コミュニティ・アイのお問い合わせは…

〒989-2434 岩沼市藤浪１丁目４-35「各コーナー係」 ■TEL：0223-22-2221
■FAX：0223-29-2858 ■E-mail：com-i@kunii-print.com ■URL：www.kunii-print.com/
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ー 85歳まで加入できます ー

株式会社 Mode Collection

サークル紹介

【フォークソング スキャット】

コミュレポ

【任意団体 ここほっとネット岩沼】

NEW OPEN

講師：代表取締役 吉田 奈美子 様
平成 31 年

【今月の顔】
成人おめでとう！
仲良し3人組。夢に向かって
羽ばたいてね。

今月の

四字熟語

特集「春の新生活応援特集」
求人コーナー「コネクト」
今月のプレゼント
【USB超音波加湿器】

精神一到

コミュニティ・アイ設置店

意味：精神を一つのことに集中して努力すれば、どんなこと
でも成功する。
用例：精神一到すればあらゆる困難も打ち負かすことが出来る。

家事に追われる毎日。リフォムスキッチンでもっとラクしませんか？

あんしん・ていねい・わかりやすい
岩沼の弁護士がアドバイス
を大切にしています

【相談料】震災特例法の成立により、2011年３月11日当時、
宮城県内に住居や営業所等があった方（法人を除く）であれ
ば、資力に関係なくどなたでも、法テラスから相談料の援助
を受けることができます。
（法テラスへの償還も不要です。）

お正月も終わりホッと一息！

女子会
限定

調理と片付けの不自由をまとめて解消。
今なら
対象設備採用で

キャッシュバック
キャンペーン中

お客様の「困りごと」を、
新しい使いやすさに。
リフォームにぴったりのキッチン。

（先着順）

0223-36-9324
株式会社武藤工務店 TELFAX
0223-36-9354

〒 989-2432 岩沼市中央 1 丁目 2-13

サークル紹介

http://www.mk-mutoh.co.jp/

4,000円

コース（税別）

麺酒場

下記項目すべて込みの

安心価格 です

商 品 代 ＋ 工 事 費 ＋諸経費・消費税＋保証書

Panasonic
全自動おそうじトイレ
アラウーノSⅡ
特別価格（定価¥206,000

家事
を

応援

税別）

¥155,000 （税込）
※写真はイメージです

※但し、手洗いは付いておりません

髙ちゃん

5/24(金)16:30
宮城県立がんセンターにて
ロビーコンサートが決まってる
ニャモ!

暮らしと「水」のコーディネーター

もりきゅうリフォーム

有限会社 森 久 設備

美味しい食事にコーヒー、採れたての野菜、
ハンドメイド品などがひつじ村に並びます。ドッ
グラン会員登録行います。
【市イベント】たき火で焼こう！（焼く物各自持
参）
、くんせいを作ろう♪（食材は各自持参）
日時：2 ／ 17 ㈰ 10:00 〜 15:00
（毎月第3日曜日に開催）
場所：いわぬまひつじ村（岩沼市押分須加原）
参加：どなたでも 小雨決行 荒天中止 P有

長谷川先生の「笑う時は前歯を6本から10本出して笑いましょう〜」
「嫌なことがあっても柳に風よ〜」の声に会場は笑いに包まれました。
ここほっとネットの活動は、震災後、コミュニティの場を提供することから始まりました。2015年
2月に初めて「生け花サロン」を開催。その後、口コミで参加者が広がり、
「参加してもらうことで顔
見知りを繋げていく」を合言葉に活動を続けてきました。
2017年1月に現在の「ここほっとネット」となり、年齢、性別に関係なくみんなで参加できるイベン
トを企画。健聴者と交流できることや手話をひろめることを目的として 手話通訳 も取り入れてい
ます。中でも人気のお料理イベントには、孤食を防ぐという目的もあり、みんな
で食を共にすることの大切さを提唱しています。どなたでも参加できます。
興味のある方は是非お問合せ下さい。

