


TEL.024-932-8787 FAX.024-939-7520
郡山市八山田5-12 メインビル八山田

   9：00～18：00　  日祝　http://kubota-f.com
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内環状線㍿ 久保田不動産
日本賃貸管理協会会員・全国宅地建物取引業協会会員

福島県知事（7）第20508号

☆富久山町・八山田の物件をメインに管理しています

休営

★印の物件は当社で直接ご契約頂くと仲介手数料O円です。
●防犯上、鍵は入替前にボックスごと新品に交換しています。
● 当社の管理アパートは全て入居される方が変わるごとに、
　ハウスクリーニングと室内完全消毒を行っています。

当社で直接ご契約の方には
ミニストップファストフード無料券と
おそうじスリッパをプレゼント！

富久山町久保田
1LDK（和6、LDK12.26）★

追焚・ガスファンヒーター付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・ガスファンヒー
ター・BS・モニター付インターホン

48,000円
家賃
月額 ベランダ広め

富田東3丁目
　2LDK（洋5、洋5.6、LDK12）★

洋室のみ

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
●  給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプード
レッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・BS

67,000円
家賃
月額 ベランダ広め

八山田2丁目
2DK（和6、洋6、DK6）★
追焚・ガスコンロ付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・ガスコンロ・
モニター付インターホン・暖房便座・BS

46,000円
家賃
月額 TVホン付

今なら礼金サービス＆仲介手数料ナシ！
お家賃、ご相談ください。 ホームページはこちら

富久山町久保田
1K（洋11.2、K4.3）★

モニター付インターホン

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 給湯 ･ シャワー・エアコン・シャンプード
レッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・BS

47,000円
家賃
月額 洋室広々11帖

富久山町久保田
2DK（和6、洋7.5、DK6）★
2F角部屋・追焚付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・BS・ガスファンヒーター

52,000円
家賃
月額 コンビニ近く

八山田3丁目
　   2LDK（和7、洋6.5、LDK11.6）★
アクセントクロス・追焚付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
●  追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・トランクルーム・BS

55,000円
家賃
月額 1F

八山田3丁目
2DK（洋6×2、DK5.5）★

 　　ペット可・アクセントクロス

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
●  追焚給湯 ･シャワー・エアコン・洗浄便座・
モニター付インターホン・BS・カードキー・
2F角部屋

55,000円
家賃
月額 洋室のみ

ペット可

富田東5丁目
        2LDK（洋5.5、洋5.6、LDK7.8）★

ペット飼育専用物件

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・システムキッチン・BS

65,000円
家賃
月額 公園近く

ペット可
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

笹の川 福島一辛口
「 いち 」（720ml） 1本

笹の川 福島一辛口「いち」は、復
興庁「ハンズオン支援事業」でデザ
イン化。福島県内で一番辛口の日本
酒。ロック推奨、燗ツケ厳禁。キレ
がある大辛口の味わいが評判。
提供／笹の川酒造

1

ELT 024-945-0261

＜1名＞

欧風バルde PETIT GREEN 「金券
1,000円」※ディナータイムのみ利用可

欧州三ツ星レストラン出身シェフに
よる、カジュアルイタリアンとフレ
ンチの店「PETIT GREEN」。ワイン
も市内屈指の品揃え。月曜から木曜
の平日夜のみ利用可。要予約。
提供／欧風バルde PETITGREEN（プチグリーン）

2

ELT 024-934-8899

＜ペア3組＞

加藤菜々子CD「Roma
nce」

ヴァイオリン・加藤菜々子、ピアノ・
小池美奈の演奏によるCD。曲目は、
愛の挨拶、タイスの瞑想曲、ロマン
ス第2番、カヴァレリア・ルスティ
カーナより間奏曲。
提供／加藤菜々子後援会

3
＜2名＞

カーコーティング「アーク
バリア21」新車2万円優待

ガラス100％のカーコーティング
「アークバリア21」は10年保証。洗
車機で洗うだけで、車はピカピカに。
通常価格より2万円優待。（新車限定
となります）
提供／タキタ自工

4

ELT 024-958-2316

＜3名＞
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

上品に夏の食欲刺激する
季節限定「夏野菜らーメン」
ビタミンミネラル豊富な「夏野菜らーメン」
が今季新発売。あっさり塩味スープに、夏
野菜のオクラ、トマト、コーン、もやし、キャ
ベツが入り、フルーティーさが増す生搾りレ
モンや、本場の辛さに感激する熊本県直
送柚子胡椒で味わいの変化を楽しもう。西
ノ内店でのみ夏季限定発売。　 ▲西ノ内店限定「夏野菜らーメン」（795円税別）

あさくさらーメン西ノ内店
ELT 024-921-7088

【住所】郡山市西ノ内1-2-2K’ｓガーデン1F
【営業】 11：30～LO15：00、17：00～LO19：30  

※材料なくなり次第終了
【休】金　【P】有（50台）
【URL】http://www.kknet.com/asakusa.ra-men/

野﨑洋光さんが絶賛
「柏屋の大福」
福島県出身「分とく山」総料理長の野﨑
洋光さんが「さすが！」と絶賛する「柏屋
の大福」。北海道産の赤えんどう豆を使用
した「まめ大福」、滑らかなこしあんの「大
福」、柔らかい新芽のよもぎを使用した「よ
もぎ大福」の3種が好評発売中。お求めは、
開成柏屋か最寄りの柏屋各店まで。 ▲3種類ある「柏屋の大福」は、各税込140円

開成柏屋
ELT 024-922-5533

【住所】郡山市朝日1-13-5
【営業】9：00～19：00
【休】無　【P】有（43台）
【URL】https://www.usukawa.co.jp/

この夏のスタミナ作りは
玉藻の「うな重」で
各種宴会をはじめ、食事会、法事などに気
軽に利用できる。今月のおすすめは「うな
重」3,200円（税別）。この夏のスタミナ
作りにうなぎを味わいたい。そばとセットの「ミ
ニうな丼セット」2,280円（税別）も人気。
また「会席コース」は、料理3,000円（税
別）より予約受付中。 ▲この夏は、玉藻の「うな重」3,200円（税別）で

