月号

9

ヒビコレうつのみや

見どころ

木陰も多く涼しい散歩

『 佐久山』
大
田
原

検索

田舎道の古民家キッチン

事前相談
毎日受付中!

ホームページ

御殿山公園

御菓子司

小島屋

勘兵衛饅頭 ￥110(税込)
住所／大田原市佐久山２０２４ TEL／0287-28-0038
営業時間／8時〜18時 月曜定休

6

フリードリンク

家族葬 のタクセル

雀 宮 宇都宮市雀の宮6-1-8

松 原 宇都宮市松原2-8-1

新 町 宇都宮市新町1-1-1

駒 生 宇都宮市駒生1359-36 ホームページ
下岡本 宇都宮市下岡本町4558-8

江曽島 宇都宮市江曽島1-14-14

0120-155-805

ヨコのカギ
解
答

※○には漢字が入ります。
1. 山折りを逆に折ると何折り？
2. 地球が温まること。地球○○○
3. コレのおかげで便利になりました
4. なかなか泣き止まないと寝不足に
5. 薬の調合に使った道具が語源
6. にぎりこぶしを別の言い方で
7. 溜○、吐○、寝○、○に入るのは？
1. 化学式はCO2、○○○炭素
2. これが多いとブラック、○○外労働
3. 羅生○、雷○、虎ノ○、○に入るのは？
4. この紋所が目に入らぬか
5. 主に手術をするのはここ
6. 船酔いには注意が必要、○釣り
7. 花言葉は「節制」宇都宮市の市花は？
8.「泳ぐ宝石」と呼ばれる種類もいる魚

※9月23日（秋分の日）OPEN

※356日24時間受付

1
1

26

3

4

5
4

6

5

8

2

3

7

7

黄色の□の文字を組み合わせて言葉を作ろう
■
ヒント
「みんなでやらなきゃ！」
運動

応募は
こちら
締切9/30

▶

今月のクロスワードプレゼントは、もったいない運動市民会議様より「マイボトル・親子マイバッグ・日めくりカレンダー」セットを5名様に！QRの応募ページからご応募ください。※申込締切9/30（金）まで

ヒビコレ クロスワード

タテのカギ

みんなでやらなきゃ
もったいない運動

028-632-2404

TEL.

ホームページ

9

月は
﹃もったいない月間﹄
です︒

宇都宮市旭1-1-5
（宇都宮市環境政策課内）

﹁ひと﹂﹁もの﹂﹁まち﹂を大 切にする宇 都 宮 市

市民会議

の
﹁もったいない運動﹂︒限りある資源を大切

宇都宮市もったいない運動

にし︑豊かな
﹁うつのみや﹂を次の世代に繋ぐ

地域で「もったいない運動」展開中!!

ために︑
一緒に実践しましょう︒

今なら年内に間に合う

ホームページ

ご自宅のリフォーム

ヒビコレうつのみや

ホームページ

費用面や︑もしものトラブルなど︑不安がいっ

すまいポート21 宇都宮本店

HIBIKORE
UTSUNOMIYA

ホームページ

ぱいの﹃リフォーム﹄もおまかせください︒信頼

秋のリフォームフェア開催中（9月1日〜）

できる複数社での相見積もりがとれるので︑安

ミラブルプラス
プレゼント

心して比較検討していただけます︒有資格者の

(10月31日まで)
100万円以上のご成約で

女性スタッフが完成までサポートします︒

TVCMで

028-616-1511

1855年創業。江戸時代から地元で親しまれ
てきた伝統の味の「勘兵衛饅頭」。丁寧に仕
込まれた自家製餡がポイントです。珍しい餡
子入りブッセなど洋菓子も販売しています。

住所／大田原市佐久山4328-58 TEL／0287-28-2226
営業時間／11時〜14時半(LO14時) 定休／火曜
※土日祝はご予約が出来ません 駐車場20台

話題沸騰！
！

TEL.

