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毎週土曜日は…

※走行5000キロ

　又は乗らなくて

　も、6か月が交換

　目安です。

（予約制）

承ります!!１日車検 １日車検 

外車・国産車、  車のことならなんでも 廃車 名義
変更

法定
点検

板金
修理

日曜日
も営業

R16

京
葉
道
路

〒

亭
楽
安

駅
毛
稲

穴川IC

天台スポーツセンター
セブン
イレブン

オーツー
パーク

フレスポ
稲毛

12か月点検
チラシ持参で……

工賃

50%OFF(貨物車を除く)

お見積り無料

千葉市稲毛区長沼原町 774-1

チラシご持参で
ご注文頂いた方に
畳で作った花瓶敷き

プレゼント

千葉市若葉区源町196-3

千葉市
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尾 島 畳 店尾 島 畳 店

お伺いしてのお見積りも無料!　畳表替え・室内装飾、何でもお気軽にご相談下さい。

043-253-0866043-253-0866☎ 090-4941-0098担当直通 090-4941-0098

こだわりの創業40年

畳表替え畳表替え
一般家庭用1畳
4,200円～(税込)

障子・襖の張替え障子・襖の張替え
1枚両面

4,500円～(税込)

出張費も込み。ご安心下さい。

稲毛区小仲台9-12-1
小仲台三叉路下

11～19時 水曜定休

☎043-287-3873

山本整骨院
http://yamamoto-seikotsuin.com

ＪＲ稲毛駅東口徒歩６分　平日夜７時まで営業

セブン
イレブン

和民
小中台
小学校

↑至東京

↓至千葉

千葉市稲毛区小仲台3-10-1

山本整骨院山本整骨院60分2,000円!初めての方・チラシ持参で

☎043-251-5045ご予約は
駐車スペース有

高気圧酸素カプセルで  「し
  み ・しわ・老化」の原因活
  性酸素を除去！(約45分)

最新型疲労回復チェアで首か
  ら足まで全身のコリやダルさ
  を解消！(約15分)

高気圧酸素カプセル

ご宴会ご予約承ります

千葉市中央区登戸1丁目18-7 OSビル(本社ビル)

真心・手作りおかずのお弁当を配達します！
子供会など、イベントでのお料理も承ります！ 

☎ 090(3499)4930 
和風幕の内600円 洋風幕の内500円

★地元のおふくろさん達が作る、飽きのこない味です。

★千葉県産コシヒカリ100%使用　★地元の野菜多数使用
●配達は5,000円から

　承ります。

●事前打合せで、

　ご予算とお好みに

　合せてお作り致し

　ます！

急募 詰込み
年齢男女問わず、経験者優遇

時給900円～

お好み幕の内450円

パート
千葉市若葉区太田町９１番地

フレックス稲毛民間車検工場

(連絡先：090-2874-8384  代表渡部携帯まで)

自ら目的と狙いを定めて、その実現に向けて戦略と
計画を立て、営業ができる、将来の幹部候補。
・年齢：20～45歳位まで。
・資格：有言実行で、人間関係を大切にすること。
・勤務日数、勤務時間、給与は応相談。
　(あなたの目標と、弊社で実現したい事を面接の
　 上、試用期間3カ月の経過を見ながら決定)

☆２職種共、筆記試験・面接有り。

中央区中央 3-7-11小川ビル 2階　営業１７時～(日曜定休)  ☎043-224-5983
★店内イベント 6 月も多数！ 詳しくは…　http://www.cyataro.net

津軽三味線:村松　大
パーカッション:小川恵光

宴会・貸切宴会・貸切
貸切３０～５０名様宴会
ご予約受付中！

日本酒1升お持込みにつき500円バック！

宴会でのお持込みＯＫ！宴会でのお持込みＯＫ！

宴会・貸切宴会・貸切宴会・貸切宴会・貸切宴会・貸切
貸切３０～５０名様宴会
ご予約受付中！

お料理３～４品付き
飲み放題で、
３時間３,０００円！

ちゃ太郎

生演奏毎日！生演奏毎日！
津軽三味線:村松　大津軽三味線:村松　大津軽三味線:村松　大

生演奏毎日！生演奏毎日！生演奏毎日！生演奏毎日！生演奏毎日！生演奏毎日！生演奏毎日！

Live Kitchen
らいぶキッチン

高気圧酸素カプセル
いどばた稲毛では、今年創業丸5年の節目に株式会
社化の準備を進めており、将来にわたって共に会社
を大きくしていくスタッフを募集致します。

新規制作及び月々の更新作業＋事務。
・年齢：20～40歳位まで。
・資格：HTML・CSSをソースで書けること。
　　　　Illustrator,Photoshopを使えること。
　　　　or未経験でも進んで学ぶ気があること。
・勤務日数、勤務時間、給与は応相談。
　(週3日フルタイム出勤で、月10万円程度)
 　但し、試用期間3カ月有、給与は経験者優遇。
　 試用期間後は部分的に在宅も可。

いどばた稲毛

求人情報

職種 1: HP 制作スタッフ

職種 2: 戦略・営業スタッフ

未経験者

　も歓迎！

にぎり１貫５０円～！

☎043(241)5188午前10時～
(木･日･祝定休)

１,０００円！！こしかわ女性専門 ヘアーカット

お気軽にご来店ください。

親切、丁寧に、真心込めて

カットさせて頂きます!!

女性専門 １,０００円！！
ＪＲ稲毛駅西口より 2 ～ 3 分

オイル

交換が 50%OFF50%OFF

にぎり１貫５０円～！
お 1 人様でもデートでも、鮨を心ゆくまでお 1 人様でもデートでも、鮨を心ゆくまで

日本 紀元前 660 年　2 月 11 日 建国記念の日
記紀における神武天皇が即位したとされる日

（1 月 1 日 ( 旧暦 )） 

アメリカ合衆国 1776 年　7 月 4 日 独立記念日
大陸会議でアメリカ独立宣言に署名がされた日 

フランス 1789 年　7 月 14 日「パリ祭」 
バスチーユ牢獄襲撃・政治犯解放でフランス革命が
始まった日 

中華民国（台湾） 1911 年　10 月 10 日 双十国慶節 
現在台湾を統治している中華民国が、1912 年に中国
大陸で成立するきっかけとなった前年の辛亥革命発生日 

イタリア 1946 年　6 月 2 日 共和国記念日
国民投票により王制に代って共和制を政体とすることを決定 

インド 1947 年　8 月 15 日 独立記念日
イギリスから独立した日 

北朝鮮 1948 年　9 月 9 日 国慶節記念日
朝鮮民主主義人民共和国建国が宣布された日 

中華人民共和国 1949 年　 10 月 1 日 国慶節 
毛沢東が天安門で建国宣言をした日

各国の建国・独立記念日を比較してみると、
現存する国家で、最も歴史ある国は、日本です。
諸説ありますが、紀元前から今なお続く天皇制、
同じ仕組みがこれ程長く続く国は他にありません。

最も歴史ある国「日本」

( 参考：Wikipedia)

まめ知識




