えび天３本サービス！
　＜限定150パック＞

年越しそば早期ご予約受付中！

仙台空港●
セブン
イレブン
　　● 貞

山
堀

写真はイメージです

12/28
まで

フリードリンク＋フード 7品フリードリンク＋フード 7品

3,800円（税込）3,800円（税込）
洋食を中心にフ

ードもドリンク
も充実

JONBRAN 岩沼市土ケ崎 2-1-13-2F
TEL 0223-24-2315OPEN/18:30 ～

（不定休）

歓送迎会・各種パーティー・1次、2次、3次会など
予算ご相談承ります

フリードリンク＋フード 7品
パーティープラン

お食事をしながらゆっくりお酒が楽しめるお店

After

After

株式会社いこい住設 名取市飯野坂1-7-3  http://www.ikoi-jusetsu.co.jp
■営業時間／ 9:00 ～ 18:00　■定休日／日・祝日☎022-382-2717　　

住まいを守っている外壁は10年前後がリフォームの目安です。

今がタイミングです！
「外装リフォーム」

（日）/1612 会館見学&
お葬式相談会

家族葬ホール・一般葬ホール
一般葬ホール

家族葬ホール
名取市飯野坂字南沖 33-1
☎ 022-381-7227

イオンモール名取から車で 1分
＜近くて便利な葬祭ホール＞

X’mas
クリスマス

TV、新聞でも話題「終活」相談にたく
さんの人が来場されています。

自分で
作る

体
験

参加費無料です

作ったキャンドルはお持ち帰りOK!

仏壇・線香・ローソク・仏具が
60％OFF～10％OFF仏壇ギャラリー

キャラクター・キャンドル

10:00～ 12:00 　限定（先着 20名様）

60周年・歳末最終SALE

10:00~13:00

仏壇・線香・ローソク・仏具が

無 料

10:00～ 13:00 （なくなり次第終了）

X’mas 特別オードブル
試食会
料理長が腕をふるったおもてなし
料理を体験してください。

イメージ写真

コミュニティ・アイとは！！
仙南４エリア（岩沼・名取・柴田／大河原・亘理／山元）で月１回、
地域の魅力ある情報を各ご家庭にポスティングでお届けする
地域情報誌です。

たとえば…◎ウォーキングを兼ねてお好きな時間に…◎お子さまが学校へ行っている時間に…
◎お孫さんへのプレゼントを買ったり…◎旅行へ行くための積み立てをしたり…

（株）国井印刷　TEL.0223-22-2221

登録制（無料）なので、ご自身の都合に合わせてお仕事ができます。
報酬は各エリアによって異なりますので、直接ご確認下さい。

現在も幅広い世代の方が活躍中です！
好きな時間に！健康のために！ＷワークももちろんOK

シニア世
代も大歓迎！

地域密着型ポスティング情報誌

シシニニアアア世世世
代代代代もももももも大大大大大大大大歓歓歓歓迎！！コミュニティ・アイ

 ポスティングスタッフ募集!!

在も幅広い世代の方が活躍中です！

まずはお気軽に
お問い合わせ下さいニャモ。

このコーナーは地域で活躍されている方々を紹介するコーナーです。

　　 メーションなど様々な仕事に就きました。その中
で、クレーム対応やコミュニケーション能力、聞
く力、受け入れる力が養われていったそうです。
　震災の時、テレビが見れず情報が入らない不安
な時に、ラジオから流れる聴き慣れたパーソナリ
ティの声で発信される震災の様々な情報にとても
安心したそうです。その後、2015年、コミュニティ
放送局『エフエムなとり なとらじ801』のパーソ
ナリティとして活動を開始。最初は機械操作（ミ
キシング）をしながら話すことに苦戦し、間違え
て違う番組のオープニング曲を流してしまった事
もあったとか。今ではすっかり「なとらじの顔」
として取材に飛び廻る柿沼さん。この仕事をして
から新しい出会いはもちろん、懐かしい友人とま
た繋がったり、「いつも聴いてるよ」と声を掛けら
れたりするのが嬉しいそうです。
　震災の時に強く感じたラジオの力。コミュニティ
放送局ならではの市民の目線から細やかな情報を
発信していくことで、大好きな地元名取市に貢献
していけたらと願っているそうです。

