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ターで開催されました。毎

回 腰越地区会

ふ れ あ い サ ロン開催

月

月に

日、
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雪の積もった 椿は神 秘 的です

俳句講評 １
…句目︑雪が降り水墨画のように美しい庭

川柳講評

打つ泥仕合とは上手い︒
３句目︑
マスクの取

まり︒
２句目︑
竜虎
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大工さん募集中
☎0467-25-0422 鎌倉市坂ノ下2-19

☎（0467）38-7511

受付時間 平日10：00〜17：00 司法書士 池田忠広

徒歩２分

鎌倉各所から「みらいふ
る鎌倉」会員
２台の観光バスに分乗し、
西湘バイパス、箱根新道、

いっぱいに吸い込んで、参
加者は生き返ったような感
じでした。おみやげに大き
な大根が配られ、うれしそ
うでした。
みやげ物店や道の駅に
ときのすみか

寄って買い物した後は、御
殿 場 高原 「時之 栖 」 で イル
ミネーションを見学。幻想
的な世界を楽しみ、参加者
は充実したツアーを満喫し
ました。

鎌倉市大町２-９-13

〒248-0007

井上博登

お気軽にご相談ください。

代表取締役

鎌倉駅東口 鎌倉市小町1-4-17 三九ビル２階

会員加入促進運動を行っています。
入会申し込み先 ☎４５−０４３７赤井

遺言書の作成・検認・執行

元気に楽しいひと時を

グリーンウイング
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承り中

有限会社

漢方相談

信頼と安心、地域密着の家づくり

みらいふる鎌倉

0120-445-442

☎（0467） 24-7273

南天空間（鎌倉駅から徒歩5分）

鎌倉市小町2-6-39

司法書士法人

0120-889-594

北鎌倉駅隣り

050-6868-4247

※駅より診療室までバリアフリーです

大船駅笠間口 西友先

台 富士スーパー正面

瑞光殿

鎌倉ファミリーホール 大船斎場

体験会実施中
（火・水・木）
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スマート火葬

株式会社SKS
海洋葬・樹木葬プランもご用意
365日24時間 お電話受付いたします

鎌倉ファミリー

鎌倉ファミリーグループ

耳鼻咽喉科・アレルギー科

株式会社

健康マージャンサロン
ミネルヴァ

補聴器相談うけたまわります
鎌倉駅東口 徒歩１分

小さいお葬式

あなたの街の葬儀式場

初 心 者も経 験者も歓 迎

鎌倉市材木座3-5-35

休日急患・障害者歯科診療は☎47・8119

☎（0467）22-3245

３

鎌倉市医師会 訪問居宅
支援センター

鎌倉市台２‐８‐１
「台在宅福祉サービスセンター」

鎌倉市稲村ガ崎3-13-53

鎌倉市歯科医師会

全室個室、食事がおいしいと評判です

☎（0467）46-5341

芋川耳鼻咽喉科

新しい趣味を始めてみませんか？

☎0467・38・8970（連携室）
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※放送スケジュールは予定を変更する場合があります

月曜
火曜
水曜
木曜
金曜
土曜
日曜

☎24-4199 ☎24-8422 ☎24-4877

問い合わせは

貞 宗 寺 鎌倉静養館
鎌倉市植木656

玉縄 山

鎌倉 元気のススメ！

鎌倉居宅介護 鎌倉ヘルパー 鎌倉訪問看護
支援事業所 ステーション ステーション

「訪問歯科診療」行います

社会福祉法人
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8：30〜/18：25〜/20：10〜
9：10〜/14：15〜/20：10〜
9：10〜/14：15〜/20：10〜
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住みなれたご自宅での生活をお手伝い

低額で安心 軽費老人ホーム

操作を学ぶ会員たち
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