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お申し込み

お世話になったあの方へ
感謝を込めてお花を贈ろう

毎週水曜日定休日

さまざまな行事に
花職人薫から
お花を配達いたします。

在庫処分セール

※税、工事費等別

コロナ暖房エアコン 6〜8畳用
外気温マイナス温度でもノンストップで高温風55℃吹き出し
CSH-W2215R 通常価格 138,000円 99,800円
パナソニック冷暖エアコン 12畳用
CS-285CF 通常価格 89,800円 69,800円
シャープ2Kテレビ
LC40HW10 通常価格 89,800円 69,800円
LC32SW25 通常価格 59,800円 49,800円
LED照明（オーデリック）
   8畳用 OX9710LDR 12,800円
 12畳用 OX9693LDR 14,800円

野口電化 羽後町五輪坂1-15

は約予ご

湯沢市表町4-2-41 FAX0183-78-1185

ふ　く　 と　   み  に

椅子席もご利用ください 60席
まで

10名様以上無料バス送迎いたします
ご家族やお仲間とのお食事会にも、お気軽にどうぞ

歓送迎会プラン歓送迎会プラン

5,400円（税込）5,400円（税込）5,400円（税込）
お料理･
飲み代込の
価格です。

ご予約承り中！

お料理･
飲み代込の
価格です。

ご予約承り中！ ※写真のお料理は5,000円です

飲み
放題
飲み
放題
飲み
放題

（10名様より）

¥5,400（税込）

¥6,480（税込）

¥7,560（税込）
※2時間

お持ち帰り

オードブルオードブルオードブルオードブル

￥4,320（税込）
￥5,400（税込）
￥6,480（税込）

￥4,320（税込）
￥5,400（税込）
￥6,480（税込）
※配達もいたします。

女子会ランチ
￥1,600（税込）
￥2,160（税込）
￥3,240（税込）

月～土
11:00
〜
15:00

「価格は全て税込金額となります」

弥生御膳  2,160円
貝づくし膳 1,620円
ミニコース
～ガーベラ～ 2,160円

あんかけ焼麺  1,080円
あんかけ炒飯  1,080円

864

土･日 10食限定

プレミアムランチ 1,080円
⎛醤油味　⎞
⎝又は塩味⎠

11:30am～
2:00pm

月に一度のスペシャルランチバイキング!!
今月は 29日（火）￥1,296

３月ランチカレンダー３月ランチカレンダー３月ランチカレンダー

3月のおすすめメニュー

日sun 月mon 火tue 水wed 木thu 金fri 土sat
１ 中華 ２洋食レディス ３ 中華 ４ 洋食 ５中華

海老の炒め物 豚肩ロースの
ポワレ 油淋鶏 パスタ&ピザ プレミアム

ランチ
【週替わり】/（和食）刺身定食 カニの味噌汁
６和食 ７ 中華 ８ 和食 ９中華レディス 10 和食 11 中華 12和食
プレミアム
ランチ 野菜炒め定食 彩り弁当 鶏肉の

甘酢炒め
ばらちらしと

春野菜の天ぷら定食 豚肉の煮物 プレミアム
ランチ

【週替わり】/（洋食）エビフライカレー
13洋食 14 和食 15 洋食 16和食レディス　17 洋食 18 和食 19洋食
プレミアム
ランチ

豚肉の
柳川風定食

チキンのトマト
チーズ焼き

ミックスフライ
と混ぜご飯

魚介の
ムニエル

若鶏の
若草焼き

プレミアム
ランチ

【週替わり】/（中華）海老のチリソース
20中華 21 洋食 22 中華 23洋食レディス 24 中華 25 洋食 26中華
プレミアム
ランチ

プレミア
ムランチ 海老の旨煮 ドライカレーと

フライドチキン 中華丼 ローストポーク
マスタードソース

プレミアム
ランチ

【週替わり】/（和食）かき揚げ丼と肉うどん
27和食 28 中華 29 30 和食 31 中華
プレミアム
ランチ 豚肉の炒め物 ヒレカツ重と

揚げ出し豆腐
醤油ラーメンと
ミニ丼

【週替わり】/（洋食）チーズインハンバーグ

事情によりメニュー内容が
変わる場合がございます。
ご了承下さいませ。

自動車ローンもご利用下さい。　

各方面送迎バス運行 　0120-025537　0120-025537☎（0183）62-5111（代）

秋田県雄勝郡羽後町杉宮字柏原10-2 

公認

フリーダイヤル レッツ  ゴーゴーミンナで

ホームページ  http://www.ugodrive.co.jp

※教育訓練給付制度の
　利用が出来ます。
《大型・大特・大二種》 羽後建機教習センター

● 大 型 二 種
● 普 通 二 種
● 普 通 自 動 車
● 中 型 自 動 車
● 大 型 自 動 車
● 大型特殊自動車
● 大 型 二 輪 車
● 普 通 二 輪 車
● け ん 引 車

