お住まいのお困りごとは
仲⽥建築におまかせください︕
●和式トイレから洋式トイレへの取替え

●洗面化粧台の交換

●温水トイレの取替え

●蛇口・シャワーヘッドの交換

●手摺の取付け

●脱衣所の暖房の取付け

●給湯器の修理・交換
●手すりの取付け
●シャワーヘッドの交換
● 浴 室 暖 房 乾 燥 機 の 取け
付

●外壁の塗装

●屋根の塗装

●外壁コーキング打ち替え修理

●ガスコンロの修理・交換
●ＩＨコンロへの交換
●水栓金具の交換
●換気扇・レンジフードの取替え

●屋根のふき替え

●エアコンの修理・交換

●駐車場整備

●網戸の張り替え

●門扉・フェンス

●ｸﾛｽの貼り替え

●玄関ｻｯｼ交換

●床の張り替え

●防犯対策

仲⽥建築株式会社

CUT A・FeeL（カットエーフィール）

浜松市北区引佐町狩宿 200-1

お家のご相談は
お気軽にお問合せください

TEL

053-543-0582

コロナ禍でもオシャレしたい、カッコよくいたい、
綺麗でいたい、そんな皆様のお役に⽴ちたいと
思っています。
YouTube でプロが教えるカンタン︕ヘアセットを配信中

FAX

053-543-0084
http://nakada-kenchiku.com/

いなさ SOLUTIONS

浜松市北区細江町⼩野 377-1
TEL 053-522-3719
【受付時間】9︓00 〜 19︓00
【定 休 ⽇ 】毎⽉曜⽇、第⼆・第三⽕曜⽇

ᄢಾߥੱ
߅ߦߥߞߚੱ
ᔕេߒߚੱߦ

巣ごもり
最高！
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完全予約制です。
ご予約は 3 日前まで
にお願いします。

大切な人への贈り物や
ちょこっとプレゼントにいかがですか？

都田の多肉植物 & サボテン
母の日コラボギフトはカクトロコさんで受付中！（数量限定）053-428-2694
「カクトロコ」さんの寄植えと、
「菓子工房とあ」の焼菓子のセットです。
こちらのセットは 10 日前までに
ご予約くださいね。( ご予算応相談 )
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ロールケーキ 1,200 円～ これ以外のサイズもできます。
5 号 15ｃｍ 2,500 円～
6 号 18ｃｍ 3,500 円～ ご相談ください。
10 号 30ｃｍ 5,000 円～ 焼き菓子の詰め合わせもご予算に応じて

浜松市北区奥山 1564-1




お作りします！甘い物が苦手な方にはお
好みの具でキッシュもつくります！ロー
ルケーキもレモンあんクリーム等色々で
きます！お祝いのケーキ色々作れます。

完全予約制です。
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店まで取りに来てくれた方には 500 円券プレゼント！

浜松市北区引佐町奥山 1594-22
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《ご予約》
２日前まで
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静岡そだちカルビ
三輪さん（富幕）の豚肉
国産肩ロース
国産三枚肉
粗挽きソーセージ

《営業時間》
平日 11 ～ 15：00
（14 時ラストオーダー）
土日祝 11 ～ 18：00
（17 時ラストオーダー）

$ ࠶࠻ 㧒 ੱ೨㧓  㧒⒢㧓

200ｇ
150ｇ
200ｇ
200ｇ
4本

○別途包装容器代（発泡スチロール・保冷剤）500 円（税別）（配達時に返却の場合は無料） ○配達地域：引佐町内
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年齢問わずご来店頂いておりま
す。婚礼のお手伝いや着付けも
承っております。お気軽にご連
絡 下 さ い。LINE、イ ン ス タ
DM からもご予約頂けます。

浜松市北区神宮寺町 1-6



三輪さん（富幕）の豚肉 200ｇ
国産肩ロース
250ｇ
国産三枚肉
300ｇ
粗挽きソーセージ
4本

ࠛࠬ࠹ࠨࡠࡦ#)'*#
浜松市北区神宮寺町 5-19

（細川）
女性限定
完全予約制です。

○配達時間：10 ～ 18 時

カット 3800 円
カラー 5000 円～
パーマ 3000 円～
セット 3000 円～
前髪カット 500 円～
お子様カット 2000 円～
着付け 6000 円～
※料金は全て税別価格です。

（税込）
ࠝࡊࡦ࠻ࠗࠕ࡞ࡈࠚࠕ 㧒ᐔᣣ㒢ቯ㧓 ㅢᏱଔᩰ  ޓψ
（税込）

この度浜松市北区神宮寺町の自宅にて、フェイシャルエ
ステサロンをオープン致します。長いマスク生活が続き、
女性のキレイになりたい気持ちも落ち込みがち…
こんな時代だからそこそ！がんばる女性の皆様に、お肌
も心も元気になってほしい！！お悩み別のオールハンド
のエステをご体験頂き、ゆったりとした癒やしの時間を
ぜひお過ごし下さい。

ᒁࡒ࠾ࡃࠬࠤ࠶࠻ࡏ࡞
ࠬࡐ࠷ዋᐕ࿅
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ミニバスケットボールを通じてチームスポーツの楽しさを学び、体力、基礎を身に着け
を学び 体力 基礎を身に着け
て中学や高校でも続けてもらえるように楽しく、ていねいに指導します。公式戦大会・
招待試合への出場、練習試合、親睦会行事親子対戦試合などの活動をしています。

姉妹店でも、同時フェア
開催中！！
自宅サロン
予約制です。
細江町気賀 1195-1


（堀）

練習場所：井伊谷小学校、引佐総合体育館など
団長：高木 克芳
対
象：小１～６年生（男・女）

その他の団員保護者にも
参加費用：１～６年生・・・計１５，０００円
気軽にご相談ください
（団年会費１０，０００円＋父母会５，０００円）
練 習 日 ：水曜日 １８：３０～２０：３０（３年生以下は２０：００）
金曜日 １８：３０～２０：３０（３年生以下は２０：００）
土曜日
８：３０～１２：００（３年生以下は１１：３０）
※各大会、練習試合は土曜または日曜日