左 長谷川早苗先生

をむかえませんか！
？

TOTOリモデルクラブ

き
ひい
3／
16 ㈯・17 ㈰ 10:00 〜 16:00 フェア

ECO

開催

場所：TOTO 仙台ショールームにて
（泉区八乙女）

入場：招待状差し上げます（事前にお問い合わせください）

当日は大特価でご提供します。 地元密着
39 年

ホームページにて施工事例
たくさん掲載中！

以上

水もれなどお困りのときは迷わず

もりきゅうリフォーム 検索

PC・スマホより
web をご覧下さい

0223-22-0450

URL ／ www.mori9reform.com

パーティープラン
フリードリンク＋フード 7 品

3,800

円（税込）

も充実
もドリンク

にフード

洋食を中心

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

お食事をしながらゆっくりお酒が楽しめるお店

TEL 0223-24-2315

〜
岩沼市土ケ崎 2-1-13-2F
JONBRAN OPEN/18:30
（不定休）

もりきゅうリフォーム
代表取締役 森 俊久

●岩沼警察署

125
4

●岩沼消防署
吉野家
●

岩沼教室

第14回なかま交流プラス
いわぬま市民交流プラザに行ってみよう！

①雅遊（篠笛）②ドリームプロジェクト（コア
パワーヨガ）③ウインドアンサンブルブレー
メン（吹奏楽）④岩沼市太極拳協会（太極拳）
⑤すずの会（声楽・オペラ）その他全館イベ
ント、こども食堂（豚汁※なくなり次第終了）、
お茶席（9:30 〜事務室にて先着50名にお菓
子付整理券配布）、囲碁、折り紙、岩沼手づ
くり村他。
日時：2 ／ 20 ㈬ 10:00 〜 12:00
場所：いわぬま市民交流プラザ
参加：無料 どなたでも参加できます
問い合わせ：岩沼市市民活動サポートセンター
☎0223-35-7205

制作体験ラリー

エコキーホルダー、簡単！和紙万華鏡、押し
花マグネットの3点制作体験。しわくちゃの
千円札をピン札に変えるミニ講習約10分間。

岩沼市館下 2-1-23

（市民交流プラザ近く）
TEL 090-8256-0543

エフエムいわぬま
エフエムいわぬま

ローソン
岩沼駅

開催時間

10:00 〜 16:00

桃花林

結露!

こんな住まいの
お悩みありませんか？

寒い!

中1・2 5教科20,000円（諸費別）
受験学年 5教科22,000円（諸費別）
★週3回5教科受講で劇的に成績UP!
★体験授業大歓迎！

TEL 0223-25-1252
エアロシティ 104
みやぎ進学会

URL ／ https://www.miyagi-shingakukai.com/

受付時間：16：00 〜 21：00

【お問い合せ・お申し込み】

★一休友の会 会員募集中！！

TEL 0223-22-1930

・入会金 1 万円で永久会員
・会員割引きが受けられます

きくすいえん

名取市堀内字北竹153-1

少額積み立て型商品券です

参加：申込み締切 3/7㈭
問い合わせ：コール・あぶくま
☎0223-22-5676（嶋貫）
☎0223-22-4220（佐藤）

岩沼市立岩沼小学校金管バンド
スマイルコンサート

演奏予定曲♪Land of make believe♪君の
瞳に恋してる♪美しき生命♪ジュピター 他
日時：2 ／ 24 ㈰ 13:30開場 14:00開演
場所：岩沼市民会館 大ホール
入場無料 全席自由
問い合わせ：岩沼市立岩沼小学校 金管バンド担当
☎0223-22-2145

第8回武隈の里ひな人形まつり

岩沼市内中心商店街や公共施設など、市内
65か所につるし雛や折り紙で作成したつるし
飾りを展示します。期間中各種イベントあり。
日時：3 ／ 1 ㈮〜 3 ／ 30 ㈯
10:00 〜 16:00
オープニングセレモニー 3 ／ 2 ㈯
（岩沼土地開発前にて 入場無料）
場所：猪股時計店ほか市内商店等
参加：見学自由（特別イベントは有料あり）
問い合わせ：岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット
☎0223-21-1106 及川

