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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
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馬に触れて癒され、馬に乗って姿勢も正しく！
乗馬で心も体も整えませんか？

乗馬は、馬の温かみに触れ馬と心を通
わせるスポーツです。馬を見たことがな
い・触ったっことがない方でもインストラ
クターが隣で指導するので安心して楽
しく乗馬体験をすることが出来ます。
50代からの健康な体づくりや趣味とし
て乗馬を通じて心も身体も癒され馬か
ら活力をもらいましょう。

中小企業の事業承継の課題は自社株の承
継コストです。今回のセミナーではなかな
か知る機会がない「生命保険」を活用する
手法で、自社株の承継コストをゼロに抑え
る事例を安元氏に分かりやすく解説して頂
きます。これから自社株の承継計画を練る
オーナー経営者様は必聴のセミナーです。

先着50名様2,980円/人
※レンタル装具代/保険代含む
※申込は二次元バーコードより

【乗馬スクール　1回30分コース】
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

会場の都合上、予約制です。ご予約は
お電話/右記QRからお願いいたします。

会社から資金を流失させない事業承継対策セミナー

ファイナンシャルアライアンス㈱福岡支店
好評につき第2回目！ご参加は経営
者様、配偶者様限定です。

092-735-8550　 アクロス福岡5階501会
議室　 3月26日（土）10:30～12：00
講師　安元宗孝
費用：会費一組1万円（会場にて領収）

豊富な実績による高い技術で専門的な工事にも対応。
空調設備設計・施工からメンテナンスまでトータルにサポート。

～施工の流れ～相談依頼→現場調査→見積確認→ご契約→設置工事

株式会社エアーテック 福岡営業所
092-404-0110　 福岡県大野城市川久保2-4-5　 平日：8:30～17:30
土・日・祝　 DAIKIN PROSHOP ダイキン認定販売施工店

株式会社エアーテック 福岡営業所

ご相談、現場調査、お見積の作成は無料。空調設備の修理・
メンテナンス・購入の際「どこに工事を頼めばいいのか分からない」
という場合は、まずは一度ご相談ください。空調設備を新しくお
考えのお客様へ、長年の施工実績と確かな技術力で設計・施
工を行い、高品質の商品で省エネ環境を実現します。エアーテッ
クでは、安心の空調設備機器をご提案致します。業務用から住
宅用のエアコン、全熱交換器（換気機器）やエコキュート等のダ
イキン商品、経験豊富なスタッフが対応するため、「他店で断ら
れてしまった」という専門的な工事でも、対応できる場合があり
ます。迅速かつ丁寧な施工や仕上がりにもこだわっています。

ダイキンが認定した高い提案力、施工力、対応力、情報力を持つダイキンプロ
ショップの認定店

施工事例（左：某クリニック　右：某産婦人科）魅せる換気型設備対応。

【お得な補助金の一例をご案内いたします】

□先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
□民間建築物等における省CO２改修支援事業
□工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち設備更
新補助事業etc..　まずはお気軽にご相談ください！
活用できる補助金をご案内させて頂きます。

information

1415

～山奥の、会津から。～　会津野菜
栄養たっぷりの朝採れ新鮮野菜をご自宅にお届け

会津野菜
0241-49-2022　 福島県耶麻郡西会津町奥川豊島字下松2399　 9:00～

19:00　 日・夏季・年末年始　 https://aizu-yasai.jp

会津野菜

会津野菜は、自然豊かな会津の大地で野菜と真摯に向き合う契約農家
さんがたっぷり愛情をかけて育てた野菜です。新鮮朝採りの野菜をフ
レッシュなうちにお届けするので、野菜本来の美味しさとみずみずし
さを味わえます。春・夏は西会津ミネラル野菜セット、喜多方アスパ
ラ野菜セット、秋・冬は西会津/喜多方新米＋秋・冬野菜セットがあり、
茎立ち菜、春の山菜、アスパラ、つるむらさき、ミネラルトマト、長
人参、新米、白菜、雪下キャベツなど、その時期一番美味しい野菜を
セットにしてお送りします。また、新米は鮮度を大切にしているため、
発送直前に精米を行っています。2名様分には小セット、4名様には大
セットがおすすめ。定期便ならさらにお得に会津の四季折々の特産品
をお楽しみいただけます。ぜひ山奥の会津からのまごころのこもった
贈り物をご賞味ください。※九州地方は商品代に送料+400円が必要