　名取市生まれの柿沼さんは、父の転勤や自身の
進学などで一時は名取を離れていましたが、20代
の終わりからまた名取市に戻り現在に至ります。
　小さい頃から本を読むのが大好きで、どちらか
と言うと家に居るのが好きだった柿沼さんは、音
楽も好きでラジオを良く聴いていたそうです。
　報道関係の仕事をしていた父親の影響もあり、
学生時代にはジャーナリズムを学びました。その
後は、英語講師をしながら美術館や空港のインフォ
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「いつも聴いてるよ」
その声が私の原動力。

―エフエムなとり なとらじ801パーソナリティ　柿沼基子 様

　今回は名取市、青葉区、太白区、泉区から参加者が集
まり、総勢100名を超えるサークル「かんたんウクレレ
サークル」を紹介します。
　2017年にサークルが発足した時は11人でのスタートでした。現在は最年少が28
から85歳以上の方も多く、ご夫婦で仲良く参加されている方もいます。
　ウクレレは、６つのコードで弾けるので初心者でも簡単に楽しめます。ウクレレ

を通してボランティア活動にも参加しているとのこと。
　「東北の中で宮城県を一番元気にしたい！そして、健康
寿命ももっと長く！」と話す代表の横山夫妻。
　皆さんも是非一緒にやってみませんか？

かんたんウクレレサークル
サークル紹介 サークル会員募集中！

所：ゆりが丘公民館・イオンモール名取他
時間：第1、3火曜日　10:00 ～他
問い合わせ：080-2348-1950　横山

※隣面の地域情報に詳細募集記事あり

地 域情報
しょう。どなたでも参加できます。お子様連
れ大歓迎。当日は、香りで体調が悪くなるた
め柔軟剤や香水など香料の自粛にご協力をお
願いいたします。
日時：12／ 16 ㈰ 14:00 ～ 16:00
場所：名取市文化会館　会議室（1階）
参加：無料（予約制）　駐車場無料
問い合わせ：みやぎ化学物質過敏症の会～ぴゅあい～
☎022-702-7969（13:00 ～ 17:00）
E-mail：pyuai.miyagi@gmail.com

12月19日 ㈬ 名取市図書館 新館オープン！
新しく生まれ変わって名取駅前にいよいよ
オープンします。オープン当日は、さまざま
なイベントが行われます。来館された方には、
オープン記念品を差し上げます。
日時：12／ 19 ㈬
　　　オープニングセレモニー
　　　10:15　閖上太鼓
　　　10:30　開会宣言
　　　10:45　図書館オープン
　　　オープニングイベント
　　　11:00　キラキラさんのおはなし会
　　　11:30　館内ツアー①
　　　13:30　館内ツアー②
　　　14:00　ねむの木さんのおはなし会
　　　15:30　館内ツアー③
　　　17:30　館内ツアー④
「Let's 理科読」を開催します！
ガリレオ工房がやってきます！今年は新しい
図書館を記念して、スペシャルな内容の実験
や工作を行います。テーマ「ピカピカ・チカ
チカ～電気のしくみを理科読しよう～」お土
産もあり。
日時：12／ 22 ㈯　午前の部10:30 ～ 12:15
　　　　　　　　　　  午後の部13:30 ～ 15:15
場所：増田公民館ホール（図書館の上 4階）
参加：無料
問い合わせ：名取市図書館
休館日／月曜日
開館日／火～金曜日　　9:00 ～ 19:00
　　　　土・日・祝日　9:00 ～ 18:00
※カフェ・新聞雑誌コーナーのみ　7:30 ～
☎022-382-5437
URL ／ https://lib.city.natori.miyagi.jp