教

習

車

種

13:30～ 17:30～9:30～
7㈪
10㈭
13㈰
14㈪
17㈭
21㈪
24㈭
27㈰
28㈪
31㈭

8㈫
15㈫
22㈫

5㈯
12㈯
19㈯
26㈯

3月の入校日

地元で安心

高校生のみなさん
ご卒業おめでとう
ございます

高校生のみなさん
ご卒業おめでとう
ございます

高校生のみなさん
ご卒業おめでとう
ございます

今すぐ
入校

一時
中断

夏休み
再開

OK!

進路決定の皆様おめでとうございます。
合格発表待ちの方々は吉報が届きますこと
をお祈りします。
これから入校しても出発するまでの期間次
第では、免許取得可能です。また、教習を
受け一時中断し、残りを夏休みに終了する
方も多数おられます。やはり道路事情の分
かる地元で練習させたいとの親心かと思い
ます。個々のスケジュールにベテランスタ
ッフが対応いたしますのでご相談下さい。

高齢者講習等の通知を受けた方は早目の連絡でご予約をお願いします。

た
と
え
ば…

4・5
歳児の
ための

㈱おびきゆう TEL.0183�73�1121 FAX.0183�73�1123 お申し込み･お問い合わせ 〒012-0841 秋田県湯沢市大町 2-1-7
E-mail :o-b-kyu@yutopia.or.jp  http://www.obikyu.co.jp

高1･1学期先取り特訓講習
入学前に1学期の内容をマスターすれば、学年トップも夢じゃない。

受講料
無料3/10木 2までの

申込
講座
招待 3/27日 1までの

申込
講座
招待

1講座は90分×5回+講座修了判定テストほか。
10回の講座は2講座分です。
申込日によって受講できる講座数が異なります。

受講期間

4/10日まで
詳しくは
東進 検索

湯沢大町校
（株）おびきゆう･教室事務室 （株）おびきゆう･ヤマハ音楽教室事務室（株）おびきゆう･ヤマハ音楽教室事務室

3歳児の
ための

おんがくなかよし コース

●月3回(1回50分） 
●グループレッスン※レッスンは保護者の方と一緒です。
●H24（2012）年4月2日生～H25（2013）年4月1日生

幼 児 科
●週1回（1回60分）　●グループレッスン
※レッスンは保護者の方と一緒です。
●H22（2010）年4月2日生～H24（2012）年4月1日生

ジュニアスクール（基礎コース）
●ステップ制 1,2（各ステップ1年程度）
●１クラス３～６名程度のグループレッスン
●月３回（１回60分）
●H19（2007）年4月2日生～
　H22（2010）年4月1日生

おんがくなかよし コース

●月3回(1回50分） 
●グループレッスン※レッスンは保護者の方と一緒です。
●H24（2012）年4月2日生～H25（2013）年4月1日生

幼 児 科
●週1回（1回60分）　●グループレッスン
※レッスンは保護者の方と一緒です。
●H22（2010）年4月2日生～H24（2012）年4月1日生

小学
1～3年生

のための

ジュニアスクール（基礎コース）
●ステップ制 1,2（各ステップ1年程度）
●１クラス３～６名程度のグループレッスン
●月３回（１回60分）
●H19（2007）年4月2日生～
　H22（2010）年4月1日生

学年の壁を越えて、高みを目指
せ !

入学式前の先取り学習で

最高の高校生活スタートを！

2016 新高１招待講習

2016

★ご入会後の会場は、選択できます。

無料体験
レッスン
実施日程

日にち 時間 コース 実施会場
3/6 10:00～ おんがくなかよしコース

湯沢
センター

（おびきゆう2F）

10:30～ 幼児科
11:15～ ジュニアスクール（基礎コース）

3/27 10:00～ おんがくなかよしコース
10:30～ 幼児科
11:15～ ジュニアスクール（基礎コース）



リサイクルを通して　社会に奉仕する
●産業廃棄物収集運搬業許可（秋田県・宮城県）
●産業廃棄物処分業許可（秋田県）
●特別管理産業廃棄物収集運搬業許可（秋田県）
●廃棄物再生事業者登録（秋田県）
●一般廃棄物収集運搬業許可
　　　　　　　　　（横手市・湯沢市・羽後町）
●古物商許可（秋田県公安委員会）

・十文字故紙センター

　　　フリーダイヤル 0120－54－9091
・十 文 字 工 場 0182－42－5570
・湯 沢 工 場 0183－72－7072
・営業担当 藤原 090－3125－0595

