
【掲載見本】

○○○○○○プレゼンツ○○○○○○プレゼンツ○○○○○○プレゼンツ
ハガキまたはメールにてご応募下さい。
大賞は紙上にて発表致します。

〒880-0812 宮崎市高千穂通1-1-33
　　　　　　「ナビぷら川柳」係

募集期間
▶締め切り：8月31日必着

ナビぷら川柳ナビぷら川柳

大募集大募集
8月のテーマ 夏休み

8月1日㈬～31日㈮

メール

ハガキ

大賞作品には
○○○○○○○を
プレゼント！

大賞作品には
○○○○○○○を
プレゼント！

住所、氏名、年齢、電話番号、応募作品（複数可）、
ペンネーム（無しでも可）をご記入下さい。

navi-pla@mskad.jp

「栗コーダーカルテット 
with ビューティフルハミ
ングバード」

○○○○○○○○○○

栗コーダーカルテットが、宮崎初
登場のビューティフルハミングバ
ードを率いて、4年ぶりにやって
来る!リコーダー、ピアニカ、ウク
レレの愉快な音色と優しい歌声に
包まれる、ゆったり癒しのひとと
き。
会場／メディキット県民文化セン
　　　ター　イベントホール
日時／９月１５日㈯１４時開演
お問合せ：宮崎県立芸術劇場
宮崎市船塚3丁目210番地
☎０９８５（２８）７７６６

イベント

「栗コーダーカルテット 
with ビューティフルハミ
ングバード」

○○○○○○○○○○

栗コーダーカルテットが、宮崎初
登場のビューティフルハミングバ
ードを率いて、4年ぶりにやって
来る!リコーダー、ピアニカ、ウク
レレの愉快な音色と優しい歌声に
包まれる、ゆったり癒しのひとと
き。
会場／メディキット県民文化セン
　　　ター　イベントホール
日時／９月１５日㈯１４時開演
お問合せ：宮崎県立芸術劇場
宮崎市船塚3丁目210番地
☎０９８５（２８）７７６６

イベント

美食 あじ咲く
◆伊勢海老祭り

９月２日㈰～
伊勢海老なら「あじ咲く」へ！

伊勢海老会席全10品    8,500円
伊勢海老定食全８品     4,700円
伊勢海老活造り   　     3,500円
伊勢海老味噌汁　        3,000円
※表示価格はすべて税込みです。

宮崎市阿波岐原町
一ツ葉店　☎0985（20）0355
定休／月曜(祝日の場合翌日)

グルメ

美食 あじ咲く
◆伊勢海老祭り

９月２日㈰～
伊勢海老なら「あじ咲く」へ！

伊勢海老会席全10品    8,500円
伊勢海老定食全８品     4,700円
伊勢海老活造り   　     3,500円
伊勢海老味噌汁　        3,000円
※表示価格はすべて税込みです。

宮崎市阿波岐原町
一ツ葉店　☎0985（20）0355
定休／月曜(祝日の場合翌日)

グルメ

修理・復旧
＆中古専門店

安くて早い！サービス
年中無休　駐車場完備

当店の技術員が直接対応します。
委託や郵送などしないので他に
比べ圧倒的に安くて早いです。
●パソコンの診断料０円です
●親切な対応も好評です
●データ復旧(専用機所有)
●訪問 5,000円(宮崎市内) 
●格安中古100台以上在庫
●どこよりも高価買取中!
修理・復旧・サポート専門店
パソコンドットコム

  所在地：宮崎市柳丸４‒２
☎０９８５（２３）１７８４
営業時間　10：00～19：00
詳細はホームページで

PC

★不要バイク買取
★不要バイク買取

★50ccスクーター24回払無金利!
★ホンダ サマー スクーターズ
フェア2018※対象機種（新車）をご
成約のお客様だけに選べる盗難補
償　長く安心の２年間（加入金3,1
00円～）もしくは１年間（加入金
なし）★原二フェア同時開催中

