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①申込用紙は最終ページにあります。FAXまたは郵送にて八―トピア共済へお申込み下さもヽ。※お申込みは会員に限らせていただきます。
②いずれの公演も先着30枚限りとなります。③席の指定はできません。④先着順とさせていただきま丸⑤申込み状況はホームページで確
認できます。⑥八―トピア共済から振替用紙等を送付します。お近くの山口銀行またはゆうちょ銀行にてお振込み下さい。振込料はお客様
負担です。⑦チケットは振込みの確認ができた後、発送日に送付します。

´ 牛田智大 ビアノリサイタル
●日時/9月22日 (木・祝)

●開場/14:30 開演/15:00
●会場/シンフォニア岩国

コンサートホール

〈予定プログラム〉
ショバン幻想即興曲
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第31番
ラヴェル:水の戯れ   ほか

●申込締切/7月 15日 (金 )

●発送日/8月 2日 (火 )

●未就学児入場不可

網目□2ヮ200円
□1,300円

(―般前売:S席 3,000円 、A席 2,000円 )

◎Kunio_Onishi

衣装提供_株式会社 オンワード樫山

●オ斗金 (全席指定)

●日時40月 10日 鯛・祝)

●開場/13:30 開演/14:00
●会場/周南市文化会館

ヴァイオリニスト高嶋ちさ子が、2006年に立ち

上げた“観ても、聴いても、美しく、楽しい"ヴァイ

オリン・アンサンブルコンサートです。

●申込締切/7月 15日 (金 )

●発送日/8月 2日 (火 )

●未就学児入場不可

●料金 (全席指定)

喘自□4ヮ200円
□3,200円

(―般前売:S席 5,000円 、A席 4,000円 )
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●日時/7月
31日 (日 )

●開場/16:00 開演/17:00
●会場/山口市民会館 大ホール

●料金 (全席指定)

喘自□6ヮ000円
□5,000円
□3,000円
□2ヮ500円

(軍 I:iI詈:::1::|:::口 :貪[::|:::日 ) 指揮者:アントニオ・メンデス

ソリスト:パブロ。ヴィレガス(ギター
)

´ スベイン国立管弦楽団 山口公演

≪プログラム》
トゥリーナ/交響詩「幻想舞曲集」op.22
ロドリーゴ/アランフェス協奏曲
ファリャ/「三角帽子」組曲第1番、第2番

ラヴェル/ボレロ

●申込締切/6月 30日 (木 )

●発送日/7月 14日 (木 )

●未就学児入場不可

◎ けιarttι調2οで心ι
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ハートピア奨済は

従業

加入成立口数 」CBギ フ ト券

1～ 2口 2,000円

3～ 4口 3,000円

5～ 9口 4,000円

10～ 15口 6,000円

16～ 19口 8,000円

20～ 29口 10,000円

30～ 39口 12,000円

40～ 49口 15,000円

50口 以上 20,000円

ハートビア共済の |

加入資格   |
従業員数が常時300人以下

の県内事業所であること。

ただし、労働組合が結成さ

れている場合、または個人

事業を同居の親族のみで営

んでいる場合は、加入でき

ません。

充実の権めの制度です。

ご紹介キャンペーン実施中 !

お知 り合いやお取引先などの未加入

事業所をご紹介 ください。

ご連絡 をいただければ、担当普及員

がご説明に伺います !

ご紹介いただいた事業所が共済会に

加入 されますと謝礼 (加入成立回数

に応 じて「全国共通JCBギ フト券」)

を差し上げます。

お トク な 会 員 害1引 の あ る 協 定 施 設  県共済会と協定している施設を加入者及びその家族が利用 した場合に、料金が割引になります。

サ
容09)67墟角QGD

好 ケ パータ唖
2016年 7月 16日 (土 )～ 8月 31日 (水 )

9:00～ 18100
(■ 7月 19日～7月 22日 は10:00～ 17:00ま でです。)

夏季限定 遊んで泳げる巨大プールエリア。
流れるプールに大型のスライダーなど     | ‐

キッズから大人まで遊べる

プールがいつぱいです。

昨年登場しキッズに大人気の
“泡あわエリア"が今年も登場 !