目の前にのどかな風景が広がる雰囲気バツ
グンの古民家キッチン。ハンバーグセットは
定番シチューなど5種類のソースから、デザー
トは＋200円で10種類の中から選べます。

菜胡野家(なごやか)

住所／大田原市佐久山4458-1
駐車場／ほほえみセンター前(約25台)

宇都宮市上戸祭2-1-30
営業時間：10時〜19時
定休日：水曜日

1,000円以上お買い上げの方に勘兵衛饅頭（1個）プレゼント

タクセルは現代の家族葬のあり方を独自

11月中旬から紅葉まつり
が開催され、ライトアップ
も幻想的。約80本のイロ
ハモミジは市の名木です。

ハンバーグセットご注文で、ミニデザートをサービス

浴室・シャワー

に追 求 することで︑安 さと良 質 なサービ

夏は木陰道で涼しく、秋は紅葉が綺麗です

ヒビコレ
持参で

スの双 方 を実 現しました︒大 切 な方との

ヒビコレ
持参で

お別 れの時 間 を︑家 族 葬にちょうどいい

親族控室

0

サイズでご自宅のようにゆっくり気兼ね

安置施設

洗濯洗剤プレゼント!
なく 過 ごせるよう ︑できるだけム ダなも

駐車場

24

ご来館いただいた方には

のは省 き︑本 当に必 要 なものと設 備にこ

設備一覧

家族葬のタクセル会員価格

（税込94,600円〜）

だわりました︒また﹁ 新しい生 活 様 式 ﹂に

唄子
唄子 72歳
72歳

私好みのねっとりした甘い餡
で、食後だったけどペロリと完
食♪孫達のお土産には抹茶の
ロールケーキを買ってきましたょ！

8.6万円〜
対 応しており︑皆さまの健 康と安 全の確

お友達から勧められて訪問し
ました。美味しくて大満足！ボ
リュームもあるので、ご飯の量
を少なめにして正解でした!

家族葬

保を最優先に実施しております︒︻会員登

礼子
礼子 44歳
44歳

佐久山っ子に愛される味

甘味どころ

録・完全無料 円︼入会金や積立金等の費

芝生広場や展望台もあり、
ちょうどよい広さで良い運
動になりました。紅葉の時
期にまた来てみたいなぁ。

今回は 礼子さんのお友達
のクチコミを頼りに、大田原
市の 佐久山を3人でドライ
ブ♪のどかな風景で、夏の
疲れを癒してきましたょ！

用も一切不要です︒

日出男
日出男 74歳
74歳

食べどころ

ヒビコレ家族の小さな旅

タクセルは宇都宮市内に 会館
365日 時間受付中

北版

家族のための新聞折込情報紙

ヒビコレうつのみや

水 14時〜15時
28日●

マイナポイントの
予約・申込み方法

開催前日までお申込受付中。※定員になり次第締め切らせて頂きます。
＊iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
TM and © 2020 Apple Inc. All rights reserved.

宇都宮市駒生町3364-2
営業時間：10時〜19時 定休日：第1水曜日

0800-700-1266

ケンタッキー
タマホーム

auショップ
待ち時間なし
宇都宮駒生
ご予約はこちら
大谷街道

※チラシ有効期限：2022年10月15日※掲載内容は、2022年9月18日
時点での情報です。※他の地域では実施していない場合がございます。

宇都宮環状線

ショップ宇都宮駒生

ヤマダ
電機

詳しくは店頭スタッフまで

健康を兼ねてお小遣い稼ぎ
①配達アルバイト
給与 70,000 円〜110,000 円

６０

時間：午前1:30〜午前4：30
休日：月4日

相続相談60分(初回)無料！
女性を含む7名の弁護士が、生前相談
や相続トラブルのお力になります！
弁護士法人

宇都宮東法律事務所

宇都宮市東宿郷4-1-20
山口ビル4階（駐車場あり）
予約受付:平日 9時〜18時

ホームページ

028-612-6070

TEL.028-622-5156

ホームページ

②集金パート
給与 30,000 円〜50,000 円

勤務日：毎月25日〜翌月10日
※①②ともに給料幅は件数によります。
※鹿沼店でも同時募集中

㈲宇賀神新聞店

宇都宮市上戸祭2-1-45
応募受付：月〜土/9時〜17時
問合せ

印刷工場みやもと

028-625-0870

検索

求人

元気なシニアさん活躍中！

TEL.

宇都宮市中戸祭1-4-5

新型コロナウイルス感染症防止

【発行】株式会社みやもと

夏 バテは 秋 風 と と も に

028-661-6617

TEL.

