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Tel.092-558-8613
広告掲載・チラシ折込・誌面内容のお問合せ

編集協力／株式会社affluent 

編集協力／株式会社アドネット九州

アドブレーン九州株式会社における
個人情報の取り扱いについて

◎当社へ個人情報をお預け頂く場合はあらかじめ明記した利
用目的のほかに、当社からの各種情報のおしらせメール送信、
新商品・新サービス・各種キャンペーン・特集等に関するご案
内、アンケート・調査のお願い、グッズ発送、メールマガジンの
送信を目的とした範囲内に限定して利用いたします。◎提供
を行うことが予定される場合には、あらかじめその旨を自社
広告もしくは個人情報取得フォームなどに明記いたします。 
◎利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取り
扱いを外部に委託する場合があります（例えば、発送業務を外
部に委託する場合がこれにあたります）。◎個人情報をお預
け頂くことはご本人様の任意ですが、必要事項に不足があり
ますと、あらかじめ明示した利用目的に対応するご本人様の
ご要望にお応え出来ない場合があります。◎当社が保有する
ご本人様の個人データについて、利用目的の通知、開示、内容
の訂正、追加又は削除、利用の停止、 削除及び第三者への提供
の停止のお申し出には適切に対応いたします。◎当社の個人
情報に関する苦情・相談その他お問合せは、下記の窓口までご
連絡ください。

配布に関するご連絡・お問い合わせ・送付停止に
ついては、右記QRからもご連絡いただけます。

◎個人情報保護管理者／
　アドブレーン九州株式会社（個人情報保護管理室）

◎個人情報に関する苦情・問合せ窓口／
　アドブレーン九州株式会社
　お問合せ   Tel.092-558-8613
　（受付時間／平日10：00～18：00・土日祝を除く）

　0120-124-034
配布に関するお問合せ

編集・発行／アドブレーン九州株式会社
〒816-0811  福岡県春日市春日公園7-34

本誌掲載記事の無断転載を固く禁じます。

※掲載情報は10月20日時点のものです。ご利用の際には
事前に最新の情報をご確認ください。
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premium
gallery

こだわりを追求する
大人のための選りすぐった
価値のある情報をお届け

premium gallery

馬を見たことがない・触ったことがない方でも安心
して楽しく乗馬レッスンを！

人生100年時代、これからの趣味として
「乗馬」する方が急増中。乗馬は全身
の筋肉を使いながら体のバランスを整
える有酸素運動です。あなたの体力に
合わせてゆっくりレッスンを進めることが
できます。コロナ禍の運動不足やスト
レス解消に50～60代からの健康乗馬
をはじめてみませんか。

2,980円 /1名様　※馬装具
レンタル料・保険込み
※右記QRよりお申込ください

【先着30名様！乗馬体験30分】
乗馬クラブ　クレイン福岡

092-603-6255　 福岡市東区西
戸崎1-1-7　 月木 10：00～15：00、
水金 11：00～16：00、土日祝 10：00～
16：00　 火曜日　 体験動画あり

『ピアノを弾きたい』という気持ちに年齢は関係ありま
せん。自分の手で奏でる楽しさを感じてみませんか。

カワイ音楽教室
0120-700-660　 福岡市中央区天神2-8-41-6F
10：00～17：30（月曜17：00まで）　 日曜

カワイ音楽教室

「初めてで不安…」「楽譜も読めないし」そんな方でも1曲弾ける楽しさ
を味わえる初心者限定のトライアルキャンペーンを実施中です。トライアル
レッスンは3回。楽器の持ち方や姿勢、楽譜の見方、基礎などを丁寧に
練習し、楽器にもたくさん触れられます。また、レッスンが続くことで音
楽のある生活そのものを体験することができます。音楽をやろうと思い立っ
た方に、本当の楽しさを味わってもらうための3回レッスンです。レッスン
の1回ごとに達成する目標を設定するため、3回のレッスンが終わったとき
には、簡単な曲なら通しで弾けるようになります。弾きたかった曲を弾け
たときの嬉しさ、さっきよりもうまく弾けた時のうれしさを体験できます。

STEP1楽譜と鍵盤に慣れる→STEP2片手で演奏→STEP3両手で演奏

自分のペースで無理なく楽しく素敵な「音楽ライフ」をはじめましょう。

information

デイタイムコースもご用意

ピアノを中心に弦楽器・管楽器・
ボーカルなど、様々なコース有。
●ピアノ●バイオリン●ギター●
フルート●サックス●ボイスト
レーニング等…
お気軽に楽しんでみませんか。
※教室により実施内容異なります。
トライアル3回キャンペーンを実施
していないコースもございます。

トライアル3回キャンペーン
8,250円⇒4,125円※初心者限定

夜間照明により、浄闇に浮かび上がる紅葉の美しく神秘的な情景を
お楽しみください。

竈門神社
092-922-4106　 福岡県太宰府市内山883
竈門神社有料駐車場（約100台）

竈門神社

古来、「縁結び」、「方除け」、「厄除」の神様として信仰されている竈門神社。
主祭神に玉依姫命（たまよりひめのみこと）をお祀りしていることから、魂（玉）
と魂を引き寄せる・引き合わせる（依）という御神徳を慕われ、古くから「縁結
びの神」として広く信仰されてきました。「縁結び」とは、男女の「良縁」をはじ
め、家族、友人、仕事、自然などとの良いご縁を結んでいただける神様として
広く親しまれています。また古くは、大宰府政庁の鬼門除けとして、また、大陸
へ渡る人々がこれから進む航海（道）の安全と事業の成功を祈願したことから
「方除け」、「厄除」の信仰も篤く、現代においても、新たな生活をはじめる方や、
人生の節目を迎えた方々などが参拝に訪れ真摯な祈りが捧げられています。他
にも桜や紅葉の名所としても親しまれています。歴史と文化が息づく太宰府の街
に、人と人の心が通い合う祈りの山として、これからも大切に守り伝えられていく
ことでしょう。

境内に300本程ある楓や銀杏が、赤、黄、橙など様々な色に紅葉し、境内を美しく彩ります

太宰府のまちが一望できる展望舞台 お札お守り授与所

心身の災いを祓い除き、健やかで幸福に満ちた心豊かな暮らしを願い、御神前にて各種祈願

information

※日付は例年の見ごろ　気象条件により前後する場合あり

神社と紅葉との神々しい雰囲気をいっそう楽しめる

【紅葉の見ごろ】　11月中旬～11月下旬 

【紅葉のライトアップ】　2021年11月13日（土）～28日（日）

～ 11月のご案内 ～
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