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⿅児島県 霧島市 国分中央で17〜23

広告

⽇、道路空間を活⽤した 社会実験 「きり
しまストリートテラス」がある。 新型コロ
ナウイルス 対策で屋内客席の減少が懸念さ
れる飲⾷店などが、新市街通りの⼀部（約
250メートル）の両側歩道を利⽤して臨時
全員おトク︕初めての⽅は最⼤2000円オフク
ーポンプレゼント

営業を⾏う。
主催は、霧島リノベーションまちづくり
実⾏協議会（ 霧島市 、霧島商⼯会議所、

出前館

同市商⼯会）。国の緊急措置の制度を利⽤

[PR]

して実施する。道路に⾯する店舗などのう
ち、飲⾷店など5事業者が歩道の⼀部（幅

1・2〜1・5メートル）にテラス席や販売スペースを設ける予定。各⽇午前9時〜午後9時
で、実際の営業時間は各店舗の営業時間に準じる。（神⾕裕司）

新型コロナウイルス最新情報
最新ニュースや感染状況、地域別ニュース、予防⽅法などの
⽣活情報はこちらから。［記事⼀覧へ］

PR

注⽬情報

アフターコロナの投資戦略

富裕層向け資産運⽤のプロに聞く、
これからの分散投資の考え⽅

家の売値、知りたくない︖

無料︕３ステップで査定額チェック
２つの⽅法から選べてカンタン安⼼

最新DX資料プレゼント︕

簡単にはじめられる社内効率化の
最新事例を今すぐダウンロード︕

関連ニュース
地域ページ トップ

最新の地域⾯紙⾯イメージ

「みらいE-usプロジェクト」とは︖
顧客さえも驚いた、⾦融機関の本気

進む少⼦化との向き合い⽅
個々が⼈⽣をデザインできる社会に

川島⼩⿃がソニーα7Cで撮
る 仲野太賀と旅する東京

哀川翔が専⾨ドクターに聞いた︕
アルコールが原因の慢性すい炎とは︖

ネスレの栄養⾷ 抽選でプレゼント︕
アイソカルゼリー ハイカロリー

こんな特集も
ダンヒルで、ぜいたくなご褒美を⾃分に贈る。

(PR)

マウス操作だけでアプリ開発︖

全国選りすぐりの国公⽴⼤学の情報が今ここに

(PR)

スマホアプリDIYで業務効率化のすすめ

次世代に残したい⾥。⾥の選考委員・村瀬⽒インタビュー
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すべての⼈の「学び」を応援する、「寺⼦屋朝⽇」開校︕

デンマーク流デジタルとの付き合い⽅
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社会全体で推進する仕組みとは︖

冬のメンズスーツはアウターやニットとの組み合わせが肝 (アエラスタイルマガジン)
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【＆ｗ】

⼦どもと夫婦の⼤切な時間
リノベーション・スタイル
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ネッシーと遭遇しても⼤丈夫
未確認⽣物UMA攻略図鑑
失敗作まんじゅう、
「⽬」を付けたら…
和菓⼦店の着眼点

無駄をそぎ落とした
軽キャンピングカー
の新モデル

⾃炊ゼロ。健やかな
空気漂う23歳の意
外な⽣活信条

明智光秀はどんな⼈
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を歴史さんぽ
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今⽇の編集⻑おすすめ記事
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シンデレラランチ、
ご注⽂は30分間だ
け 1⽇8⾷限定