和風レストラン玉藻
ELT 024-925-5455

【住所】郡山市富久山町八山田経堂65-1
【営業】 11：00～15：00　17：00～LO19：45 

土日祝11：00～LO19：45
【休】水　【P】有（30台）
【URL】http://www.kknet.com/tamamo/
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

炉端　ばんざい

新鮮魚介の刺身やフライに焼魚、小粋な酒肴の
数々が揃う「炉端ばんざい」。旬の食材を、カウン
ター越しに焼き上げる「炉端焼き」をはじめ、新鮮
野菜に肉の旨味が乗った「野菜巻き串」にも定評
あり。福島県の上質な地酒との相性も格別。

℡024-983-9755
 郡山市大町1-2-14初瀬ビル1F
 17：30～24：00　金土祝前日17：30～25：00 ※LOは30分前
 無　  無

⬆新鮮魚介の刺身やフライに、福島県地酒との相性は格別

●宴会プラン
　料理+120分飲み放題付き　4,000円
　料理+120分飲み放題付き　4,500円
　料理+120分飲み放題付き　5,000円

●野菜巻き串（焼き・蒸し）各種280円（税別）～

個室も完備。宴会、接待にも最
適。最大宴会は50名まで対応

おすすめメニュー
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懐かしいのに新しい
新感覚の炉端焼き店

居酒屋　花月 

暑い季節は、まずはトリカラとハイボールの間
違いない組み合わせで乾杯！花月のトリカラは、
さっぱりジューシーな「甘酢 とり唐みぞれ」380
円（税別）、さっぱりガッツリ「自家製中華ダレ 中
華風とり唐」480円（税別）などから選べる。

℡024-932-9060
 郡山市駅前2-8-20
 17：00～24：00、火17：00～22：00
 日　  無

⬆ハイボールと好相性のトリカラ。あなたは甘酢派？中華派？

●宴会コース4,500円 刺身盛り合わせ他7品+2時間飲み放題付き
●宴会コース5,000円 刺身盛り合わせ他8品+2時間飲み放題付き
※5,000円以上のコースはオリジナルカクテルも飲み放題
●〆に最適！　そば　418円～
●ビームハイボール　418円

〆の黒いカレーシリーズも人気
おすすめメニュー
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さっぱりジューシー♪
花月の選べるトリカラ

酒楽菜彩 天くう 

ベテラン板長が、美しい盛り付けと最高の調理で
提供する和食と、目の前で揚げる天ぷらを楽しめ
る。夏の宴会プランは、ひと品ひと品丹念に調理さ
れた季節を彩る「会席コース」と自慢の天ぷらを主
体とした「天くうコース」、料理のみプランもあり。

℡024-973-5558
 郡山市大町1-4-3ワタナベビル1階
 11：30～14：00（LO13：30）　17：00～22：00（LO21：30）
 日（祝日の場合翌日）　  無

⬆季節の和食を、華やかな盛り付けで気分を盛り上げてくれる

●料理長おすすめ会席コース・飲み物別　7,000円（税別）
●料理長おすすめ会席コース・飲み物別　5,000円（税別）

●会席コース　　飲み放題込　6,000円（税込）
●天くうコース　飲み放題込　5,000円（税込）
<昼会食・接待に最適>　●天くう膳　2,700円（税別）
●月替わり4,000円（税別）コース（要予約・2名様より）

純和風な雰囲気の店内。宴会
に最適な個室、半個室席あり

おすすめメニュー
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純和風な雰囲気の中、
旬を彩る美食を堪能



（4）2020年6月25日

夏もやっぱり、ラーメンの季節。編集室おすすめのラーメン情報を紹介。夏もやっぱり、ラーメンの季節。編集室おすすめのラーメン情報を紹介。
夏季限定メニューにも注目。さらに、もう一品のおすすめメニューも見逃せない。夏季限定メニューにも注目。さらに、もう一品のおすすめメニューも見逃せない。

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

野菜がたっぷり
タンメンの専門店 

タンメン　800円　

柔らかいキャベツをはじめ、健
康的な野菜がたっぷり入ったタ
ンメンの専門店。自家製の餃子
（300円）と一緒に味わいたい。

郡山市菜根3-12-12
024-938-1421
11：00～LO20：00
無
有（15台）
http://daisangen-gyoza.com

住所

TEL

営業

定休

P

URL

餃子とタンメンの店　大三元 

●

●

●

★ セブンイレブン

ホワイト
歯科

郡山第三
中学校

R49

静御前通り

P
この夏におすすめの一杯。「タンメン」に好みで、大三元
の自家製ラー油と酢をかけて、「サンラー風タンメン」が
味わえる。

サンラー風
タンメン
800円

この夏味わいたい

夏らしい特別な一杯 !!
しおスペシャルレモン

しおスペシャル 950円（税別）+生搾りレモン 67円（税別）

まろやかな味わいに具材がほの
かに香る、トッピング全部入り
「しおスペシャル」に、生搾りレモ
ンを加えた、さわやかな夏味。

 あさくさらーメン西ノ内店

●

●

●

●
●

●

龍宮城

あさか開成高校

うねめ通り

ファミリー
マート
ファミリー
マート

太田西ノ内
病院
太田西ノ内
病院 シミズ

ストア

セブンイレブン

★

郡山市西ノ内1-2-2　K’Sガーデン1F
024-921-7088
 11：30～LO15：00　17：00～LO19：30 
※材料なくなり次第終了
金   　  有（50台）
http://www.kknet.com/asakusa.ra-men/

住所

TEL

営業

営業

定休

URL

P

みそ冷し
らーメン
760円（税別）

秘伝の自家製味噌ダレを絡めながら食べる、秘伝の自家製味噌ダレを絡めながら食べる、
あさくさの夏季限定名物メニュー。お好みであさくさの夏季限定名物メニュー。お好みで
同店の自家製ラー油をかけて召し上がれ。同店の自家製ラー油をかけて召し上がれ。

夏限定

冷たい漆黒スープ
冷製“郡山ブラック”

