
○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5日号 〈40Ｐ〉
〒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12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！
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☎096（359）3311http://www.livikuma.com

ファッションの街として全国でも一目
置かれていた熊本の誇りを再び！
1 1 月 2 6 日（ 土 ）に開 催される
「 ま ち な か コ レ ク シ ョ ン  i n 
KUMAMOTO2016」の一環として、
熊本リビング新聞社では「ファッション
コーディネート撮影会」を行います。お
気に入りのコーディネートで写真コン
テストにエントリーしてみませんか！
年齢不問、どなたでも参加OKです。ま
ずは撮影会に気軽に参加下さい

撮影したスナップ写真
をＷＥＢで公開＆マチナ
カにパネル展示します！
あなたのお気に入りの
コーディネートに投票し
てください

＊投票の結果、グランプリ、
または入賞者に選ばれると
豪華賞品をプレゼント
＊投票してくれた方にも抽
選で素敵な賞品を差し上げ
ます

①WEB投票
　WEB/「リビング熊本」ホームページ
　期間/11月16日（水）～26日（土）
②パネル展示＆投票
　場所/上通
　日時/11月26日（土） 11：00～18：00

ファッションコーディネート
写真コンテスト開催！

写真はイメージ

営業時間 9:30～18:00、日祝休み

問い合わせ／熊本リビング新聞社コンテストの詳細はWEBでもチェックできます！

検索←リビング熊本

あなたの投票で入賞者を決定！ 入賞者と投票者に
豪華賞品をプレゼント！

自慢のコーディネートで
マチナカに繰り出そう！

エントリーのための撮影会は3日間！
キッズもパパ・ママ
シニア世代も気軽に

ご参加ください

●撮影日時
11月  5日（土） 14：00～16：00
11月  6日（日） 14：00～16：00
11月12日（土） 14：00～16：00

●撮影場所　中心市街地
＊上通・下通入り口周辺 
　（通町筋電停側）

ほかにも「リビング熊
本」のスタッフが、マ
チナカで見かけたオ
シャレさんに声をか
けさせて頂きます！

主催／ファッションの街くまもと魅力創造実行委員会、熊本市　協力／熊本リビング新聞社

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。


