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予想上回る参加者
集金の手間も省けるし︑読

美山かやぶきの里と海の幸満喫の旅

健康友の会みみはらでは、堺総合
法律事務所のご協力を得て「無料法
律相談」を開催しています。30分間
を限度に完全予約制で行っ ていま
す。ご予約の上、ご利用下さい。

横尾氏を招いての講演会
気﹄です︒

耳原鳳クリニック
①16：00〜 ②16：30〜
③15：00〜
072−275−0801
（内線420）

申し込み

英子

竹内

秋たけなわの今日この頃、友の会旅行サークル会員 ・ 友の会会員の皆様におかれまして
は、お元気でお過ごしの事と存じます。
さて、いよいよ秋から初冬へ、バスツアーに絶好の季節がやってまいりました。今回は、
個人では行きにくい北近畿方面を訪れます。道中、美山かやぶきの里を
訪ね日本の原風景を見学、「遍照寺」では、住職のありがたい法話をお
聞して、玄武洞や出石城跡を巡り歴史を振り返るなど楽しさ一杯の旅を
企画いたしました。この地方ならではの新鮮な海の幸に舌鼓。旅行サー
クル役員会が今回も自信を持ってお勧めいたします、バスツアーにご一
緒に行きましょう。皆さん方のご参加を心よりお待ちしています。

開催場所
開催時間

と
き…12月７日（日）〜８日
（月）
集合場所…堺東・堺裁判所前
集合時間…午前８時（10分前には集合してください）
行 き 先…日本の原風景見学と温泉と魚料理満喫の旅
参 加 費…25000円（一泊４食付）安心のトイレ付バス
参加申し込みは、健康友の会みみはら事務局まで 電話072−244−8061
お問い合わせは、090−9614−4993（旅行サｰクル事務局井上）まで
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