冷しブラックしょうゆ　830円

旨味凝縮した冷たいスープに、
たまり醤油と地醤油をブレンド
した冷製 “ 郡山ブラック ”。2
種のチャーシュー、仙台麩入り。
郡山市小原田4-9-7       無
11:30～15:00（LO14:30）、　　
土日祝11:30～15:00（LO14:40） 
無 ※臨時休業の場合あり
有（9台）
http://wasabi-dining.com/

住所

営業

営業

定休

P

URL

古民家ラーメン わさび 

東
北
本
線

至
東
部
幹
線

●

●

●

●

●

ファミリー
マート

●啓徳接骨院

中国料理
カレント

小原田小

髪座美容室

小原田
郵便局

★
さっぱりピリ辛で、ナッツで食感と香ばしさも重ね
た濃厚胡麻ダレが味わい深い冷製担々麺。透明な器
で見た目も涼やか。暑い季節に最適な夏限定麺。

冷し担々麺
850円

夏限定

TEL



安積町「昼ふろや」
夏限定ラーメン

麻婆豆ふの黒支那（冷たい麺の汁なし）　1,000円
※仕込みの都合上提供できない日もあり

ピリ辛な味わいが食欲を刺激す
る一杯。冷たい多加水平打ち手も
み麺に、麻婆豆ふを豪快に盛っ
た、食べ応えある辛旨ぶっかけ。
郡山市安積町荒井林の越1-7
024-946-2122
11：30～13：50
※材料がなくなり次第終了
土日祝 ※土日祝も営業する場合あり。詳しくはお店の公式Twitter
有（12台）

住所

TEL

営業

定休

定休

P
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●

●

●

● ●

●

セブン
イレブン

セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン

郡山国道
事務所 ローソン

ヨーク
ベニマル三万石

郡山南インター線

内
環
状
線

長沼
街道

★
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

土鍋に盛られて提供される「プレミアム冷や
し中華」。多彩な旬の具材もたっぷりトッピ
ング。麺は多加水平打ち手もみ麺。

プレミアム
冷やし中華
1,000円
※仕込みの都合上
提供できない日もあり

夏限定

2層スープの
醤油味専門店 

ラーメン 700円

2層スープのため、味の変化が
楽しめる醤油ラーメン。自家製
チャーシュー、平打ちぢれ麺が
自慢！
田村市船引町春山字赤間田34-1
0247-82-2980
11：00～14：30　17：00～20：00 
※材料がなくなり次第終了
火11：00～13：30
無　　　有（50台）

住所

TEL

営業

定休

　　丸信ラーメン 船引店 

● ●
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船引三春IC
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R288
●

磐越自動車道
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船
引
駅
前

至
三
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町

至
三
春
町

★

船引

P
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塩ラーメン
700円

醤油ラーメン専門店の「塩ラーメン」。特製
塩ダレの深い旨味に、平打ちぢれ麺が絡み、
たっぷりのニラと胡麻も香る。

さっぱり夏の一杯

ラーメン通をうならす
しょうゆラーメン 

トクちゃんらーめん　750円

ご主人の小島さんがラーメン作
りにこだわる「正統派しょうゆ
らーめん」。コシのある手打ち
麺とコクのあるスープが自慢。
郡山市桑野1-25-9
024-925-3390
11：00～19：00
火（祝日の場合は翌日）
有（18台）
http://tokuchan-rahmen.jp/

住所

TEL

営業

定休

P

URL

手打中華　トクちゃんらーめん

開成山公園
●

スズキ写真館

●

さくら通り

Ｒ
49

●

開成山大神宮

郡山
女子大学

坦々風
冷しラーメン
1,000円

夏限定

秘伝のゴマだれスープとラー油の相性が抜秘伝のゴマだれスープとラー油の相性が抜
群。トクちゃんおすすめの夏の味。9月頃ま群。トクちゃんおすすめの夏の味。9月頃ま
で味わえる。 特製冷し中華（900円）もある。で味わえる。 特製冷し中華（900円）もある。



※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

(6)2020年6月25日

昔懐かしい中華そばとおつまみ満載の店。
90分飲み放題1,200円（税別）も連日好評

手打ち手切り麺が自慢の「平八朗」に、
「ざるラーメン」今季新登場。夜9時まで提供。

「手打中華 トクちゃんらーめん 須賀川店」が
須賀川市森宿狐石にオープン

目的に合わせた多彩なカリキュラムを用意。
「KATEKYO学院」“1対1の夏期講習”受付中

ラジオ福島・毎週日曜の朝10時からは、
手塚伸一アナとCarya（カーヤ）で送る「SUNKIN」！

「中華そばおつまみ日の出軒静町
店」がオープン。昼は昔懐かしい
中華そばと、半炒飯や丼とのセット
メニューを主力に、夕方からは豊富
なおつまみを揃え、飲んで・つまん
で・中華そばでシメるラーメン居酒
屋。連日好評の飲み放題は90分
1,200円（税別）。営業は、平日
11時30分から14時30分、17時
30分から22時30分。土日祝は通
し営業。いずれもラストオーダー
10分前。写真は「中華そば」

480円（税別）と名物「おつまミート」590円（税別）、「生ビール」490円（税別）。

手打ち手切り麺が自慢の「平八朗」
（郡山市大町）に、「ざるラーメン」
800円が今季新登場、17時から
21時まで限定提供中。店主が
40年以上打ち続けている自慢の
麺は、麺帯を太い竹で打ち、伸ば
し、4種類の太さに手切りした麺を
茹で上げ、冷水でしめる。コシと
なめらかな舌触りに小麦が香る渾
身の麺。甘目のつゆは、好みでラー
油やコショウでカスタマイズしても
OK。ビール、餃子でちょい飲みし

つつ、暑い季節に最適な冷たい麺でシメ。

「手打中華 トクちゃんらーめん 須
賀川店」(須賀川市森宿狐石
127-22)が、オープンした。店長
の石井さんは、郡山の本店の小
島さんのもとで修業した。定番人
気の「トクちゃんらーめん」（750円）
をはじめ、「手打ちワンタン麺」
（1,000円）、「究極の塩ラーメン・
四季の風」（800円）や「熟成
味噌らーめん」（800円）などが
味わえる。夏季限定の「特製冷
やし中華」（900円）は、この夏