オートパークＳＫＹ
清武町加納　☎0985（85）6000

バイク

古銭・骨董買取
遠方出張（^o^）/

▶土曜は特別買取デー▶詳しく正
当な鑑定●国内外古金銀～寛永通
宝骨董品、貴金属、切手他遺品整理
もお任せを！お気軽お電話下さい

南駅前ふれあいサロン内
《古金虫》＝こがねむし

宮崎市大淀　南宮崎駅前ビル1階
古物商許可：第12029号

☎０９０－８８３１－８３６１

買います

【県内全域ピアノ買取】
見積無料！

アカギコーポレーション
　0120-27-1214 宮崎市島之内
ピアノ

【県内全域ピアノ買取】
見積無料！

アカギコーポレーション
　0120-27-1214 宮崎市島之内
ピアノ

【県内全域ピアノ買取】
見積無料！

アカギコーポレーション
　0120-27-1214 宮崎市島之内
ピアノ

○○ペット○○○
○○ペット○○○

★毎月第２日曜開催★
★毎月第２日曜開催★（無料）

◉9/9㈰10～15時※詳細は☎にて
場所／宮崎市池内町　担当／金沢
090-5290-2071・090-2506-7004

ペット

○○ペット○○○
○○ペット○○○

★毎月第２日曜開催★
★毎月第２日曜開催★（無料）

◉9/9㈰10～15時※詳細は☎にて
場所／宮崎市池内町　担当／金沢
090-5290-2071・090-2506-7004

ペット

宮崎に「カッコイ
イ」をふやしたい

スーツも作れるメンズヘアサロン
話題の緑のスーツがかっこいい！
シローさんも大満足でした。

ＧＯＲＯ　オム　
宮崎市大工2－50－1

☎０９８５－２５－５５７３

理美容

自動車とトラクター高く
買います☎相談は無料で
す(26)9284まで！

見積無料宮崎市瀬頭リトルアリス
ゆずって

自動車とトラクター高く
買います☎相談は無料で
す(26)9284まで！

見積無料宮崎市瀬頭リトルアリス
ゆずって

自動車とトラクター高く
買います☎相談は無料で
す(26)9284まで！

見積無料宮崎市瀬頭リトルアリス
ゆずって

自動車とトラクター高く
買います☎相談は無料で
す(26)9284まで！

見積無料宮崎市瀬頭リトルアリス
ゆずって

倉庫2.65m×4.5m取りに
来て頂ける方へ無料でさ
しあげます。 川口

宮崎市　☎090-4513-9309
譲ります

倉庫2.65m×4.5m取りに
来て頂ける方へ無料でさ
しあげます。 川口

宮崎市　☎090-4513-9309
譲ります

日時/平成30年6月30日㈯
・総会18：00～（受付17：
30～）

　　　　・懇親会19：00～21：00
場所　ニューウェルシティ宮崎
会費　4,000円
申込みはＨＰから　宮崎医療福祉
専門学校同窓会で検索！
問合せ　宮崎医療福祉専門学校

☎0983-42-1010　西都市清水1000

同窓会

日時/平成30年6月30日㈯
・総会18：00～（受付17：
30～）

　　　　・懇親会19：00～21：00
場所　ニューウェルシティ宮崎
会費　4,000円
申込みはＨＰから　宮崎医療福祉
専門学校同窓会で検索！
問合せ　宮崎医療福祉専門学校

☎0983-42-1010　西都市清水1000

同窓会
不動産ネット

毎月第1・2・4土曜日掲載

の「みやにち不動産ネット」の紙面
がインターネットでもご覧になれ
ます。県内の不動産情報が満載！
【みやにち不動産ネット】で
　　　　　　  検索してください!

宮日総合広告㈱
宮崎市高千穂通   ☎(77)5555

住まい

不動産ネット
毎月第1・2・4土曜日掲載

の「みやにち不動産ネット」の紙面
がインターネットでもご覧になれ
ます。県内の不動産情報が満載！
【みやにち不動産ネット】で
　　　　　　  検索してください!