岩沼市医師会市民公開講座
子宮がんにならないために

東日本大震災から8年を迎える3月11日㈪に、
市民会館で行われる追悼式の模様を生中継す
る特別番組を放送します。会場に足を運べな
い方は、ぜひFMラジオの周波数を77.9MHz
に合わせてお聴きください。
日時：3 ／ 11 ㈪ 14:30 〜放送
問い合わせ：エフエムいわぬま
☎0223-23-5080

COLORFUL

カラフル

個性あふれる作家たちが集まる販売＆体感型
イベントです。ハンドメイド布小物、ビーズア
クセサリー、リラクゼーション、移動式コー
ヒー、よつばbakery他。
日時：3 ／ 12 ㈫ 10:00 〜 15:00
場所：岩沼市たけくま集会所
問い合わせ：よつばbakery
☎090-7065-0428

えこうじマルシェ

年に一度のお楽しみ♪☆手作り雑貨、アクセ
サリー、フードの販売他、今回はワークショッ
プもたくさん出店します。そして目玉は東京
浅草たいこ茶屋様によるまぐろの解体ショー
（11:30 〜）
。
無料提供も行います。
えこうじホー
ムページをチェック！「恵洪寺」で検索。
日時：3 ／ 20 ㈬ 11:00 〜 16:00
場所：恵洪寺（えこうじ）
岩沼市押分字南谷地238
問い合わせ：恵洪寺
☎0223-22-3468

ヨーガサークル・パドマ無料体験受付中！

カラダが固くても大丈夫！初心者向けのやさ
しいレッスンです。深い呼吸でココロとカラダ
をリラックス。まずは体験にいらして下さい。
日時：金曜日 13:30 〜 15:00

NEW

ほとんどの子宮頸がんは人パピローマビール
スが原因で、これに感染しているかどうかを
早期に発見することが大切です。講演では、
新しい検診、ワクチンや早期の手術について
解説します。
日時：3 ／ 2 ㈯ 13:30 〜 14:30（開場13:00）
場所：スズキ記念病院 大ホール
岩沼市里の杜3-5-5
参加：入場無料 予約不要
講師：スズキ記念病院 院長 田中耕平先生
問い合わせ：岩沼市医師会
☎0223-24-4166

OPEN

インプラス

リシェント

伊藤建設株式会社

岩沼航空少年団 団員募集
活動内容は航空に関する施設 見学、規律訓
練（集団行動）、合宿訓練（１泊２日 夏実施）、
スポーツ観戦・もちつき等のレクリエーション
（活動日 原則月１回）、セスナ機体験搭乗。体
験参加も随時受付中。入団費用その他詳細は
下記までお問い合わせください。
入団資格：団員→岩沼市内または近郊にお住
まいの小学１年生以上の方
幹部団員→大学生以上の方
問い合わせ：事務局 齋
☎090-5358-9779

認知症介護家族への情報配信サービス
つながメールに登録しませんか？

2月スタートの「つながメールは」毎月1回（月
末）に、岩沼市内の家族のつどいや介護教室
の情報、認知症に関するコラム等を配信する
サービスです。認知症介護家族が介護仲間や
支援者とつながるきっかけになることを目指
してスタートします。下記アドレスに空メー
ルを送り、確認メールが届いたら、そのまま
返信で登録完了メールが届きます。
宛先：iwakaigo2-entry@my.e-msg.jp
問い合わせ：岩沼市介護福祉課
☎0223-24-3016
ご不明な点はeメッセージサポート窓口
☎0120-47-3712（平日9:00 〜 17:00）

昨年12月に岩沼市早股にオープンしまし
た。普段使いのものからウェディングジュエ
リーまで取り扱っています。
作品の展示もあります。ビーズのことなら
何でもお気軽にお問い合わせください。

ビーズジュエリー

〜シャン・ド・フルール〜

岩沼市早股字西砂押39-3
☎090-2956-9057
■営業時間／ 10:30 〜 16:00(臨時休業有り)
■定休日／日、水、木曜日 ■駐車場／有り
■mail ／ beadskoubou.kei@gmail.com
■Blog ／ http://ameblo.jp/keadskoubou-kei
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●岩沼はるかぜ
保育園