おすすめの味わいだ。

ラジオ福島・毎週日曜の朝10時
～13時まで好評放送中の「SUN
KIN(サンキン)」。手塚伸一アナ
ウンサーと、アシスタントでシンガー
ソングライターのCarya(カーヤ)、
そして地元アーティストをゲストに迎
える「笑い」と「音楽」の3時間。
生ライブや番組オリジナル音楽ラ
ンキングの紹介、Carya主役のコー
ナーや予測不能なチャレンジコー
ナーもあり。元気いっぱいなサンキ
ンに応援メッセージを！メールは、

king@rfc.jpまで。

 中華そばおつまみ 日の出軒 静町店
 024-952-0303

 らーめん酒房　平八朗
 024-933-9161

 手打中華　トクちゃんらーめん　須賀川店　　 0248-94-7899
 http://tokuchan-rahmen.jp/

 ラジオ福島　　 024-535-3333
 http://www.rfc.jp

現在の学力と目標レベルとの差を埋める、オー
ダーメイドの「完全個別カリキュラム」に定評
のある「KATEKYO学院」では、“1対1の夏
期講習”を受付中。「東北大学突破コース」、
「安積高校2年生コース」、「推薦・小論文コー
ス」など、目的に合わせた多彩なカリキュラム
を用意している。受講前に個別面談・教育相
談を実施。一人ひとりの課題を把握し、目標
設定を行ったうえで、授業を開始する。教育相
談は完全予約制。詳しくは問い合わせを。

 KATEKYO学院
 024-935-4488
 https://katekyo-fukushima.com/



※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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私 は５月25日で今の会社に入社し、満10年
経った。激動の10年間だった。辞めていっ

た人も多数いる。 （山陰リスナー）

辞める人が多い中、10年も続けられること
はスゴイことです！！これからも頑張って

ください！！

コ ロナで休業していたお店が再会してきたか
ら少しでも売り上げの協力になればと思

い、食事に行くようにしています。 （ハム太郎）

ハム太郎さん！とても素晴らしいです！！
みんなで飲食店を応援しましょう！！

６月号のぽるたーたレシピでチャーハンを作
りました。材料の中で、香味ペースト24㎝

の所が笑えました（^U^） （175）

大量に入れれば、深みが出て美味しいとい
うことなんでしょうか（笑）

私 の大好きなドラマが再放送していて、また
ハマっています。眠いはずなのに仕事もが

んばれます。 （さおりん）

コロナは有り難くないですが、その影響で
ドラマの再放送が多いです。懐かしくてま

た見ちゃいますよね（笑）

最 近は休日に妻と、YouTubeで芸人「すゑひ
ろがりず」が実況している「あつまれ どう

ぶつの森」にハマっています。タイトルも「集
え！！けもの共の藪」と変えたり、雑草を集めて
よもぎ茶を作ると言ったりして、とても楽しく見
ています。 （トモ）

最近芸能界の方のゲーム実況が増えてきま
したよね。僕も実況が面白くてついつい見

ちゃいます♪

朝 ドラの影響もあって、古関裕而さんのファ
ンになりました。「高原列車は行く」を聞く

と、楽しい気持ちになります。生涯で5000曲も
作曲したというのだからすごい人ですね。

（きくこ）

5000曲！？スゴイですね！しかも楽器は使
わず頭の中で作曲できるなんて、やはり天

才ですね♪

教えてください

食 材宅配サービスやっている方、よかったら
教えてください。 （さち）

犬 を飼い始めたのですが、動物病院がわから
ないので、おすすめの動物病院があれば教

えてほしいです。 （トマト好き）

パ タパタとチェーンのラーメン店が近所に
オープンして夏の誘惑がやばいっす。ダイ

エットの敵だ！（笑） （チュータ）

運動することを前提に、誘惑に乗っちゃい
ましょう！

私 の夫は楽器を売っていますが、コロナ禍で
売上が落ちています。夫は「こんなときは

音楽は必要性がなくなるんだ」と落ち込んでいま
すが、私はみんな音楽で癒やされることがあると
思います。頑張れ夫！！ （あったこぎしょ）

おっしゃる通りです！癒しまたは人を元気
にさせる力があると思います。なんとか今

を耐えて頑張ってください！！

夏 の甲子園、地区の夏祭りもコロナで中止に
なってしまいました。また楽しみがなく

なってしまい淋しい。今年の子供たちの夏休みは
どうなるのでしょうね。家族旅行も計画できずに
います。 （あき。）

勉強も大切ですから夏休みの日数も減って
しまいますよね。コロナの影響には参りま

すね（泣）

数 カ月前に健康診断のため、６㎏痩せます宣
言したものです。結果を発表します。２㎏

減にとどまりました。言い訳ですが、コロナのせ
いでかなりストレスがたまり酒量が増えました。
今後もコツコツダイエットに取り組んでまいりま
す！ （WM）

コロナのせいじゃ仕方ないですね（笑）で
もマイナス２㎏は素晴らしい♪

外 出を控え、家で過ごす日々が続いています
が、人との繋がりが恋しく思われ、改めて

皆と繋がって生きていけることの有り難さを実感
しています。 （ピーちゃん）

おっしゃる通りです！人との繋がりは大事
ですね！

ＧWは、家でガラス磨きや不用品の処分etc…。
家がすっきりしました。 （ひで）

外に出れない分、時間がたっぷりありまし
たよね。普段できないことが出来て結果オー

ライ♪

今 年ももう半分過ぎようとしている…。今年
まだ一回も飲みに行ってなーい（＞へ＜）

早くコロナ落ち着いて欲しいー！！美味しいお酒
飲みたい。美味しいの食べたい！！

（コロナ太り）

コロナ対策をして外食を楽しみましょ
う！！

ひとりもの申す

コ ロナよ去れ～～～！！早く安心の日常を取
り戻したい。 （今は母）

緊急事態宣言が解除はされましたが、油断
は禁物ですね。早く有効なワクチンが開発

されることを望みます。

（昔の人）

アマビエかっこうのコウちゃんバージョン
ですね（笑）コロナ退散！！

暑 いのが苦手な自分は、冬の方が良いなぁ～
と、毎年思います。 （ミラーストン）

逆に私は冷え性なので、夏の方が良いです。
でもいざ夏が来るとエアコンがんがん使用

するので、大して変わらなかったりします（笑）

公 共の乗り物のマナーが悪い人が多い。私が
電車から降りるのを待たずに乗り込もうと

するそこの女子高生！！思わず「待ってよォー」っ
て小声で囁いてるんだぞーっ！！

（うっかりみ～）

確かにマナーの悪い人いますね。思いやり
を持って行動してほしいものです！

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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「 神戸ワールドビュッフェ」と書いたつもり
が「神戸ワールドブッフェ」と書いたこと