宮日総合広告㈱
宮崎市高千穂通   ☎(77)5555

住まい

趣味の販売発表のための
平面スペース1日3500円 
宮崎市赤江浜入口

☎070-4228-7149 アトリエユミコ
貸します

◉片付け　何でも
格安♪引越・不要品ゴミ

片付・処分
宮崎市村角（23）6635よろず屋

まかせて

趣味の販売発表のための
平面スペース1日3500円 
宮崎市赤江浜入口

☎070-4228-7149 アトリエユミコ
貸します

「栗コーダーカルテット 
with ビューティフルハミ
ングバード」

○○○○○○○○○○

栗コーダーカルテットが、宮崎初
登場のビューティフルハミングバ
ードを率いて、4年ぶりにやって
来る!リコーダー、ピアニカ、ウク
レレの愉快な音色と優しい歌声に
包まれる、ゆったり癒しのひとと
き。
会場／メディキット県民文化セン
　　　ター　イベントホール
日時／９月１５日㈯１４時開演
お問合せ：宮崎県立芸術劇場
宮崎市船塚3丁目210番地
☎０９８５（２８）７７６６

イベント

○○ペット○○○
○○ペット○○○

★毎月第２日曜開催★
★毎月第２日曜開催★（無料）

◉9/9㈰10～15時※詳細は☎にて
場所／宮崎市池内町　担当／金沢
090-5290-2071・090-2506-7004

ペット

◉片付け　何でも
格安♪引越・不要品ゴミ

片付・処分
宮崎市村角（23）6635よろず屋

まかせて

趣味の販売発表のための
平面スペース1日3500円 
宮崎市赤江浜入口

☎070-4228-7149 アトリエユミコ
貸します

大根割干カッター
明けましておめでとうご

ざいます大好評！長谷川のオリジ
ナル製品割れて切れて、作業が早
くて簡単★家庭用から業務用迄あ
ります★

長谷川鉄工所
宮崎市跡江2050　☎48-1288

売ります

美食 あじ咲く
◆伊勢海老祭り

９月２日㈰～
伊勢海老なら「あじ咲く」へ！

伊勢海老会席全10品    8,500円
伊勢海老定食全８品     4,700円
伊勢海老活造り   　     3,500円
伊勢海老味噌汁　        3,000円
※表示価格はすべて税込みです。

宮崎市阿波岐原町
一ツ葉店　☎0985（20）0355
定休／月曜(祝日の場合翌日)

グルメ

宮崎に「カッコイ
イ」をふやしたい

スーツも作れるメンズヘアサロン
話題の緑のスーツがかっこいい！
シローさんも大満足でした。

ＧＯＲＯ　オム　
宮崎市大工2－50－1

☎０９８５－２５－５５７３

理美容

大根割干カッター
明けましておめでとうご

ざいます大好評！長谷川のオリジ
ナル製品割れて切れて、作業が早
くて簡単★家庭用から業務用迄あ
ります★

長谷川鉄工所
宮崎市跡江2050　☎48-1288

売ります

秋を待つ
紅葉あおく初々しい
ヒノキ風呂にて

　　　　気分だけでも
はとぽっぽ

文 芸

ドローンで農薬散
布をしませんか！

≪Ｈ30年7月23日　開校≫
※農薬散布ドローンスクール
　予約受付中！
5日間コース：27万円（税込）
（毎週月～金曜日　人数限定）
※クレジット可（審査あり）
※法人によっては国の人材開発
　支援助成金あり
〇１ヘクタールの広さを約10分
　で撒けます。
■利点
・人体への影響が少ない
・操作が簡単・安い、軽い、小さい
・取扱いは2人（操縦士と合図マン）
　でＯＫ・飛行騒音が比較的小さい
・狭い圃場でも散布可能

国交省登録講習校
㈱明光社　宮崎宮崎市校

　０１２０－７８６－６４０

募 集

★不要バイク買取
★不要バイク買取

★50ccスクーター24回払無金利!
★ホンダ サマー スクーターズ
フェア2018※対象機種（新車）をご
成約のお客様だけに選べる盗難補
償　長く安心の２年間（加入金3,1
00円～）もしくは１年間（加入金
なし）★原二フェア同時開催中

オートパークＳＫＹ
清武町加納　☎0985（85）6000

バイク

★不要バイク買取
★不要バイク買取

★50ccスクーター24回払無金利!
★ホンダ サマー スクーターズ
フェア2018※対象機種（新車）をご
成約のお客様だけに選べる盗難補
償　長く安心の２年間（加入金3,1
00円～）もしくは１年間（加入金
なし）★原二フェア同時開催中