●ダイシン
●
ヨークベニマル岩沼店

デイサービス ばあちゃん学校
エフエムいわぬま

生活相談員

ご来場予約

いただいた方に

1,000円分のクオカード

プレゼント！

本社向かいの
リフォームショップへお越しください。

馬場田

※不定期のご利用（隔週など）や午前・午後のみのご利用も可能です。
◎少人数でのんびり！
◎料理自慢の主婦によるお昼ご飯！
◎併設の鍼灸マッサージは無料！

管理者

小坂

☎0223-35-6574

< 昼食例 >
親子丼、けんちん汁、ポテト
サラダ、きゅうりとかまぼこ
の酢の物、焼きリンゴ

４

●

岩沼市藤浪一丁目3-49
■営 業 日／月曜日〜金曜日
■営業時間／午前8時半〜午後5時半

小島病院

●

市役所
●

平禄寿し
アオキ●
出光●

苺 フェア開催中！

（期間限定）

●苺パフェ
●苺とバナナのスムージ
●苺のホットケーキ

冬のあったかリフォーム

検索

対象商品を使用したリフォーム工事で、
素敵な商品（家電、温泉宿泊券など）が抽選で当たります！
この機会にぜひご相談ください！

岩 沼 市 桜 五 丁 目 ３ 番59号 TEL 0120-915-700
今すぐアクセス !! 伊藤建設 岩沼
http://www.itokensetu.co.jp
一級建築士事務所/宮城県知事 第17310276 宅地建物取引免許／宮城県知事（4）第5088号

新 築 ・ リ フ ォ ー ム 地 域 と 共 に 創 業 1 8 4 年 〒989-2433

誰にでもできる楽しい体操で、肩こり、ストレ
ス、運動不足を解消しましょう。
日時：毎月 第2・4火曜日 19:00 〜 20:30
場所：玉浦コミュニティセンター
問い合わせ：
（公社）日本3B体操協会
☎080-3099-2362 齋

■ 株式会社 結 （訪問介護も行っております）

リクシル
気持ちいい玄関に
早変わり！

3B体操会員募集

＜取り扱い商品＞
・ビーズアクセサリー・ビーズジュエリー・ウェディ
ングジュエリー・オーダー品・ビーズキット・ビーズ、
道具類・ビーズ教室 趣味の講座 認定資格取得講座

練習曲目「めえめえ小山羊ラテンロック」
「上
を向いて歩こう」
「春のメドレー」。
日時：3 ／ 9 ㈯・16 ㈯・23 ㈯
13:30 〜 15:30
場所：旧勤労者青少年ホーム集会室

使い
づらい!
今ある窓の内側に
取り付けるだけ！

場所：玉浦コミュニティセンター 多目的ホール
参加：水分、ヨガマットかバスタオル、動きやすい服装
問い合わせ：電話又はショートメールにて
☎090-6850-4345 佐々木
☎080-1659-1990 菅原

エフエムいわぬま 震災特別番組のお知らせ

削り節ってけっこう奥が深い！だから詳しく聞い
てみたい。おだしのプロに上手なだしの取り方
を教わって、みんなでお料理して、いっしょに
お昼ご飯を食べましょう。
日時：2 ／ 24 ㈰ 10:00 〜 14:00
場所：岩沼市民会館・中央公民館
参加：1,300円 定員 24名（要申込）
持物：エプロン・三角巾・筆記用具
問い合わせ：ここほっとネット
☎090-2020-5602 沼田
E-mail ／ cyanu0103@yahoo.co.jp

後藤まで

ほこだて仏光堂仙台南店
セレモニーホール掬水苑

・「もしも…」に備えることができる

プロに聞く！うまいだしのこと

担当

一休さんの

★セレモニー商品券のご案内

初めての方、男性、シニア大歓迎！
日時：2 ／ 21 ㈭ 10:00 〜 12:00
場所：いわぬま市民交流プラザ
参加：1,200円（税込） 募集人員15名
問い合わせ：和紙民芸処キィ＆ルゥ
☎090-2365-5226

うるさい!