◆金属類（トタン、鉄パイプ、銅パイプ、アルミサッシ、ホイール、鍋、空き缶 など ）
◆古紙（ダンボール、新聞紙、雑誌、牛乳パック）・ペットボトル・古着・ボロ
◆苗箱・塩ビ管・ガス器具・冷/暖房器具・調理機器・ＯＡ機器・電気製品

◆金属類（トタン、鉄パイプ、銅パイプ、アルミサッシ、ホイール、鍋、空き缶 など ）
◆古紙（ダンボール、新聞紙、雑誌、牛乳パック）・ペットボトル・古着・ボロ
◆苗箱・塩ビ管・ガス器具・冷/暖房器具・調理機器・ＯＡ機器・電気製品

お気軽にお問い合わせください

※プラスチック・ゴム・断熱材・ガラス・木・繊維等の付
属する割合が多い物は有料となる場合があります。

※家電４品目（エアコン・洗濯／乾燥機・冷蔵／冷凍
庫・テレビ）は有料となります。

湯沢市・羽後町・横手市（十文字町）の
事業系一般廃棄物の収集･運搬承ります◆◆◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◆◆

出張引取致します !
持込大歓迎 !
出張引取致します !
持込大歓迎 !

まずはお電話
お宅へお伺いし

無料見積り 回収･お片付け

羽後町役場通り　ふれあい商店街
　0183-62-1166TEL
FAX

ブティックカジュアルショップ

&

 西馬音内小学校！
 運動着ならアベール！

おめでとう
ピカピカの
一年生

おめでとう
ピカピカの
一年生

秋田県湯沢市愛宕町３丁目 2-30

TEL/FAX 0183-73-4563（担当 : 菊江、西村）

特定非営利活動法人 ファミーユ

お知らせ

有料老人ホーム
 ファミーユ

 「希望の風」
デイサービス 「希望の風」

入居者様･ご利用者様募集中入居者様･ご利用者様募集中
ご利用できる方 ●介護認定を受けている方

●介護認定をこれから受けられる方
●特別養護老人ホームの入居を待っている方
●病院等の退院後の生活が不安な方

湯沢市吹張1丁目

平成28年 6月1日

OPEN　予定

※担当のケアマネージャーさんにご相談しましょう

職員も同時に募集しております
詳しい事はハローワークに

ご相談ください

TEL･FAX 0183�72�1205

配達スタッフ配達スタッフ配達スタッフ
◆仕事内容：朝刊配達（大島･森地区）
◆資格：18歳以上　要普通免許
◆待遇：￥50,000〜（配達部数による）
◆時間：AM3：15頃から2時間程度

※お気軽にご応募くださ
い。詳しくは面談にて。
　お電話お待ちしており
　ます。

ご葬儀基本セット料金ご葬儀基本セット料金

御葬儀で一番大きな費用がかかるのは…

会場葬 自宅用祭壇

寝棺

①会場葬儀（１５０名様迄）

②自宅用祭壇　③寝棺

上記の基本セットです。

20万円 

15万円 にて施行致します。

また、菊花祭苑「友の会」に
入会登録いただきますと

菊花祭苑
特別価格

特別会員価格
※注）霊柩車料金、飲食代金、引出物等は別途料金となります。

ニュー千寿苑

ニュー
よりよい暮らしのパートナー

居酒屋 味楽味楽味楽
みらくみらく

TEL. 72-9730

大好評
営業中

ご法事・ご法要
仏送り、四十九日法要、一周忌、三回忌、
偲ぶ会等…

ご予算に応じたお膳をご用意いたします。

歓送
迎会
歓送
迎会
歓送
迎会
3/1火～4/30土

●入園･卒園のお祝い会 ●総会
●入学･卒業のお祝い会 ●女子会
●会社や職場での歓送迎会 ●子供会

●入園･卒園のお祝い会 ●総会
●入学･卒業のお祝い会 ●女子会
●会社や職場での歓送迎会 ●子供会

※各種御宴会のご相談を承っております。新たな門出のお祝いには、御宴会プランをご利用
　下さい。ご予算に応じたプランをご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。
※各種御宴会のご相談を承っております。新たな門出のお祝いには、御宴会プランをご利用
　下さい。ご予算に応じたプランをご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。

4つのご利用特典
❶バスの送迎は無料で承ります
❷学校･スポーツ関係のお子様の飲み物持ち込みOK
❸横断幕サービス（１枚まで）
❹カラオケ貸出し無料 ※通信カラオケは有料となります

120分飲み放題！！
お一人様

2,000円（税･サ別）