地域のふれあいの場です。物忘れが心配な方
や家族、認知症のことを知りたい方や、専門
職、地域の誰もが参加できます。気軽にお話
してみませんか。
日時：12／ 21 ㈮ 13:30 ～ 15:00
場所：みやぎ生協名取西店 2階集会室 
参加：100円　申込不要　出入り自由
問い合わせ：名取西地域包括支援センター　桃野
☎022-386-7225

市民活動のPRをフェイスブックで行いたい、
PCの使い方がよくわからない、団体のHPを
作成したいが誰か教えて欲しい。IT関係の専
門相談員がアドバイスします。

名取市図書館よりお知らせ

‘d’めりーカフェ

教えて！市民活動IT専門相談会

持ち物：上履き、軽食は用意しておりますが、
　　　　昼食を必要に応じてご用意下さい
年末だよ！まるごと大交流会
①卓球バレー
椅子に座って出来る、超簡単おもしろスポーツ
②上映会「家族はつらいよⅢ」
山田洋次監督のファミリーコメディ、3世代
暮らすすごく普通の家族の姿を通して見る者
の共感をあおり立てる一作です。
日時：12／ 26 ㈬ 
　　　①10:00 ～ 12:00 ②13:00 ～ 15:00
場所：名取市文化会館 小ホール
参加：無料
対象者：名取市内で被災された方
　　　　福島で被災され名取市在住の方
問い合わせ：名取市サポートセンターどっと.なとり（JOCA）
☎080-8204-6959　FAX 022-383-2079

東北出身の声楽家が角田に集結！素晴らしいソ
リストと仙台ニューフィルハーモニー管弦楽団
を迎えて、合唱団が歌います。第1ステージは
【オーケストラといっしょに歌おう子ども合唱
団】とともに「冬」のメドレー曲。第２ステー
ジはベートーヴェン第九を。
日時：12／16 ㈰ 開演14:30（開場 14:00）
場所：かくだ田園ホール(角田市角田字牛舘10)
入場料：前売り2,000円 当日2,500円(全席指定)
チケット取扱：角田市市民センター、いとや
問い合わせ：角田：ベートーヴェン第九
　　　　　　「喜びのうた」を歌おう会 
☎090-2980-2073　立花
ｃ

サークル有志たちによる♪名曲アラカルト･コンサート
「ホール・ニュー・ワールド（A.メンケン）」「G
線上のアリア（J.S.バッハ）」「戦場のメリークリ
スマス（坂本龍一）」「リベルタンゴ（ピアソラ）」
他。ピアノが大好きな仲間達のコンサートです！
お菓子とお茶を召し上がって頂きながら…私達
と一緒にピアノを楽しみませんか？
日時：12／ 16 ㈰ 14:00開演（13:30開場）
場所：名取市文化会館 小ホール 
参加：入場無料
発表会
日時：2019．5 ／ 26 ㈰ 13:00開演（12：30
開場）
場所：名取市文化会館 中ホール 
参加：入場無料
レッスン：月2回（土・日）90分のグループレッスン
問い合わせ：名取ピアノサークル♪ぴあるて♪
☎022-241-6350（月～金）
ｃ

ナチュラルクリーニングとは、自然由来の安
心素材を使ったお洗濯方法です。化学物質
を使わない生活法の1つで、合成洗剤や柔軟
剤の香害で体調が悪くなる問題や、川や海も
守る自然派のお洗濯をしませんか。お洗濯の
専門家よりナチュラルクリーニングについて
教えて頂き、キレイにして年末を乗り越えま

