
○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）

2017年新春号 〈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45ページに掲載

謹賀新年
本年も相変わらぬご愛読を
お願い申し上げます

テレビ特集号
【別刷り】

1212 1／／ ／33～3131

この期間のテレビ番組表はテレビ特集号に
掲載しております

〈次号発行は1月7日号です〉
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1/28（土）1回目2回目

11:15～
14:30～

※開始時間は予定です。

©Nintendo・CR・GF・TX・SP・JK  ©Pokémon

みんなでポケモンスクールを体験しよう！
サトシ＆ピカチュウが出席するクラスに、
誰か来たみたい…？

1月28日（土）は
注目のステージショーが目白押し！
こども博初登場！ 
フジテレビと TKUが実施する
楽しく学ぶ　食育出前授業
「ハロー！ どっこくん。」！

■28日
①12:00～
②15:20～

アナウンサーによる

紙芝居の読み聞かせ

や、「どっこくん」体
操

をするよ

■29日
①12:00～
②15:20～

※開始時間は予定です。

「どっこくん」は、“いい
うんち”のキャラク
ター。『いっぽんどっこ
王国」の王子さま！　紙
芝居を通して「食」と「運
動」と「排泄」の大切さを
教えてくれますよ

?096-359-3311問合せ：熊本リビング新聞社
主催：熊本リビング新聞社･テレビ熊本

土128 日29
10:00 ～16:30 入場

無料

住所：宇土市善道寺町綾織95
宇土シティモール会場/

今回の
こども博は

その他イベントいっぱい！

　熊本の子育て応援イベントとして12回
目。おなじみの「こども博」、今回の楽しい
イベントの内容を速報で読者のみなさま
にお知らせします。今年は会場が「宇土シ
ティモール」に決定！　初登場のステージ
ショーや、人気のキャラクターがやってき
ます。小さいお子さんから、大人までワク
ワク、ドキドキ楽しめること間違いなし。
そのほか、無料で遊べるコーナーも充実。
見て・聞いて・体験して・学べる「こども
博」に、みんなで遊びにきてくださいね。

無料で遊べる
コーナーもたくさん
無料で遊べる
コーナーもたくさん
●GOGOライダー
●こどもネイルコーナー
●遊具コーナー●健康相談コーナー　
●各協賛社ブースコーナー　など

●GOGOライダー
●こどもネイルコーナー
●遊具コーナー●健康相談コーナー　
●各協賛社ブースコーナー　など

今年は宇土シティモールで開催

子育てすくすく★こども博
1月28日（土）・29日（日）

入場
無料

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面で
ご覧ください。