オートパークＳＫＹ
清武町加納　☎0985（85）6000

バイク

◉片付け　何でも
格安♪引越・不要品ゴミ

片付・処分
宮崎市村角（23）6635よろず屋

まかせて

趣味の販売発表のための
平面スペース1日3500円 
宮崎市赤江浜入口

☎070-4228-7149 アトリエユミコ
貸します

ドローンで農薬散
布をしませんか！

≪Ｈ30年7月23日　開校≫
※農薬散布ドローンスクール
　予約受付中！
5日間コース：27万円（税込）
（毎週月～金曜日　人数限定）
※クレジット可（審査あり）
※法人によっては国の人材開発
　支援助成金あり
〇１ヘクタールの広さを約10分
　で撒けます。
■利点
・人体への影響が少ない
・操作が簡単・安い、軽い、小さい
・取扱いは2人（操縦士と合図マン）
　でＯＫ・飛行騒音が比較的小さい
・狭い圃場でも散布可能

国交省登録講習校
㈱明光社　宮崎宮崎市校

　０１２０－７８６－６４０

募 集

☆勇お父さん☆
お誕生日おめでとうござ

います！そして、いつもお仕事本
当にお疲れ様です。忙しい日々に
も関わらず孫の面倒まで見て下さ
って感謝しています！！いつまで
も若々しくファイト一発～♪なお
父さんでいて下さい！ますます素
敵な１年になりますように☆
　　　　　　　　　 Ｋfamilyより

メッセージ

☆勇お父さん☆
お誕生日おめでとうござ

います！そして、いつもお仕事本
当にお疲れ様です。忙しい日々に
も関わらず孫の面倒まで見て下さ
って感謝しています！！いつまで
も若々しくファイト一発～♪なお
父さんでいて下さい！ますます素
敵な１年になりますように☆
　　　　　　　　　 Ｋfamilyより

メッセージ

古銭・骨董買取
遠方出張（^o^）/

▶土曜は特別買取デー▶詳しく正
当な鑑定●国内外古金銀～寛永通
宝骨董品、貴金属、切手他遺品整理
もお任せを！お気軽お電話下さい

南駅前ふれあいサロン内
《古金虫》＝こがねむし

宮崎市大淀　南宮崎駅前ビル1階
古物商許可：第12029号

☎０９０－８８３１－８３６１

買います

【県内全域ピアノ買取】
見積無料！

アカギコーポレーション
　0120-27-1214 宮崎市島之内
ピアノ

【県内全域ピアノ買取】
見積無料！

アカギコーポレーション
　0120-27-1214 宮崎市島之内
ピアノ

☆勇お父さん☆
お誕生日おめでとうござ

います！そして、いつもお仕事本
当にお疲れ様です。忙しい日々に
も関わらず孫の面倒まで見て下さ
って感謝しています！！いつまで
も若々しくファイト一発～♪なお
父さんでいて下さい！ますます素
敵な１年になりますように☆
　　　　　　　　　 Ｋfamilyより

メッセージ

お問い合わせは
「宮日総合広告」☎（0985）29-1441

FAX（0985）25-5115
E-mail:navi-pla@mskad.jp

受付時間：月～金 10～16時4行から掲載可能です。（アイコン1つ付き）

◉『伝言板』『個人メッセージ』は写真1枚につき … 2,000円
◉『ビジネス』は写真1枚につき … 5,000円

【申込締切】■日曜掲載…前週の水曜の正午まで　■木曜掲載…月曜の正午まで ※その間に祝日が入る場合は
　1日繰り上げて締め切ります

下記全て税別

伝　言　板

個人メッセージ

ビ ジ ネ ス

【基本料金】4行まで … 1,000円
　　　　　5行目以降 500円／1行
【基本料金】4行まで … 2,000円
　　　　　5行目以降 500円／1行
【基本料金】4行まで … 5,000円
　　　　　5行目以降 2,000円／1行

●宮崎日日新聞グループ 宮日総合広告株式会社 TEL（0985）29-1441　FAX（0985）25-5115　●㈱都城宮日サービスセンター ☎(0986)24-5629　FAX(0986)25-6289　●㈱延岡宮日サービスセンター  ☎(0982)31-2851　FAX(0982)31-2270

日