第27回 角田ベートーヴェン第九公演

名取ピアノサークル♪ぴあるて♪
X'masコンサート

平成30年度名取市生涯学習グループ自主企画講座
第2回環境講座 ナチュラルクリーニング講座

日時：12／ 27 ㈭
　　　①13:30 ～ 14:30
　　　②14:45 ～ 15:45
　　　③16:00 ～ 17:00
場所：名取市市民活動支援センター
対象：名取市にお住まい、または名取市内で
　　　市民活動をしたい、既にしている方
参加：無料
申込：団体名、お名前、参加人数、住所、氏名、電話
　　　  番号、相談したい内容、希望時間をFAX、メール、
　　　  電話でお申し込み下さい。
問い合わせ：名取市市民活動支援センター
☎022-382-0829　FAX 022-382-0841
月～土（火は除く）9:30 ～ 21:00
日・祝　9:30 ～ 17:00
E-mail ／ npo@natori-npocenter.or.jp

赤ちゃんと一緒に体を動かしたい、もとの体
型を取り戻したい、リラックスしたい。そん
なママにおすすめの教室が誕生！件名にママ
ベビーにこフィット申込み、本文に保護者氏名、
お子様氏名、お子様生年月日、連絡先、その
他（質問等）を下記までメールして下さい。
日時：1／ 10 ㈭・2／ 14 ㈭・3／ 7 ㈭
　　　10:00 ～ 11:30
場所：名取市文化会館 和室
対象：生後2か月～ 1歳 親子　各回定員20組
参加：1回800円（保険料込）
問い合わせ：総合型地域スポーツクラブ（一社）ボディジャンプ
☎090-1377-5194
E-mail ／ lesson@body-jump.com
ｃ

たった6つのコードでジャカジャカ歌っちゃ
えば簡単。唱歌・唱和の歌・演歌・ハワイア
ン…一緒に歌って心を元気に！地域のコミュ
ニティ作りに！皆が初心者、楽譜が読めなく
てもOK。年齢不問。
場所・日時：
ゆりが丘公民館　  第1・3火曜日　10:00 ～
　〃　　　〃　 　   第1・3水曜日　10:00 ～

ママベビーにこフィット

ウクレレ始めませんか！！
超初心者募集中！

イオンモール名取　  第1・3金曜日　18:30～
田子・高砂市民センター　第2・4火曜日　10:00～
柳生市民センター　第2・4水曜日　14:00～
泉区中央市民センター　第1・3木曜日　13:00～
参加：1回90分、月1,000 ～ 2,300円
　　　ウクレレ、チューナー持参
問い合わせ：かんたんウクレレサークル
☎080-2348-1950　横山

ひとりで悩んでいませんか？起業したい、子育
てしながら働きたい、家事のことを相談したい
等々女性活躍や男女共同参画の悩みのご相談
を受付けます。匿名でも構いません。秘密厳守。
日時：開催中～31.1／ 31 ㈭ 9:30～ 17:00
場所：（特非）仙台傾聴の会
　　　名取市大手町5-6-1　
　　　名取市市民活動支援センター内
参加：相談は無料です（電話代はご負担下さい）
窓口☎：070-2025-8947
問い合わせ：NPO法人仙台傾聴の会
☎070-2025-8200

イルミネーション「コダナリエ」も今回で7
回目を迎えます。色とりどりの光に埋もれて
笑顔になって頂けたら幸いです。
日時：12／ 9 ㈰～ H31.1 ／ 12 ㈯
　　　17:00 ～ 21:00（4時間）
　　　初日16:30 ～オープニングセレモニー
場所：小平農村公園内（山元町小平字舘18-1）
問い合わせ：実行委員長　山上
　　　　　　（山元町小平字舘40）
☎070-2020-5701
E-mail ／ yamakami@oregano.ocn.ne.jp
Facebook ／コダナリエ
ｃ

今や健康の脅威の代名詞ともなっている「が
ん」。多くの患者さんや家族に寄り添って治療
や緩和ケアに尽力してこられた医師から、老い
や病気と向き合い、自分らしく生きることにつ
いて学びます。一緒に考えてみませんか。
講師：高橋通規 氏
　　　（国立病院機構 仙台医療センター 緩和ケア内科医長）
日時：12／ 13 ㈭ 13:30 ～ 16:00
場所：名取市文化会館 3階小ホール
対象：脳の活性化と心身の健康増進に関心が
　　　ある成人の方
参加：無料　申込不要　当日参加OK　定員100名
問い合わせ：脳キラッとなとり　総務 浅川
☎022-386-1374
ｃ

