
������������
�����������
������������
��������
	�
������������
���
	���� �
������������
������������
��������� �
������������
����� ������
������������
���������¡¢£
������������
����������¡¢
�£¤�¥¦�¤¥¦�§
��¨©�ª«¬®�¯°
���	±�²«³´µ�
��§¨©ª«¬®¯�°
��±�²��¶�··¸
��¹�º»¼½¸¹�¾
�¿«¬®³´µ¶±�²
���·¸¹º»¼½�À
��ÁÂ�¸¹Ã�ÄÅ�
��¹¾³¿�ÀÁÂÃÄ
��ÆÇÈÉÊ���Ã�
��ÅÆÇ�������
��ËÌ�ÍÎÏ�ÂÐÑ
Ò�ÈÂÉÊËÌ½·ÍÎ
�£«¬®Ï�ÐÑ���
�Ó�Ò´Ó³�Ô·¸¶
��ÔÕÖ×�ØÙÚ��
�£�ÕÖ×¶�°�ÛÜ
���ÝÃ¼Þ±ßàá�
�£�ØÙÚ¿�ÛÜ��
¿¿�â����·ãä�
¿¿±ßåæ�çèéêë
ì£ÝÞßÀà�áâ�ã
¿¿��ÏíÃîÃ�ïð
¿¿ñ�òóôõ¼�ö÷
¿¿øù�úû�üýó¢
�þä�¿¿¿¿¿¿¿¿
�£åæçÜÒèé¿¿¿
¿¿êÇëìíîïðñò
¿¿íóËÇôõö¹¾�
¿¿÷øùúû�ü�¿¿
¿¿�ÿ~��}|{[�
¿¿¸åà\�ò]��^
¿¿_�`ß�@�?�>
¿¿=<;:¾/.-¥,
�+�ýþÿ~}|{[\
*£�]^_¿<)(ÈÞ
'�¹¾Ó×ò`@?>=
¿¿ÂÐÑñ�ò_È&%
$#�¯�¯"!012�
$3<¥¦�à4��56
7#ä;:�/.	�-¤
8+äÒ´Ó±�98�A

�B,+�*)��('&
Ò�%ý�¿�ã±�$Ó
�Ó��²Ò#"ò#�!
�Ó�±#0Ë1����
�£±�$Óç�¹���
��CåD§EÎÏ��
��2?%�ºÜ3���
�£45Ë6������
���FG¡·H�IJ�
��KL�M¹NÄÅ¦O
��P¤��Q	òRÃS
�3�788��9���
�£©AÔ�¯�����
+�BC~DEãTU��
¿¿��������-
¿¿������ò�� ¿
¿¿�=��¿<�çÞ
$�äFGËHIJ�K¿
�£�L¨M²NO#Ó½
¿¿�OÓç�Ì½·¿¿
¿¿á��
	�����
¿¿�C�ò@Ã�å�¿
8�ä·��N´¿¿¿¿
�¿PQãµ�¾�RST
¿¿	Ç('¢¿¡·��
��äU~��¿¿¿¿¿
�¿��~�¿����·
�¿T����¿¿¿¿¿
¿¿í�4�M� ¦O
�£����¿56��
¿¿S±����@Ã�¼
¿¿���������Í
¿¿�õ��¿E��ÙÞ
��ä��9ç�º�Ó¿
�£³�6�´Ó�ì¶�
¿¿��~Ò×�:�ß
¿¿
ÿ	ã��¿¿¿¿
¿¿��½�â�����
¿¿ß�æ�P����·
¿¿ë����@����
¿¿��Så���Q�ò
�þä�¿¿¿¿¿¿¿¿
�£PQ�����ã¿¿
¿¿TÝ�����
�H
¿¿¡¢£�¤¥� ¿¿
þ¿�¿¿¿¿¿¿¿¿¿
�£�òµ´Ó¹¯¿¹�
¿¿Ó¿NÃò¡¦§�¨
¿¿©Ýîóªâ�	��
¿¿�«��æã�P�¬
¿¿®��¯ë���Ã�
��ä�¿¿¿¿¿¿¿¿
�£��´Ó�Ó�	�ã
'�PQýÿ�ì��Ó÷
'�ä�ò¨¿<�°±Þ
'²ä²¤�÷!¤�«�
$³ä±¤��¹º$�¿
7´)	��)�98´A