です。それを見た妻が大笑いしてました。
（トモ）

会 社の人に個人的にLINEを送ろうとしたら、
会社のグループLINEの方に送ってしまった

（汗）しかも社長にも送ってしまった（汗）LINE
を始めて日が浅いので…仕方ないかなぁ（笑）次
は気を付けたいです（笑）皆さんご注意を。

（LINE初心者）

団 体ツアーに出かけたときのこと。まだ目的
地にも着いていないのに、休憩のサービス

エリアでみごとに靴底がはがれてしまいました
…。出かけようとしたとき、天気が崩れてきそう
だったので濡れても大丈夫そうなものを、と予定
外の靴を履いてしまったのが原因です。左右とも
みごとに靴底がはがれ、まるで懐かしの［おぼっ
ちゃまくん］のびんぼっちゃまの靴（見た目は普
通の靴なのに実は靴底がなく、裸足。）！になっ
てしまいました。恥ずかしく不安で悲しい一日を
すごしました。 （える）

次回のテーマ

皆伝スペシャルテーマは、「私の○○愛！」です。
楽しい投稿をお待ちしてまーす。

赤ちゃん＆ペット写真募集！

我が家の赤ちゃんorペットが宇宙一かわいい！！
そんな自慢の赤ちゃんorペット写真を募集中。み
な伝投稿フォームでのみの募集となります。ホー
ムページかQRコードから投稿してね。郵送での
写真投稿はご遠慮願います。かわいい写真をお待
ちしております♪

デ ートの時、急いでたせいか洋服を逆に着て
いって途中で気付きましたが、直せず最後

まで逆で着ていました。 （トマト）

人 違いをしているのに気付かず、話しかけ続
けてしまったこと。 （ピーちゃん）

お 酒を飲むと顔が赤くなるので、なるべく外
ではあまり飲まないようにしてますが、た

まに飲んで真っ赤になってます。 （H.M）

小 学生の頃、映画を見に行きました。確か駅
前大通りにあった地下に下りて行く映画館

でした。その下りる階段ですべって上から下まで
転がった。一緒にいた友達は大爆笑でした。今で
もその友達に会うと転んだ話になります。

（すってんころりん）

毎 日楽しく明るく生きているので、恥ずかし
いことが見つかりません。ポジティブに生

きる。 （ハム太郎）

車 を買うのにお店で相談をしている時、なぜ
か居眠りをしてしまった。 （ひで）

中 学生時代、予定されていた避難訓練で、皆
がカバンに何も入れないで校庭へ避難して

いたのに、私ったらお昼前で黒いランチジャーを
持っていた。それも一番前に並ばされて、男子ク
ラスメートにかなりいじられてしまった。 （デメ）

結 婚式に出席した時、トイレから出た後、ス
カートが引っかかって大変なことになり、

びっくりしました。 （はーちゃん）

小 ４の頃、私は左右全く違う靴を履いて登校
してしまった。何でそうなってしまったの

か未だに不明である。わざとでないのは確かであ
る。 （山陰リスナー）

み んなで旅行に行った時、生ものが食べれず、
ひとり漬物でご飯を食べてました。 （みや）

山 ほどあります。同時に恥かしいことを思い
出すと、人に笑われたことも思い出してし

まいます。自分が失敗したしないに関係なく、バ
カにされて笑われたことを思い出してしまうので
す。そのため、忘れたくても忘れられなくなって
いて。 （のろあ）

目 が悪い私。街中で向こうから友人が来たと
思いあいさつしたら別人でした。

（さおりん）

子 供をスーパーの駐車場でチャイルドシート
に乗せる際、「あ～可愛い！！可愛い

ね！！」と言いながらほっぺをなでなでしていた
ら、「サイフ落ちてますよ」と親切なオジサマに
声をかけられました。絶対聞かれてました…。

（ぴぴ）

教えます

６月号のクローバーさんへ。お顔剃り、女性
専用ですが安積のセブンイレブン近くのエ

ステバーバー石橋、オススメです。お肌がつるつ
るになります。 （ぴぴ）

おすすめのかかりつけ医

堂 前の渡辺歯科医院さんは、先生が良く説明
してくれます。そして、きちんと治療して

もらえます。そして、歯科衛生士さんがとっても
明るく、とてもよい雰囲気です。 （デメ）

今までで一番恥ずかしかった出来事

高 校生の時、友人との話しに夢中になり、下
のエスカレーターをしばらく上り続け、全

く上がらない時にハッ！とし、周りの冷たい視線
に恥ずかしくて走って逃げました。 （今は母）

街 中を歩いている時、看板に頭を強打した。
周りには誰もいなかったけど、ついキョロ

キョロした。 （ミラーストン）

今 までの人生で、たぶん５回くらいやってる。
スカートの後ろの裾がパンツに挟まったま

んまで、お尻丸出しで歩いてて「奥さん、後ろス
カートめくり上がってますよ」って囁かれたコト。

（WM）

子 供のころ、ふざけてて眉毛を全どりにー。
ランドセル忘れて登校（天然）。 （M）

お 蕎麦を食べに行きました。「○○っていう
店が有名らしいよ」と言ったら「ここがそ

の店だけど…」と言われ、赤面。店名をよく確認
せず恥ずかしい思いをしました。 （バラ）

ト イレに行った後、後ろのスカートがきちん
と下りてなく、パンツが見えていたこと。

（さち）

何 も障害物のないところで豪快に転んでしま
い、バックの中身が散乱し、周りの人に助

けていただきました。思い出すたびに、ありがた
いやら恥ずかしいやら…。 （モリクマ）

「 ねぇ」と話しかけたら、全然知らない人だっ
た。 （はなこ）

会 社の廊下でオナラをしたら…思ったより大
きくてブゥー！と響いて…ギョッとしたら

後ろから足音がするんです。これは聞かれたと冷
や汗が…。 （ねこったま）

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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http://www.koriyama.net