名取げんきっ子商店街2018
子ども達が希望を持って成長できるお仕事体
験。カフェ、おもちゃ屋さん、お花屋さん、
だがしやさん、アクセサリーショップ等々。
クリスマスの商店街は大にぎわい？！詳細は
お問い合わせください。要申込み。
日時：12／ 16 ㈰ 10:00 ～ 14:00
場所：閖上小中学校（体育館または武道館）
参加対象：市内在住の被災世帯の未就学児・小中学
　　　　　　生及び保護者、福島から避難生活を送って
　　　　　　いる未就学児・小　中学生及び保護者
参加費：参加者1名につき300円（材料費と保険料）

「女性活躍促進相談窓口」開設

「2018 コダナリエ」開催のご案内

脳と心の健康セミナー
～自分らしく生きるために～

名取市サポートセンター
どっと.なとり（JOCA）イベント

【掲載希望はこちら】（岩沼版担当スタッフ）
T E L：080-7963-8017
E-mail：kunii.iwanuma@softbank.ne.jp

※地域情報は営利を目的としない無
料の情報掲載コーナーです。内容等に
より掲載できない場合もございます。
次号分は12月20日まで受付
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「インターネットサイマルラジオ」放送中！
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岩沼警察署からのお願い
「タイヤ交換は済みましたか？」
雪が降り、路面が凍る季節です。
滑走事故防止3原則を実践しましょう！
 １ 急ブレーキをかけない （車間距離をとりましょう！）
 ２ 急ハンドルを切らない（慌てずに運転しましょう！）
 ３ 急加速しない（余裕を持った運転をしましょう！）
「みんなで協力して、名取市・岩沼市から
  交通事故をなくしましょう!」

 

ハンドメイドサロン Eve Claire ～イヴ クレール～ 
美田園駅徒歩3分
♢詳しい場所はお申し込み時にお伝えします
■駐車場あり
■E-mail ／ eve.claire9225@gmail.com
　LINE ／@jmt5167a
　web／ http://reserv.jp/eveclaire/

N E W  O P E N
　今年9月に美田園駅すぐそばにオープンしま
した。現在は20コースのレッスンを行ってい
るハンドメイドサロンです。
　全てのメニューに認定講師が付き、初めて
の方にもわかりやすくサポートします。
　サロンには、キッズスペースもあり、お子
様連れも歓迎とのこと。お気軽にお問い合わ
せください。

サークル紹介
【かんたんウクレレサークル】

シリーズひと
【エフエムなとり なとらじ801
パーソナリティ 柿沼基子 様

NEW OPEN
【ハンドメイドサロン Eve Claire】

地域情報地域情報地域情報
なか
面は求人コーナー「コネクト」

【今月の顔】
ゆずちゃん
3歳になりました♡大崎八幡宮にて

12 2018
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赤が
よく似合う
ニャモね～！ 年末年始は地元酒屋さんの

おすすめのお酒で乾杯！
なか面今月のプレゼント

【山景の宿 流辿 平日ペア宿泊券】

地域密着型ポスティング情報誌 vol.29
毎月10日発行／岩沼版14,600部 柴田･大河原版15,800部 亘理･山元版10,300部 2018年12月8日発行
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■FAX：0223-29-2858　■E-mail：com-i@kunii-print.com　■URL：www.kunii-print.com/

意味：寒さの非常に厳しいこと。
用例：宮城はこれから冬本番で寒気凛冽身の引き締まる思いです。

今月の
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なか面（4エリア共通）

求人情報
その他読者プレゼントコーナー等

コーナー
あります！

なか面は４エリア共通誌面64,900部!
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