�µä)	����ô��
Ò�)���¶�Û�¥�
Ò¶°Óé���±�$Ó
¿¿���Ã����Ã�
�£¤¸ÓÔ¶�çã��
¿¿	¿������Ã�
��äºÜ3N�� ��
�¿±�$00¿·¸¹·
¿¿º»�¼½� ��¾
��ä�Ç��:�/�
¿¿��HI����·¿
�������>�>=£
�£�Ü��~ô��¿¿
¿¿¿ÀÁ¿ÂÃ¿¿¿¿
¿¿ÄÅÆÇ�¿È<ÉÊ
¿¿ÔÕËÌHÍÎÞ¿¿
$�������K×¶Ó
¿¿�0Ó²�çÌ½·¿
7�ä¬¬«¶��3¿¿
�¿�Â��~PQO�N
¿¿-���§��¿¿¿
¿¿�<ÏÔ¿¿¿¿¿¿
¿¿Qå�ÐÑ¿¿¿¿¿
8�ä¬¬«¶��3¿¿
�¿��� ºÜ3T�¿¿
�¿¡¢�ã¿¿¿¿¿¿
¿¿TÒHÓÔ� ¿¿¿¿
�£�£¤£�¥� ¿¿¿
�£���é�²�¦¿¿
¿¿ÕÖ×ØÌ¿ÙÚÛÜ
�£�§¨©0��¿¿¿
¿¿Õ�×G�GÞ¿¿¿
�£ª�ò«¬Ü¹÷��
¿¿ÝÞ�ßÞ¿¿¿¿¿
�£®�¯�°	±²³ý
¿¿�ÿò´~-����
¿¿�3´Ó�µ¶ã¿¿
¿¿í�N�Oµ�½à%
¿¿�áéâã_·ë%Þ
¿¿äÓå¿æçÞè¿¿
¿¿éêë!¿ì<�í�
�þä�¿¿¿¿¿¿¿¿
�£��¹÷0�ç¿¿¿
¿¿íîïÛ¿ð<¡ñ¿
¿¿òè0ó¿ôÌÀõ�
þ¿�¿¿¿¿¿¿¿¿¿
�£�·¸�¹�º¿¿¿
¿¿ö÷�ó�H�ø»ù
¿¿úûüû�ýþ4ÿ~
þ¿�¿¿¿¿¿¿¿¿¿
�£¥×0\»¿¿¿¿¿
�£¼½¾¿\¿¿¿¿¿
�¿�ÀÁÂÃ¿¿¿¿¿
$}äºÜ3�Ò�ÄÅÆ
$���·Ç�Û���÷
7+�3�È±�$00£
8#äºÜ3N�� ��
83Ò���É�9�|A

Ò#äÊ)��Ë��Ì�
��äÊ)���$´Í¥
�¿�ÿ;�Î~ÏÊã¿
�¿|ñ�Ð×¶Óã¿¿
�£1Ñã �	ë±�!
¿¿{<¡[¿\À]Ù¿
¿¿ä^_ô¿`@Î?Þ
��ä,Ò«�ä±�6�
�*ä@ÿ�Ó �ÿ�]Ô
3¿ÕÖ×Ø~Ù�~¨Ú
�#äÛ�ß�]ÜÝã¿
�£HI��Þ�Ë��¿
�¿«`@²�Oá¼÷½
¿¿ßÎÿ4à|áâ��
�¿ñ]ã�ç-³¸Ô÷
�¿äå~æçèé��ã
¿¿ê�Ûµ�ÔN¶�Ó
¿¿�íRà>ªî�=<
¿¿���¼;:/§¡.
¿¿�-ùª,N�+û*
¿¿)ó�('&�%»¼
¿¿���ªà�S�$&
8�ñ]ã�ç-³¸Ô÷
�¿ëì��TPQ~íA
¿¿á#·"�å���Õ
��ä�¿¿¿¿¿¿¿¿
�£�7�¿�¿�!ä�
¿¿��Ã�
P¤0Ï�
¿¿�¶�/"1,�23
Ò�ä�¿¿¿¿¿¿¿¿
�£Ç ~îï¿4��

¿¿5<6~¿·¸7�¿
�£�ð�³¿Û�¿¿¿
8£ñ|ò~µ´Ó¹�Î
¿¿Ñ:T~ó�ôõ��
¿¿�å�±�9Í�¶ë
¿¿�Hã§�ÆÇ�AB
¿¿�ÛC
���DEÍ
¿¿�¶ë�H�BF_
¿¿�§GH
I
ÂJÞ
¿¿�ô<K¿�<LMÞ
�þ����ö~åæ#�
�Ó��åæ#��÷¢¿
¿¿�ò��ø~Fùúð
¿¿ûüýþ¬ôÿ�°	
¿¿Ô~}ø|ã�]{~
¿¿[0�3�\]^_°
¿¿S`@|?>=<Ò~
¿¿;Ç¸:ýºT/.Ç
¿¿~-,�+ NOÐP�
¿¿Þ�QL¿RS´�T
�#�¹¥¹ºÓN���
'#�«>¬*>(')(
'3'&%¿�U¯���
$��:	ÿ¿Ñ����
$�äÊ¸�/%TT�¿
7�$�³~#ã¿�¦�
7�Ê)�ú�98��A

�#HI��ã�~"£
Ò����!ë�*%~Ç
���Êð�Îã�¿¿¿
¿¿���Ã��Ï�F�
�Ó���:0�ý�¿¿
#£1Åµ´Ó¹2ÿÏ¿
���3
4SÏ�ú]5
¿¿��ÁÍ�·�ý��
�£���6	�Ê�ã¿
�¿§7¶½¼é8¿¿¿
�¿9ABó�~C¿¿¿
�£Dçãã�EF�G�
�£��H� IÙJK¿
¿¿ÔÕ
÷���¿¿
3Ó���:0�ý�£¿
�£��6���/ÂÐ£
¿¿�Í�¿��
Þ¿¿
�£åæ¹�³OÛÓÔ¿
¿¿ñ�ò
	���¿¿
¿¿¿¿¿¿��&�¿¿
7�'A��:0��ÎT
�£�¿¿¿¿¿¿¿¿¿
}£íLMNO¢P¿¿¿
¿¿T��Å� ¿¿¿¿¿
¿¿¡Û��
±�×¿¿
¿¿¿¿¿¿¿�#¿¿¿
¿¿\¡Û��
�Þ¿¿
¿¿á��ø����Ã¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
�£��6���8`¬Q
¿¿·�R´¶T>���
¿¿9�
�@Ã� ¿¿¿
3¿��¿¿¿¿¿¿¿¿
� �8`¬µ´Ó¹S¿
���TU8`¬Q·�
¿¿R´¶¿¿¿¿¿¿¿
¿¿T<���9�
�@
¿¿Ã� ¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿ñ�ò
�<��¿¿
¿¿¿¿¿¿�0Û�¿¿
¿¿��
H<��¿¿¿
¿¿áú��
����±
¿¿�à�à�Ýà�Ý@
¿¿Ãî¿¿¿¿¿¿¿¿
�3ä��¿¿¿¿¿¿¿
�Ó�¹µ�·�Ó���

¿¿��¿���Þ¿¿¿
3£±�$Ó¹¾Ó×¿¿
¿¿�ø����Ã�F�
�#�������TU8
¿¿`¬Q·�R´¶¿¿
'�ä���6�ö� �
¿¿ýÑÿý�¿¿¿¿¿
$��8`¬Q·�R´¶
7+!¤�÷�¶3Ó�£
8�����ë�èé��

83íLM�«ñ9��A

�� ���� �� �

○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2016年11月26日号 〈48Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は15ページに掲載

検索ファミリーステージ 熊本

不動産のことなら、まずは何でも気軽にお電話を！

TEL.096-285-8091 

土地・戸建て

相談
無料

不動産 買い取ります！

フォーチュンアドバイザー イヴルルド遙華さん

前向きなアドバイスがクチコミで広がり、モデルや
ヘアメイク、エディターなどの業界で絶大な支持を
得る、いま話題のフォーチュンアドバイザー。西洋占
星術、タロットをはじめ、人生の流れを24の節目で区
切る「フォーチュンサイクル」など、幅広い占いを独学
で研究する。著書に『運命のフォーチュンAmulet』
（小学館）など。東京・代官山に鑑定ルームをもつ

LIVING × ホテルニューオータニ熊本 リビング熊本30周年コラボ企画

イヴルルド遙華“幸運”トークショー＆
泉哲郎スペシャルディナー

2017年のラッキーカラーは“ホワイト”
上手に生かして“幸運体質”に！

料理だけでも１万円相当の豪華さ！
ハッピーになれるご褒美ディナー

～ホテルニューオータニ熊本 総料理長～

2017年こそ、もっと輝ける年に！

※入金後のキャンセルは一切お受けできません
※個人情報は同イベントの案内のみに使用

熊本リビング新聞社
9：30～18：00、日祝休

受付　　　　17:00～
トークショー　17:30～(約90分)
ディナー 　 19:15～20：30終了予定

会　場　ホテルニューオータニ熊本「鳳凰」
参加費　1人 10,000円（税・サ込）

1/2017. 日15

※ワイン・ソフトドリンク付

☎096（359）3311
●申込み時に、参加者全員の氏名と年
齢・代表者の〒住所・電話番号を伝えて
ください　●電話受付後、コンビニ専用
の振込用紙をお送りいたします

主催／熊本リビング新聞社・ホテルニューオータニ熊本

“美食のニューオータニ”を支える泉総料理長が、こ
の日限りのコースを考案してくださいました。白子や
白いチーズなど白い食材・調味料を使った料理は、
五感で愉しめるものばかり。新年でご馳走三昧だっ
た人も、きっと満足いただける豪華さと洗練された
味わいのフルコースをご用意します。

メディアでも大活躍、代官山のサロンはあまりの人
気のため新規個人受付をストップするほどの“神業
鑑定”が話題のイヴルルド遙華さん。震災の影響で
延期していた、リビング特別イベントの開催が決定し
ました！　新しい年のスタート、幸運を引き寄せた
い、もっと前向きになれたら…、そんなあなたを応
援。ラッキーカラー“白”を取り入れるヒントも、わかり
やすく・楽しく伝授します。

●タラバ蟹のエフィロッシェのパイ焼きと活オマール海老の
　ミ・キュイ　ブールブランソース
●グレープフルーツのシャーベット
●ブラックアンガス牛ロース肉の岩塩包みロースト　
　カリフラワーのピュレ　白まいたけと共に
●フランボワーズコンフィのクレームダンジェとフロマージュアイス
●コーヒー　●パン　
※仕入れ等により変更になる場合があります

●食前酒～　日本最北端のリンゴの産地・
　　　　　　北海道深川シードル
●たらの白子と百合根のフラン
●北海道・枝幸町のオホーツク海産サーモンと
　スカロップの燻製の紅白野菜包みと
　天草真鯛の昆布締めの柚子風味大根巻き
●かぶのクリームスープ　
　白きくらげとホワイトアスパラを添えて

ラッキーカラー“ホワイト”を使ったスペシャルメニュー

Pro�le

申込みは電話で

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