暑い!
中学生 集団or個別指導

不安!

（4 号線バイパス沿い岩沼生協向い）

https://twitter.com/hokodate̲minami

図面をお持ちください。

月16
16 日（土）17 日（日）
2月

参加料：無料
日 時：3 月 19 日 ㈫
10:00 〜 12:00
場 所：ほこだて仏光堂
セレモニーホール掬水苑

twitter 始めました

手書きの間取り図でも結構です

■ いわぬま駅前歯科医院

■休診日／日曜・祝日
■URL/http://iwanuma-dc .cihp.jp

検索

※瓶とオイルを使用しお花を自分オリジナルのインテリアアイテム
の製作を講師を招き行います。
（製作品はお持ち帰り出来ます）

（ツイッター）

いたします

【月〜金】PM8:00 まで診療（PM7:30 受付）【土】PM5:00 まで診療（PM4:30 受付）

☎0223-36-8020岩沼市館下1-5-20

2月12日 ㈫・18日 ㈪

【主な内容】
・葬儀相談（葬儀見積りの無料作成）
・エンディングノートの書き方（エンディングノートは無料でプレゼント）
・ペット供養について（火葬までの流れや埋葬方法・料金について）

混声合唱団 コール・あぶくま 無料体験レッスン

「インターネットサイマルラジオ」
放送中！

●ハーバーリウム教室

ぜひご来館下さい。

概算見積り

【当院の特徴】
1. 院内感染防止対策
4. 審美歯科治療
2. 歯周内科治療
5. インプラント治療
3. 床矯正治療
6. 噛み合わせ治療

※随時体験授業大歓迎！！中１・中２授業（火・木・土）

岩沼市館下3丁目3-15 エアロシティ 104

蔵書点検による休館のお知らせ
期間：2 ／ 18 ㈪〜 21 ㈭
東分館（玉浦コミュニティセンター内）、西分
館（西公民館内）は上記の期間は開館します。
朗読のひとときを開催します
朗読グループ「こだまの会」の皆さんによる
朗読会です。
日時：3 ／ 3 ㈰ 10:30 〜 11:40
場所：セミナールーム「貞山」
参加：無料 申込不要 直接会場まで
子ども向け上映会
日時：3 ／ 23 ㈯
幼児向け 10:30 〜 11:15
「グーフィー」「トムとジェリー」他
小学生向け 11:30 〜 12:40
「恐竜大図鑑」
場所：セミナールーム「阿武隈」
参加：無料 直接会場まで
※3月の休館日
3／4㈪、11㈪・18㈪・25㈪・29㈮
問い合わせ：岩沼市民図書館
☎0223-24-3131
URL ／ http://www.iwanumashilib.jp/

いわぬま駅前歯科医院は
患者様ごとに滅菌しています

みや進の「必勝の法則」を実践してください。
ライバルの1．7倍の学習量をこなすことにより、
必ず成績が上がる勉強法です。

みやぎ進学会

岩沼市民図書館よりお知らせ

釣り好きのオーナー自慢の
お刺身や、おいしい料理、
東北の地酒がいっぱい！

学校での成績、志望校受験合格で悩んでいる生徒・保護者が多い！

関塾 〜 み や ぎ 進 学 会 22周 年

問い合わせ：いわぬまひつじ村
☎080-4105-5538

しぼりたての 地酒 がたくさん！

3月「職人に学ぶ！りんご酢と漬物と生きるということ」

右 通訳の佐藤玲子さん

0120-801-885

詳しくはお店までお問い合わせ下さい
岩沼市藤浪1-9-24
■営業時間／ 8:30 〜 18:00 ■定休日／日・祝日
■岩沼市上下水道指定工事店

新酒まつり !

学力＝やる気×学習の量×学習の質

web 限定商品多数ご用意しております !