会津地方は野菜・米に適した環境で、冬は雪、夏の寒暖差が激しいため野菜の味が濃いのが特徴。

契約生産農家の花見さんが作るお野菜は、直売所に出してもすぐに売り切れる人気野菜です。

information

裏磐梯大塩温泉を煮詰めて生成
した逸品。ご注文内容確認ペー
ジ最下部のお問い合わせ欄に
「アフルエント見た」とご入力く
ださい。

【期間限定特典】
会津山塩プレゼント！

※2022年3月31日まで
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活用できる補助金をご案内させて頂きます。

information
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～山奥の、会津から。～　会津野菜
栄養たっぷりの朝採れ新鮮野菜をご自宅にお届け

会津野菜
0241-49-2022　 福島県耶麻郡西会津町奥川豊島字下松2399　 9:00～

19:00　 日・夏季・年末年始　 https://aizu-yasai.jp

会津野菜

会津野菜は、自然豊かな会津の大地で野菜と真摯に向き合う契約農家
さんがたっぷり愛情をかけて育てた野菜です。新鮮朝採りの野菜をフ
レッシュなうちにお届けするので、野菜本来の美味しさとみずみずし
さを味わえます。春・夏は西会津ミネラル野菜セット、喜多方アスパ
ラ野菜セット、秋・冬は西会津/喜多方新米＋秋・冬野菜セットがあり、
茎立ち菜、春の山菜、アスパラ、つるむらさき、ミネラルトマト、長
人参、新米、白菜、雪下キャベツなど、その時期一番美味しい野菜を
セットにしてお送りします。また、新米は鮮度を大切にしているため、
発送直前に精米を行っています。2名様分には小セット、4名様には大
セットがおすすめ。定期便ならさらにお得に会津の四季折々の特産品
をお楽しみいただけます。ぜひ山奥の会津からのまごころのこもった
贈り物をご賞味ください。※九州地方は商品代に送料+400円が必要

会津地方は野菜・米に適した環境で、冬は雪、夏の寒暖差が激しいため野菜の味が濃いのが特徴。

契約生産農家の花見さんが作るお野菜は、直売所に出してもすぐに売り切れる人気野菜です。

information

裏磐梯大塩温泉を煮詰めて生成
した逸品。ご注文内容確認ペー
ジ最下部のお問い合わせ欄に
「アフルエント見た」とご入力く
ださい。

【期間限定特典】
会津山塩プレゼント！

※2022年3月31日まで

premium gallery

福岡柳川の色鮮やかで可愛いらしい吊るし雛で祝う伝統の雛祭り
2022年『さげもんめぐり』のイベントをご紹介いたします。

柳川市観光協会
0944-73-2145　 福岡県柳川市沖端町35番地
柳川市内の観光施設、商店街、各店舗
※天候や新型コロナウイルスの感染状況により、
　イベント内容が変更または中止になる場合がございます。

柳川市観光協会

柳川地方では、昔から女の子が生まれると初節句に子供の健や
かな成長を願い、雛段と一緒に色とりどりの「さげもん」を飾り、
盛大に祝うのが習わしです。さげもんとは、縁起の良い鶴やウサ
ギ、ひよこ、這い人形などの布細工と鮮やかな糸で巻き上げた「柳
川まり」とを組み合わせたもので、「幸福」「健康」など、母親、
祖母、親戚等の願いが込められています。この色鮮やかで暖か
い雰囲気の柳川雛祭りをみなさんに楽しんでいただこうと、観光
施設や店舗に飾り付けたのが「さげもんめぐり」の始まりです。
期間中は、市内各所で見ることができ、「おひな様始祭」「柳川
きもの日和」「おひな様水上パレード」等の催しもあります。

雛壇にはさげもんと柳川まりを添えており、とても豪華で綺麗 なのが柳川雛祭りの魅力

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日ご来場いただく場合は、
　マスクの着用にご協力ください。

親から子へ子から孫へ想いをつなぐ柳川雛祭りさげもん

□ ときめきひな灯りと巨大さげもん：2月11日（金・祝）～4月3日（日）
□ 雛めぐり舟　　　　　：3月5日（土）～21日（月祝）までの土日祝のみ運航（20日（日）は除く）
□ 柳川きもの日和　　　：3月5日（土）、6日（日）、午前10時～午後3時 
□ おひな様水上パレード：3月20日（日）、午前 11時～午後0時20分 
□ 流し雛祭　　　　　　：4月3日（日）、午前10時～
※詳しくはQRコードからご覧ください。
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