パソコンや
タブレットからも
楽々物件探し♪

郡山住まい情報のホームページがリニューアル！

福島県知事免許（4）第2281号　（有）アースライフ
郡山市神明町7-5
℡024-925-6400
℻024-925-6401

【営業時間】9：00～18：00
（土日祝9：00～17：00）
【定休日】無

http://www.earth-life.jp　　e-life@viola.ocn.ne.jp

福島県知事免許(2)第3040号　オルセープラン(株)
郡山市虎丸町16-2
℡024-991-9101
℻024-991-9102

【営業時間】9：30～18：30
【定休日】日

https://www.athome.co.jp/ahsd/orsayplan.html　orsay@snow.ocn.ne.jp

福島県知事免許(5)第2095号　（有）天野中央不動産
郡山市咲田1-2-1
℡024-938-8503
℻024-938-8519

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝

http://ww5.et.tiki.ne.jp/̃amano/　　amano@mx5.et.tiki.ne.jp

福島県知事免許(11)第20259号　（有）開成土地建物
郡山市駅前1-15-5
℡024-933-0202
℻024-933-0776

【営業時間】9：00～18：00
（日祝10：00～17：00）
【定休日】祝日の月曜

http://kaiseitochi.es-ws.jp/　　kaisei-masateru@if-n.ne.jp

福島県知事免許（7）第20508号　(株)久保田不動産
郡山市八山田5-12
メインビル八山田
℡024-932-8787
℻024-939-7520

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝（2・3月は無休）

http://www.kubota-f.com/

福島県知事免許（9）第20345号　キシモトコーポレーション
郡山市富田東1-28
℡024-922-5560
℻024-924-1177

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】土日祝

arigato@moche.ocn.ne.jp

福島県知事免許（4）第2372号　（有）コナンリアルエステート
郡山市鶴見坦1-9-25
クレールアヴェニューC号
℡024-922-6500
℻024-922-5058

【営業時間】9：00～18：30
【定休日】日祝（予約あれば営業）

http://www.konan-f.com　　info@konan-f.com

福島県知事免許（8）第20473号　（有）郡山企画開発
郡山市香久池2-6-1
第一マル宗ビル1F
℡024-932-8088
℻024-932-8071

【営業時間】9：00～17：30
【定休日】日祝、第2・3土

http://kikaku5050.co.jp/　　info@kikaku5050.co.jp

福島県知事免許（6）第1803号　（有）郡山住宅情報
郡山市大町1-3-16
℡024-935-5055
℻024-935-0155

【営業時間】9：30～18：30
【定休日】日

http://www.kjj.co.jp　　info@kjj.co.jp

福島県知事免許（4）第2307号　さくら信宅
郡山市虎丸町9-17
℡024-923-3050
℻024-923-3050

【営業時間】10：00～18：00
【定休日】火・第2・4土・祝日

http://sakurashintaku.hp.infoseek.co.jp　　sakushin@yahoo.co.jp

福島県知事免許（1）第3278号　サークルワン（株）
郡山市谷地本町6
℡024-961-5758
℻024-961-5759

【営業時間】9：00～19：00
【定休日】無

circle777555＠yahoo.co.jp

「優良物件提供会員店」紹介

QRコードで簡単アクセス

スマホ
からも

楽々

物件探
し♪

t

！

セス

物

ス

月極Parking情報掲載中。スマホ・パソコンから楽々チェック。

駐車場を探している人も注目！
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福島県知事免許（13）第20083号　（株）第一地所
郡山市桑野1-25-9
アートビルパートⅡ1F
℡024-934-0340
℻024-934-3444