岩沼市末広1丁目6-3（消防署近く）

TEL

いわぬまひつじ村の市場

淳寛

商 品 代 ＋ 工 事 費 ＋諸経費・消費税＋保証書

イベ ント

代表取締役

安心価格 です

岩沼市館下1-3-10 17:00 〜

岩沼市内の公民館などで活動している団体
が、舞台部49団体、展示部17団体、バザー
部5団体に分かれて、1年間の学習と練習の
成果を披露します。
日時：2 ／ 16 ㈯・17 ㈰
9:30 〜 16:00（17日は〜 15:30）
場所：岩沼市民会館・中央公民館
参加：入場無料 小学生以下のお子様にお楽しみ
プレゼントあり（各日先着100名）
問い合わせ：岩沼市中央公民館
☎0223-23-3434

伊藤

下記項目すべて込みの

☎0223-23-2280

第39回いわぬま市民交流フェスティバル
（旧公民館まつり）

■ ㈲トータルライフカンノ

好評につき第2回

仙台東部道路

※写真はイメージです

コース（税別）

会館見学会及び相談会

五間堀川

¥112,000 （税込）

待遇：まかない付

+ プラス 給与：時給 800 円〜
デザート1品
5,000円 サービス！
コース（税別）

暖房専用熱源機

岩沼市マスコットキャラクター

税別）

時間：週 1 日〜 OK ！

個人情報保護に負けない地域の支え合い

地域の支え合い活動や見守り活動における個
人情報の取扱いについて、正しく理解し、ど
のような点に注意が必要か学びます。
日時：2 ／ 13 ㈬ 13:30 〜 15:30
場所：岩沼市民会館中ホール
参加：無料
問い合わせ：申込:岩沼市社会福祉協議会
☎0223-29-3711 FAX 0223-29-3341

即暖で
コスト削減！

岩沼係長

特別価格（定価¥173,600

業務：ホール・調理補助

「自分の作品で誰かを幸せにできる。ならば、
もっと多くの人を幸せにしたい。」というパワー
ある絵に 触れながら ご覧頂けます。
日時：開催中〜 2 ／ 28 ㈭ 10:00 〜 16:30
場所： Epic View（岩沼市栄町1-8-40）
定休日：月曜日
問い合わせ：Cafe&Art EpicView 渡邉
☎0223-35-6630

今後の活動予定…2月「プロに聞く！うまいだし」(詳細は今月号の地域情報に掲載)

春

謝恩
価格

3,500円 4,500円

スタッフ募集！

今回は、1月20日㈰に開催された任意団体ここほっとネット岩沼主
催の「身体も脳も楽しくエクササイズ」をコミュレポ！理学療法士の長
谷川早苗先生を講師にお招きし、椅子に座り無理なく体を動かしなが
ら歌を歌ったり、時には参加者からの質問や笑い声が飛び交う和やか
な雰囲気の中、皆さんでエクササイズを楽しみました。

☎090-7066-2350

TOTO
ピュアレストQR
＋ウォシュレットSB

★飲み放題 120 分付コース★
コース（税別）

■日時：第1・第3金曜日 10:15 〜 12:00

きれいなトイレで

の際
予約 せ下さい
ら
お知

七十七銀行

身体も脳も楽しくエクササイズ

■所：セラビ岩沼2階 集会室
■問い合わせ：大久保妙子

岩沼市中央1-5-12
■営業時間／ 9:00 〜 17:00
■定休日／土・日・祝日
■駐車場／有り

宴会プラン！
！

な
お得ゃん
ち
髙

ウエノイチロー作品展

岩沼小学校

任意団体 ここほっとネット岩沼

フォークソング「スキャット」
今回は、2016年4月に結成されたフォークソング
サークル「スキャット」を紹介します。
結成から3年が経った今、会員数も22名となりま
した。70年代のフォークソングを中心に琴やギター、
鍵盤ハーモニカ、オカリナと様々な楽器の音色に乗
せて民謡、童謡、ポップソングまで幅広く歌っています。
「練習に来てここで仲間と会い 、共に歌うことで元気を
貰うと嫌なことも吹っ飛んでしまうんです(笑)」と皆さん
笑顔で話してくれました。ボランティア活動にも積極的に
参加しフォークソングの魅力を伝えているそうです。歌う
こと、演奏することが好きな方、是非仲間になりませんか？

