10月は ピンクリボン月間 です

10月2日号のちいき新聞は

ピンクリボン応援号
今年のテーマ…

〜その先を知れば怖くない〜 たとえ乳がんといわれても
「もし自分が乳がんになったら」
と考えた時、
知識や情報がなけ
れば、
さまざまな不安が浮かんでくるのではないでしょうか。
「体がきつくて普通の日常生活を送れないのでは？」
「働けなく
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ちいき新聞に関するご意見・ご要望・お問い合わせは

読者サポート

0120-152-337

なるのでは？「
」強いショックを受けて立ち直れないのでは？「
」多
額の治療費がかかるのではないか？」
など…。
しかし実際には乳がん患者に対するいろいろなサポートがあ
り、
希望を持って治療を進めていくことができます。

受付／平日10：00〜18：00 ※土日祝日は休み *

「乳がんを宣告されたからといって必ずしも絶望することはな
い」
ということを伝え、
未知なる世界
（＝乳がん宣告後の世界）
へ
の恐怖を解きほぐしていけるような情報を提供します。

2010年より毎年、
10月のちいき新聞で
乳がん検診の重要性を
伝えてきました
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♥ ～その先を知れば怖くない～
主な
コンテン
たとえ乳がんといわれても
ツ
♥ 働く事を諦めない
～治療と就労を両立させるために～
♥ 一人じゃない～共に闘う仲間が心の支えに
♥ 乳がんを学ぶオンラインイベント
♥ 対がん協会電話番号案内
♥ 月に一度はセルフチェック
※掲載される内容は予告なしに変更される場合がございます

一緒にピンクリボン運動を盛り上げませんか？ご協賛広告もございます。

2段1/4サイズ〜（カラー・デザインフリー）
※広告内にピンクリボンマークが入ります
サイズ・ご掲載料につきましては
担当営業までお問い合わせください

販促手法に
お困りの
皆さん！

販 促 の 大 学 ください

をご活用

に

嬉しい お 店
Pink Ribbon Campaign

みんな大好き♪チーズ専門店が船橋に！

本格バリ風エステで極上のリラックスタイムを！
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「記念日プラン」ご用意してます♪

Cheese Cheese Cheese
住／○○○○○○○○○○○○○○○
営／○○○○○○○○○○○○○○○
休／○○○○○○○○○○○○○○○
P／○○○○○○○○○○○○○○○
FAX／○○○○○○○○○○○○○○○
予／○○○○○○○○○○○○○○
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船橋店
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ソフトドリンク

1杯サービス 1杯サービス
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グラスワイン
（赤or白）
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プルメリア

船橋店
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スポーツの秋、今なら入会手数料無料キャンペーン実施中！
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アクティブコア

レンタルセット
（タオル・シューズ・ウェア）

船橋スタジオ
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無料チケット
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アクティブコア 船橋スタジオの

私が
案内します！

無料体験 に
美BODY
目指して
頑張ります！

行ってきました！
！
システム説明と
メニュー決め

インストラクター

宇佐美 薫さん

どんな施設か
見てみよう！
！
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渋谷 悠さん
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シートを元に
実際にやってみよう！

終わった後は
お風呂でさっぱり！

キレイだし
ひろーい！
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2時間半たっぷり体験できたから、
通った時のイメージが湧いたよ！
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テイクアウトも大好評★平日のみ出張レストランも承ります♪
子会に！

ママ友ラン

女
チに！
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八千代駅前の人気のイタリアンがランチコースをスタート！ 選べるパスタとピザは、
全て
○○○◎○○○○○○○○○◎○○○○○
のレギュラーメニューの中からチョイスしてOK!女子会やママ友とのランチ会に是非！
○○○○●○○○○○○○○○◎○○○○
サラダ、
メインディッシュ
（お肉orお魚）
○○○○○◎○○○○○○○○○◎○○○
ランチコース お好きなパスタorピザ
○○○○○○◎○○○○○○○○○◎○○
デザート、
ドリンク
（税抜） 焼きたてパン、
¥1,300
○○○○○○○◎○○○○○○○○○◎○
全3段→4段1/2価格
た
○○○○○○○○◎○○○○○○○○○◎
取り寄せ
ナポリから くピザは
105,000円→ 73,000円
焼
で
○○○○○○○○○●○○○○○○○○○
釜
ザ
お申し込み締切
ピ原稿完成締切
！！
102,000円→ 68,000円
絶品だよ
◎○○○○○○○○○◎○○○○○○○○
102,000円→ 68,000円
○◎○○○○○○○○○◎○○○○○○○
104,000円→
69,000円
○○◎○○○○○○○○○◎○○○○○○
一番人気お申し込みはお早めに。
枠数には限りがあります。
115,000円→
はマ
76,000円
○○○◎○○○○○○○○○◎○

ランチコース始めました！

柏中央版
柏南版
柏北版
柏西版
我孫子版
野田
創作イタリアン ILMARE
取手守谷
住／○○○○○○○○○○○○○○○
新松戸・北小金
営／○○○○○○○○○○○○○○○
休／○○○○○○○○○○○○○○○
八柱・五香
P／○○○○○○○○○○○○○○○
ココ
FAX／○○○○○○○○○○○○○○○
松戸駅周辺
予／○○○○○○○○○○○○○○
流山

☎000-000-0000（○○）

52,000円→

（株）地域新聞社 柏支社

●●●●

←●●

9/16

9/23

42,000円
（水）
（水）
36,000円
52,000円→ 38,000円
53,000円→ 38,000円
60,000円→ 42,000円
ル
56,000円→ 40,000円
105,000円→ 72,000円
ゲ 〒277-0005 千葉県柏市
柏4-6-3 新栄ビル４F
平日ランチタイム限定
ディナーコースお食事の方
62,000円→ 44,000円
120,000円→ 79,000円
95,000円→ 65,000円
185,000円→ 125,000円 お会計から
セットデザート
95,000円→ 65,000円
185,000円→ 125,000円
グレードアップ無料
95,000円→ 65,000円
185,000円→ 125,000円
※○○○○○○○○○○○○○○
※○○○○○○○○○○○○○○
ＦＡＸ.04-7160-2030 http://www.chiikinews.co.jp
※○○○○○○○○○○○○○○
※○○○○○○○○○○○○○○
67,000円→ 48,000円
125,000円→ 86,000円
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2020年●月●日まで有効
2020年●月●日まで有効
58,000円→
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☎04-7160-2022
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特集特別価格！

3段1/2→2段1/2価格

（税抜表記）