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝

http://www.e-daiichijisyo.co.jp/　　info@e-daiichijisyo.co.jp

福島県知事免許（5）第2156号　（有）フクト企画
郡山市島1-14-12
℡024-936-7160
℻024-923-8551

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝

福島県知事免許(3)第2533号　（株）誠和住建
郡山市横塚3-13-1
℡024-983-1291
℻024-944-8833

【営業時間】9：30～19：00 
【定休日】日

http://www.zennichi.net/m/seiwazyuuken/

福島県知事免許（10）第20087号　西武エステートシステム(株) 
郡山市桑野2-3-14
℡024-921-3333
℻024-939-7190

【営業時間】9：00～18：00
（日～17：00）
【定休日】祝日

http://www.koriyamachintai.com/　　info@55seibu.com

福島県知事免許（4）第2505号　（有）ゆいコーポレーション
郡山市島1-21-1
伊藤ビル1F
℡024-990-1711
℻024-990-1710

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】不定

http://www.yuicorp.jp　　info@yuicorp.jp

福島県知事免許(4)第2383号　ミニミニFC郡山中央店
郡山市富久山町久保田字久保田118
℡024-995-3855
℻024-935-1077

【営業時間】9：30～18：30
【定休日】水（1～4月は無休）

http://minimini.jp/　　chuou@iwill-net.co.jp

福島県知事免許（10）第20175号　（株）マイルドホーム
郡山市駅前2-5-10-2F
℡024-924-0050
℻024-938-8900

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】第1・3日

http://www.mildhome.net　　info＠mildhome.net

福島県知事免許（9）第20363号　（有）にっこうこうさん
郡山市豊田町1-88
℡024-939-3911
℻024-938-0011

【営業時間】9：00～18：30
【定休日】水

http://www.nikkokosan.co.jp/　　info@nikkokosan.co.jp

福島県知事免許(5)第2161号　TDホーム郡山（（有）ウッドライフ）
郡山市安積町日出山2-162
℡024-956-9811
℻024-956-9800

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】第2・4火、隔水

http://www.wood-life.co.jp　　info@wood-life.co.jp

福島県知事免許（6）第1768号　（有）タイメックス都市開発
郡山市富田東1-16
℡024-921-2860
℻024-991-1600

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】無

http://timexweb.com/　　timexweb@timexweb.com

福島県知事免許（2）第3111号　（株）タカムラ　アルマエステート
郡山市富田町字双又19-3
℡024-963-2633
℻024-963-2560

【営業時間】8：30～18：00
【定休日】日

http://kktakamura.jp/

福島県知事免許（3）第2683号　レントライフ郡山店
郡山市安積町荒井字方八丁33
℡024-946-6040
℻024-946-6050

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】水

http://www.rent-koriyama.com　　rentlife@asset-h.jp

国土交通大臣免許（5）第5854号　（株）リビングギャラリー 郡山店
郡山市中町2-11-1F
℡024-921-2333
℻024-921-2338

【営業時間】10：00～19：00
【定休日】水（1～4月は無休）

http://www.living-gallery-kanto.com/koriyama/　koriyama@living-gallery.com

福島県知事免許（2）第2927号　（株）リフレクシダ
田村郡小野町大字小野新町中通１
℡0247-72-3141
℻0247-72-3145

【営業時間】8：00～18：00
【定休日】日祝

http://www.r-kushida.com　info@r-kushida.com

郡山住まい情報　新規会員募集中！
《お問合せ》

郡山住まい情報編集室　TEL024-922-3131

手軽に簡単！物件探し！



 

 

 

 

郡山市
富久山町久保田

賃貸アパート

1K3.20万円
アクセス便利。コンビニ
至近

設備 照明 給湯 シャワー エアコン 角部屋

3740141795

生活便利

設備 照明 給湯 シャワー エアコン

3740155631

郡山市
咲田２丁目

賃貸アパート

1K3.40万円

郡山市
大槻町西宮前

賃貸アパート

1LDK4.30万円
郡山駐屯地近くの
1LDK

設備 照明 シャワー エアコン 追焚 角部屋

374018443

キャンペーン中！

設備 照明 給湯 シャワー エアコン B・T別

3740256381

郡山市
富田町音路

賃貸マンション

2LDK5.70万円

  間  ○洋8・K2 
 礼 ○1カ月 

 備 ○チェリーコーポ  

 敷 ○1カ月 
 駐 ○2,000円  共 ○込 
 築 ○1994年  構 ○木造・2階建 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○ 

  間  ○洋9・K3 
 礼 ○無 

 備 ○セントヒルズ咲田、退去修繕負担金33,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○2,000円  共 ○込 
 築 ○  構 ○木造・2階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○ 

  間  ○和6・LDK9 
 礼 ○無 

 備 ○パレス大槻、退去修繕負担金50,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○込  共 ○2,000円 
 築 ○1995年  構 ○軽量鉄骨造・2階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○西の宮バス停徒歩5分 

  間  ○和7.5・洋5.25・LDK12 
 礼 ○無 

 備 ○2台目駐車場3,000円  

 敷 ○2カ月 
 駐 ○込  共 ○込 
 築 ○1995年  構 ○RC造・3階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○音路バス停徒歩3分 

郡山市
富久山町久保田

賃貸アパート

1ルーム4.00万円 仲介手数料無！

設備 ロフト TVホン エアコン B・T別 WT

1990155936

駐車場は2台込

設備 給湯 エアコン B・T別 追焚 P2可

1990146201

郡山市
富久山町久保田岡ノ城

賃貸アパート

2DK4.20万円

郡山市
田村町徳定

賃貸アパート

1LDK5.50万円 駐車場2台込！物置有

設備 CK 追焚 WT 物置 P2可

1990156160

ペット可物件

設備 照明 エアコン B・T別 ペット メゾネット

1990156383

郡山市
昭和２丁目

賃貸アパート

3DK6.00万円

郡山市
富久山町

賃貸マンション

2K3.00万円 駅近、仲介手数料なし

設備 給湯 シャワー エアコン B・T別 追焚

1990255321

残置デスク等の設備は相談可です

設備 給湯

1990456200

郡山市
清水台１丁目

賃貸店舗・事務所・倉庫

店舗・事務所5.00万円

  間  ○洋13.3 
 敷 ○2カ月 

  間  ○和6・洋8・DK6 
 礼 ○無 

 入 ○即日可 
 交 ○JR郡山駅車5分 
 取 ○仲介 
 備 ○ミルキーハウスⅠ  

 敷 ○2カ月  礼 ○1カ月 

 入 ○即日可 
 交 ○ 
 取 ○自社 
 備 ○コーポラス春夏秋冬  

 共 ○込  駐 ○込  共 ○込  駐 ○込 
 構 ○木造2階建-1F  築 ○1994年  構 ○鉄骨造・2階建-2F  築 ○1987年 

  間  ○洋6.6・LDK 
 敷 ○2カ月 

  間  ○和6×2・洋11・DK9.3 
 礼 ○無 

 入 ○即日可 
 交 ○JR郡山駅車5分 
 取 ○代理 
 備 ○ビレッジ二本松  

 敷 ○3カ月  礼 ○1カ月 

 入 ○即日可 
 交 ○ 
 取 ○仲介 
 備 ○ネオハイツ徳定  

 共 ○2,000円  駐 ○込  共 ○込  駐 ○込 
 構 ○木造・2階建-2F  築 ○2017年  構 ○木造・2階建-1F  築 ○1990年 

  間  ○和6・洋4.5・K 
 敷 ○2カ月 

  面  ○34.01㎡(9.70坪) 
 礼 ○1カ月 

 築 ○ 
 入 ○即日可 
 交 ○JR郡山駅徒歩10分 
 取 ○仲介 
 備 ○八幡プラザ1号館  

 敷 ○2カ月  礼 ○1カ月 

 入 ○ 
 交 ○ 
 取 ○代理 
 備 ○SATOウィンザービル  

 共 ○無  駐 ○5,000円  共 ○6,000円  駐 ○無 
 構 ○コンクリートブロック造3階建-2F  築 ○1976年  構 ○RC造・4階  階 ○2F 
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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カラオケBanBan