※利用によつては、別途料金が

必要となります。

夏褪大
スペ ワde夏祭 り襲間中の土日

(:8月 11日 (本祝)～ 15□ (月 )tl開催します.)

開催場所 :イ ベ ン トスクエア

音楽と光と花火の共演、
夏の夜空に輝き響く

スペースワールドならではの、
花火エンターテイメントです。

※フリーパスは入園とアトラクシヨンとプールに
利用できます。

◎SPACE WORLD,INC
⑥2016 SUSUMU MATSUSHITA ENTERPRISE

「法人会員ラッキー・フアンクラブ」ページ
(https:〃www,spaceworid,co.jP/tfC)に

スペースワールドの受付で会員証を提出

畢
割引パスポートが購入できる

会員料金 通常価格

大人(中学生～59歳) 4,070円 4,630円

小学生 3,090円 3,490円
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L 出缶田

山□市仁保にある道の駅「仁保の郷」。とれたて新鮮

野菜が並ぶ直売所「仁保いろどり市Jが人気。毎月、

季節を感じる様々なイベントを開催し、訪れた人を

おもてなししています。毎月第4日 曜は、仁保の食材

を使つた試食イベント「マルシェ食堂Jと フリーマー

ケットを開催。

仁保の新鮮野菜がいつぱい !これから

の季節、桃やブ ドウもおすすめです。

直売所は17時 までなのでお早めに。

ブーランジェリー「まろん」には焼き

たてバ ンがズ ラ リ。山形食 バ ンが

人気。

何を最初に食べるのかによって、カロリーや栄

養の吸収が異なってくるため、太りにくい体に

なります。

●基本的な順番

①野菜類、②汁物、③タンパク質、④炭水化物の

順番を意識すると良いでしょう。

●タンパク質も順番を意識

豆や豆腐など植物性のものを先に、次に卵・魚・

肉を食べるようにしましょう。

●炭水化物は最後にとつておく

空腹時に炭水化物を食べると血糖値が上がり、

脂肪をつけやすい状態になるため、ご飯やノ(ン

は最後に食べます。

※順番を守つても、総摂取カロリーが多ければ

意味がありません。お菓子の食べ過ぎ、暴飲

暴食は控えましょう。

所 在 地/山□市仁保中郷1034

電   話′/083-929-0480

営業時間/8:30～ 18:30

休 業 B/水曜、12/31～ 1/2

URL/http7/www
nihonosato com

駐車場、トイレ、オス トメイ

ト、身障者用設備、レス トラ

ン、喫茶 ,軽食、物産売店、休

憩所、公園、電話、情報 コー

ナー、乳幼児用施設、ポス ト

道の駅「仁保の郷」

仁保産の米、芋、プ ドウで作 られた

日本酒「仁保の華 J、 芋焼酎「城山」、
r山 ロワインJ。

仁保 にある秋川牧園の牛乳 と卵を

使 つた「にほぶ りんJと バニラアイス

クリーム。

( 団 食べ方を変えてダイエット

少量の食事でも満腹感を得られれば、食べ過ぎ

の防止につながります。

●食前に食物繊維をたっぶり

食物繊維がたつぶり入つた寒天ゼリーを食前

に食べると、胃を満たし、満腹中枢を刺激 し

ます。食前のグリーンスムージーも効果的。

●よく噛んでゆつくり食事

満腹感を得られるまでに約20～30分かかる

ため、お腹が空いているときこそ、ゆつくり

噛んで食べましょう。食事の途中で箸を置く

のも有効です。

●油を適度に摂取

食事に油が極端に少ないと、

満腹感を得られません。1日

スプーン1杯の油を目安に食事

に取り入れましょう。
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