「嵐コンサート事
件」を報道しないジ
ャーナリズムを問う

ワイドなシルエット
の、⼤⼈に似合うデ
ニムパンツ。

仏舎利塔で流れに任
せて…… タイ・ナ
ーン

私だけ知らない、イ
チゴにまつわる家族
のウソ

ワイドなシルエットの
⼤⼈に似合うデニムパンツ
T JAPAN

トップ娘役華優希が退団会⾒
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故中村勘三郎の教えと夢

昼は紅葉、夜は七⾊の照明で

上野動物園のシャンシャン、会えなくな
るの︖

中村獅童インタビュー

お粥がもつありがたい⼒とは
「線」で読み解く美術展
ガンプラ、⽣みの親は町⼯場
エジプトの遺跡でミイラ発⾒
朝⽇新聞のウェブマガジン

GLOBE＋

耕論

筒美京平、その時代 関川夏央さん、ヒ
ャダインさん、能地祐⼦さん

「ノー・モア・ミナマタ」
⽔銀汚染、対策を引っ張る⽇本
sippo

T JAPAN

タブーに挑戦し続けた⼈、⽯岡瑛⼦

アエラスタイルマガジン<ＰＲ>

川島⼩⿃、ソニーα7Cで仲野太賀を撮る

ビニール袋で捨てられた⼦猫
「１⼈でもできることはある」
近未来へと誘う2020年度の「グッドデザイン」
⽣活のペースを乱さない便秘薬を選びたい︕
アデランス ウィッグ購⼊で植樹活動に貢献

＆ｗ<ＰＲ特集>

⼤切な⼈のギフトに贈りたい「アートな
シャンパーニュ」

独⽴を意識したら 朝デジ会員なら簡単登録︕
時空を超える体験を実現 最新のIoA技術
これからの世界を読み解く「数学体感教室」
松井咲⼦さんと、初めての投資信託を学ぼう︕
【これからの健康課題と向き合う】三⼤疾病編

あわせて読みたい

【富裕層向け】これからの投資戦略と実物資産
使い捨てプラスチックを使わないという選択を
コロナ禍「オンライン接客」で売上増
医師が警告︕酒好きは気をつけたい慢性すい炎
CO2排出量削減のため⽔素エネルギーに注⽬
「未来をより良くするおカネの流れ」とは︖
川島⼩⿃が撮る 仲野太賀と旅する東京
あなたの企画が新聞に︖「＃広告しようぜ」
“冬の味の⾦⻨”とお鍋が合う理由とは︖
男の肌ケア好調、⼩林製薬のユニークな開発⼒
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シリーズ／各界の著名⼈に聞いた成功のコツ
⻘⽊裕⼦さんと聞く、⼦育て世帯の住宅ローン
全国7300ヵ所に⾮常時のための蓄電池設置
国公⽴⼤学を志望するならまずはここから

Promoted

「性被害」訴えた町議がなぜ解
職請求に 異例の住⺠投票

⽝を買った家族。しかしその⽝
を⼀⽬⾒た獣医は警察に通報し
ます

樹齢1300年、倒れた⼤杉に研
究者が熱視線

Articlestone

⽂系の30代社⻑がITで⽼舗商社を変える
⽇本でのペットボトルリサイクルの現状は︖
家の耐震性が「地元」を守る︖／住宅特集
持続可能な⾷⽣活に「⾖」が注⽬される理由
百貨店の物産展、セール情報はこちらから︕
「⼤学のいま」を徹底取材︕「関⻄の⼤学⼒」

炎上した三浦瑠麗さんのCM
「左右問わず排除激しく」

73もの失策、その検証がカープ
の出発点 緒⽅孝市さん

伊勢神宮で来年の⼲⽀「⾟丑」
の⼀⼑彫を箱詰め 三重

⼥優・⽥丸⿇紀さんが考えるサステイナブル
MBA、夢じゃない 社会⼈⼤学院
⼟井善晴さんに聞く、⼈⽣の「わたし遺産」。
法改正により変わる、「これからの相続」とは
「環境危機時計」を⾒て⾏動のきっかけに

伊勢丹新宿店メンズ館 5階テー

すべて実⾷︕ ⾃慢の⼿⼟産。＃

ファッショントレンドスナップ

ラードクロージング アルチザン
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司
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い。だから美しい。［MUSE］

だめ”のシャンパーニュ 優美な
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これはすごい…記憶⼒が10倍変
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⼩室圭さんと伊藤綾⼦さん、嫌
われる共通点（下）

三浦瑠麗対談︓私が徴兵制が再
び必要だと⾔う理由

佳⼦様が反乱を起こした相⼿は
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論座
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⽣、
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