最大 ％オフ！
現品限りの大特価！

ホームページ

やってくる！

宝冠

マイナポータルの
活用方法

に伴う取り組みについて

ざいます

当 店は︑外 出 自 粛 要 請 解 除に伴い感

開催時間
約1時間程度

染症対策を行いながら通常営業を再

3名様

開 しております ︒今 後 も 感 染 症 対 策

各回
定員

貸出用
スマホ
ご

として︑
お客様へのマスクの着用とご

9月スマホ教室

来店日時の予約をお願い致します︒

不動産売却の相談は
元気に動ける今！

有限会社

宇都宮市海道町651-3
営業時間：9時〜17時半
定休日：火曜日

お墓・仏壇なら白沢街道沿いの宝冠へ！

白沢街道沿い、黄色い看板が目印!

﹁ 体がだるくて︑疲れが抜けない﹂﹁ 食 欲が出

その場でさらにお値引き致します！

60

石の特徴を最 大限に活かした高品 質な墓石

現品
限り

が最大なんと ％引きの特別価格に︒

ヒビコレうつのみや

※写真はイメージです

展示品値引きのため︑現品限りの早い者勝
※
ちになります︒
この機会にぜひご来店を！

HIBIKORE
UTSUNOMIYA

玄関ドアの交換
１日でリフォーム

宇都宮の日々を大切に暮らす家族の情報紙

玄関ドアが重たくて︑荷物を家に運ぶのもひ

028-656-6664

TEL.

と苦労 …
︒玄関リフォームに興味はあるけれ
ど大 がかりな工 事は時 間 もお金 もちょっと

ホームページ

難 しいと思っている方！今 ある玄 関 を活 か

したリフォームのご提案を致します︒

㈲リフォームカネダ

﹁施設に入所する前に︑
売却相談をしたい﹂

028-622-6146

ない﹂﹁やる気 が起 きない﹂そんな方に︑朝一

宇都宮市桜4-1-31
（店舗西側20ｍ先 P 有）
営業時間：9時〜18時
ホームページ
定休日：日曜日、祝日、第3月曜日

番の 若 甦 お 湯 割 りで １ 日 元 気 に 過 ごしま

くすりのミズイ

しょう︒毎週月曜の朝に無料試飲会を行って

月曜限定 無料試飲開催中！

TEL.

手すり・玄関スロープも施工可能

お客様の安心・安全を
お守りし、
スタッフ一同
ご来店を心より
お待ちしております。

水 14時〜15時
21日●

若甦内服液G
1本
660円（税込）
朝7時45分〜朝9時まで

展示品を表示価格より、

﹁遠方で管理出来ない実家︒
建物も売れる？﹂

売却相談を
一部ご紹介

相 続や施 設への入 所など

宇都宮市中河原町4-9
営業時間：平日 9時〜17時
日曜 9時〜12時

いざという時に
…

株式会社

います︒
まずはお試し下さい︒

028-625-7831

TEL.

宇都宮市下栗町578-3
営業時間：9時〜17時
定休日：日曜、祝日

平和不動産

健 康 状 況により売 買できない事も …
元 気な
うちに土地や家の価値を知るのが大切です︒

ホームページ

安心の無料査定。もちろん秘密厳守！

0120-886-779

眺め楽しむランチ付！

宇都宮市大通り1-3-16
営業時間：平日 8時半〜17時
（土曜 12時迄）※日曜日定休

空き地

3

日帰り人間ドック

宇都宮記念病院
総合健診センター

当院ではお食事付きの人間

社会医療法人中山会

ドックをご提案︒検診後︑日

41,800 円（税込）お食事付き！

※健康保険組合等により料金が異なります。
※直前の予約もＯＫ！まずお問合せを！

光連山や市内を一望できる

人間ドック基本コース（1日）

12

階 レス ト ラ ンで ︑ラン チ

※10/30
（日）
、
11/27
（日）
も実施
（事前予約制）

を楽しみませんか？

宇都宮市がん検診・人間ドック

極上の旨さを味わえる
お得な 点盛りセット

0289-60-7530

TEL.

!!

食べた時﹁やわらかく︑
とろけるような旨さ﹂
を

鹿沼市西茂呂3-52-13
営業時間：11時〜15時(L.O14時半）EPARK
17時〜22時半(L.O22時）※不定休

感 じられる﹃ おおつかのお 肉 ﹄︒和 牛の 王 様の

焼肉おおつか鹿沼店

サーロインをはじめ︑深い味わいの上質な赤身

4,800

と霜 降りのバランスの良い部 位セットをご用

かぬま和牛ぜいたく盛り 【特別価格】(1〜2人前)
（特上サーロイン、上ロース、上カルビ）
円(税込)

意しました︒
限定品のため︑
どうぞお早めに

生産者 JAかみつが
谷田部 明氏

空き家

