
○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8月19日号 〈28Ｐ〉
〒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

熊本市東区下江津8-9-10-1F

美・ケイ  クリニック

8月19日（土）・20日（日）と
毎週月曜日は女性医師診療

内科/美容皮膚科/皮膚科/形成外科

しみ・しわ・ニキビなど美容に関するご相談は無料

土・日・祝日も診療いたします土・日・祝日も診療いたします

自由診療
（税込）

厚生労働省認可！ボトックス注射
●眉間のしわ…￥10，800～
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日時　9月 15日（金）
時間　18:00 開場（18:40 開演） 終了は21:00予定
会場　鶴屋百貨店 東館 7階の鶴屋ホール
参加費　無料   定員　申し込み先着300人
申し込み方法　電話かHP（電話の場合は代表者の
名前、年齢、〒住所、電話番号と参加者全員の名前、年
齢をお知らせください。HPは下記QRコードから）
定員になり次第受付終了です。後日案内状を送付します。

９月15日（金）無料　「米国科学色彩分析法」を生かして

毎年満席になるほど
人気のセミナーです。
申し込みは早めに。

講 師  下重 恵子さん

SKクリエイティブハウスの
クリエイティブアートディレ
クターとして、メガネ業界に
おいて店頭のコンサルティン
グ、他サロン、セミナーなど
による啓蒙活動に力を入れな
がら、社員教育も行う。ま
た異業種においても、銀行・

病院などの従業員教育、各大学では一般講演会な
どで活躍中。ブルーベース／イエローベースカラーシ
ステム、ヒューマンデザインカラーカテゴリーリーダー
日本代表、美術大学ファッションデザイン科講師

大盛況のカラーセミナーの様子　

　あなたの魅力を高めてくれる「色の力」。上手に使いこなすには、自
分に似合う色とそうでない色を知ることが大切です。
　熊本リビング新聞社では９月15日（金）に、毎年好評の「リビングカ
ラーセミナー」を開催。講師はオプティカルカラープランナー日本代表
の下重恵子さんです。
　個人的な肌や髪の色から、相性良く魅力的に装える色や生活を豊かに
する色の活用法など、分かりやすく学べます。ファッションの幅や、メ
イクのバリエーションにも広がりがでますよ。参加費は無料。若々しく
キレイでいたい人はもちろん、親子や友人との参加も大歓迎。秋物購入
の前に似合う色を探してはいかが？

わたしに似合う色って…？　
色彩科学を楽しく学んで知って「色」を味方に！

主催／熊本リビング新聞社
協賛／メガネのヨネザワ

■申込み／熊本リビング新聞社

☎ 096（359）3311

● 色の世界 （自然の色と人工の色について）
● 誰もが納得できる色彩感覚とは？
● 好きな色と似合う色の違い
● 「老いる」「若返る」とは？  …など

リビングカラーセミナー

プログラム

受付時間／9:30～18:00（土～12：00）日祝休

EVENT

９月15日（金）無料　「米国科学色彩分析法」を生かして

「色」でもっとオシャレに！ 
リビングカラーセミナー

肌をキレイにみせてくれるのは、どっちの色？

※個人情報は運営事務局の熊本リビング新聞社で管理し、連絡や当
日の受付等のみに使用します。

HPからの申込みはQRコードから

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。