地 域情報

☎0223-29-4381 FAX0223-29-4382

岩沼みなみ
プラザ

週末
びっくり市

☎0223-22-2209

コーヒーやお茶・赤ちゃんのミルクづくりなどに
役立つ温水も、
手軽にご利用いただけます。
ミネラルウォーター宅配サービス
※毎月注文のノルマ等はありません

コミュレポ 「コミュレポ」は地域情報スタッフが突撃取材し、読者目線の飾らないレポートをお届けするコーナーです。

サークル会員募集中！

決！

解

■ 弁護士法人 希望 仙南事務所

岩沼南
小学校

浴室暖房乾燥機

ます！だから

わざわざ仙台まで出向く必要がありません。
時間も費用も節約できます。

●

●
●

だからガスの浴室温水暖房が効果的！

な負担をかけ

地元岩沼市内で弁護士による
法律相談ができます

五間堀川

岩沼
中学校

ご存知ですか？お風呂の事故は交通事故より多いことを！

お試し一週間無料サービス!!

工藤 芳明

内面

●

詳しくは
お問い合わせください

ゆさ

〜 シニア世代が毎日をいきいき過ごす為の情報セミナー 〜

Facebook

岩沼市吹上1-8-54

は心臓に大き

〜事前相談から三十三回忌まで〜

これかライフ 2019

☎0223-23-5321

美味しいコーヒー・お菓子・お土産付き

︵仙台弁護士会所属︶

大人の仲間入り
おめでとう
ニャモ〜！

畳

信頼出来る地元の店

急な温度変化

3月17日（日） 10：00〜11：30

【ビーズジュエリー
シャン・ド・フルール】

地域情報

■ たたみ工房

セレモニーホール掬水苑

ほこだて仏光堂

モダン乱敷きとは？

・ヘリのある畳とない畳
モダン乱敷き 検索
・正方形と長方形の畳
・天然畳とカラーの畳
様々なタイプの畳を組み合わせたデザイン性に
富んだ、これまでの畳のイメージと全く異なる新
しい空間をご提案します。

暖かい部屋から♪暖かい浴室へ♪

会場 大光殿

ほこだて仏光堂

『縁なし畳』
『モダン乱敷き畳』おしゃれな畳やってます

産業道路

FEB

月号

要

様

２

2019

限定

様
20名予
約

以 前 ︑父 の 葬 儀 で も

64,900部!

お世話になったので信頼

共通 誌面

できると思い︑今回母の

ナー 等

仙台市

内面は４エリア

お葬式もお願いしました︒

［community ai］

何もかも安心してお任せ

そ の 他 読 者 プレ ゼ ント コー

する事ができ︑本当に助か

［conne ct］

りました︒

あります！

弊社に寄せられたお客様の声

まごころこめ た お 葬 式

これからも 法 要が続き

コーナー

地 域 密 着 型 ポ ス テ ィ ン グ 情 報 誌 vol.151

岩 沼 版 14,600部

求人情報

ますので︑
お導きをお願い

2019年2月9日発行

します︒

毎月10日発行／名取版24,200部 柴田･大河原版15,800部 亘理･山元版10,300部

内面（4エリア共通）

【ドリンクセット

●スペシャルセット

¥800（税込）
¥480（税込）
¥500（税込）

¥750（税込）】

¥1,250 ⇒ ¥1,000（税込） ●日替わりランチ

デザート（ワッフル・チョコレートケーキ）

maggio coffee
マッジオ コーヒー

¥650

（税込）
※お得なコーヒーチケットも販売してます！

住所 岩沼駅東口から徒歩 1 分 森高マンション 1F
ＴＥＬ 0223 − 35 − 6858
平 日
8：00 〜 20：00
営業 土 曜 11：00 〜 20：00
時間 日・祝 11：00 〜 17：00

クーポン

いちごフェア
全商品 100 円引
他のクーポンとの
併用はできません