医療情報医療情報
Medical Information

※6月11日現在の情報です。休日当番医は急きょ変更になる場合があります。最新の情報は、郡山市ホーム
ページの休日当番医でご確認ください。（郡山市ホームページhttp://www.city.koriyama.fukushima.jp/）
※上記のほか、休日・夜間急病センターは、休日・祝日（内科・小児科）が9：00～17：00まで、毎夜間（内科・小児科）が19：00
～22：00まで診療しています（1月1日を除く）。　▽郡山市休日・夜間急病センター（上亀田1－1）☎024-934-5656 

休日当番医 診療時間9：00～17：00 郡山市内休日当番薬局

※6月11日現在の情報です。休日当番薬局は、急きょ変更になる場合があります。最新の情報は、郡山薬剤
師会（TEL.024-934-4707）へご確認ください。（郡山薬剤師会ホームページhttp://www.k-yaku.org/）
※休日に調剤を行うにあたっては、薬局近隣医療機関以外の処方せんでは、記載された医薬品はすべて揃わない
場合がありますので、予めお電話でご確認ください。　※店舗名など再度ご確認のうえ、薬局へおでかけください。

休日救急歯科診療
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桑野協立病院（小児科） 島2丁目9-18 024-933-5422
南インター通りクリニック（内科） 安積荒井1丁目55 024-954-7102
さとう脳神経クリニック（内科・脳神経外科） 富田町字稲川原77 024-990-1770
藤田歯科医院（歯科） 安積町日出山字大洲河原7 024-943-6680
おおのこどもクリニック（小児科） 賀庄54-1 024-937-3775
せいの内科クリニック（内科） 開成6丁目192-2 024-983-1024
伊藤眼科（眼科） 富久山町久保田字伊賀河原5 024-990-2528
鈴木歯科医院（歯科） 古川50-1 024-943-6536
さかい小児科クリニック（小児科） 富田東3丁目20 024-921-2216
うじいえ内科クリニック（内科・循環器内科） 大槻町字広町26-7 024-961-7888
ふるかわ皮ふ科クリニック（皮膚科） 不動前1丁目38-2 024-933-4112
冨塚歯科医院（歯科） 巳六段65 024-945-8881
久米こどもクリニック（小児科） 島2丁目50-1 024-923-0585
たるかわクリニック（内科・神経内科） 御前南1丁目13 024-966-3311
日和田整形痛みのクリニック（整形外科） 日和田町字南原2-54 024-958-2100
フルタ歯科医院（歯科） 鶴見坦1-6-3 024-938-4181
渡辺美佳子こどもクリニック（小児科） 富田町字下亀田1-35 024-927-8622
てちがわら内科（内科） 島1丁目17-3 024-991-1177
三央医院（泌尿器科・皮膚科） 土瓜1丁目185 024-952-5700
かいせい歯科クリニック（歯科） 希望ヶ丘11-19 024-952-0002
じんキッズクリニック（小児科） 山崎305-6 024-974-2525
桜井診療所（内科） 方八町2丁目6-16 024-944-8840
佐藤眼科医院（眼科） 安積町長久保3丁目15-12 024-947-0221
和歯科クリニック（歯科） 富田町字五輪下57 024-954-5535

ひかり薬局桑野 島2丁目11-17 024-921-3838
ハーモニー薬局あさか店 安積町荒井字念仏段18-3 024-937-3180
さくら薬局みなみ壱番店 富久山町久保田字伊賀河原4 024-925-4193
ウイン調剤みなみ通り薬局 駅前1-9-1 024-932-3332
調剤薬局ミッテル開成店 開成6-192-1 024-935-7336
さくら薬局みなみ壱番店 富久山町久保田字伊賀河原4 024-925-4193
調剤薬局ツルハドラック八山田店 富田東3-22 024-991-8826
調剤薬局ミッテル大槻店 大槻町字広町28-4 024-961-7600
調剤薬局ミッテル富田店 不動前1-40 024-931-5655
調剤薬局ミッテル桑野店 桑野1-25-7 024-939-0511
しらゆり調剤薬局 大槻町字御前42 024-962-7641
エール薬局日和田店 日和田町字南原2-350 024-968-1223
かめだ調剤薬局 富田町字下亀田1-41 024-921-5171
ひかり薬局中町 駅前1丁目1-20 024-927-1510
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
コスモ調剤薬局山崎店 山崎305-6 024-955-6707
ウイン調剤みなみ通り薬局 駅前1-9-1 024-932-3332
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789

※事前に電話連絡の上、受診することをおすすめします

郡山ビッグハート
郡山市休日・夜間急病センター

〒963-8031　郡山市字上亀田1-1

TEL024-934-5656 （直通）

日曜祝日および年末年始（12月31日～1月3日）

午前 9:00～午後 5:00

診療場所

住所

お問い合せ

診療日

診療時間

※現在、新型コロナウイルス感染症の
ためビッグハート（郡山市休日・夜間急
病センター）での歯科診療は中止となっ
ております。
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【こおりやま情報FREE7月号アンケート＆みな伝投稿FAX用紙】 fax.024-922-3138
Q1. 「こおりやま情報FREE」をどちらで入手しましたか？

　　
Q2. みな伝スペシャルでどんなお題が見てみたいですか？

●みな伝スペシャル「私の○○愛！」（名前・ペンネームも書いてね）
　あなたが愛して止まないものはなんですか？理由も教えてください。

●みな伝「みんなの伝言板」へどんどん応募しよう。
　【イラスト・ひとりもの申す・ラブメッセージ・教えてください・教えます・おいしい味情報・おすすめのかかりつけ医】
　（名前・ペンネームも書いてね）

プレゼントの
希望番号

名　前

住　所

年　齢

性　別

プレゼントの
希望番号

男　・　女

歳

結　婚 既婚・未婚

第一希望 第二希望

〒

電話番号
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（ペンネーム／　　　　　　　　　　　）
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（プレゼント応募締切7月4日必着）
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Q1. 「こおりやま情報FREE」をどちらで入手しましたか？

Q2. みな伝スペシャルでどんなお題が見てみたいですか？

　

●みな伝スペシャル「私の○○愛！」（名前・ペンネームも書いてね）
　あなたが愛して止まないものはなんですか？理由も教えてください。
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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