
○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5日号 〈36Ｐ〉
〒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26ページに掲載

西原中
託麻西小
校区

八反田2丁目
全5区画をご案内中

熊 本 の 土 地 情 報
【
東
区
】

TEL.096-285-7007
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　リビング熊本が運営する「リビングカルチャー
センター」では、いま注目の“食”からキレイになる
ための４つの料理講座を始めます。会場は、下
通りココサ５階にある「西部ガスショールー
ム ヒナタ熊本」。オシャレでピカピカな最新キ
ッチンで、心も体もキレイになりませんか？

中医薬膳料理

天然酵母本格パン作り

ローフード&加熱料理

「ローフードマイスター２級」
   資格取得講座

●11:00～13:00 ●定員 15人
●月額／4000円（材料費込）

● 10:30～ 13:00　●定員15人
●全６回コース／２万4000円
　　　　　 （材料費込・一括払い）

● 11:00～ 13:00　●定員15人
●月額／4000円（材料費込）

●13:30～ 15:30　●定員15人
●全７回コース／３万7800円（テキスト・材料費込）
　※ローフードマイスター２級検定は別途

国際薬膳師、中医薬膳師、鍼
灸師、ヨガ・気功講師。「ヘルス
サポート アルテミス」を開業

南阿蘇「パンダイゴ」のオー
ナー。ホシノ天然酵母を使った
パンが数々のコンテストで受賞

JLBAローフードマイスター
熊本校校長、JSFA認定校育
成プロデューサー

「食事で健康を作る」という中医学の考えに基づいた
薬膳料理。作りやすく食べやすい調理方法を学びます。
冷えや不調を感じる人はぜひ！

九州各地からお客のたえない南阿蘇のパン屋「パン
ダイゴ」秘伝のパン作りを伝授。独自の方法でホシ
ノ天然酵母を起こす人気パン屋の味を自分の味に！

食材の性質や組み合わせを知り、
不調を整えよう

シュトレン、ハード系パンなど、
季節のパンにチャレンジ

生きた酵素やミネラル等を取り入
れる食事法「ローフード」。腸内
環境を整え、体の中からキレイを
目指す調理法を学びます

中医学のマスター松本講師直伝！

上道大吾講師の秘密のレッスン

　リビング熊本が運営する「リビングカルチャー
センター」では、いま注目の“食”からキレイになる
ための４つの料理講座を始めます。
通りココサ５階にある「西部ガスショールー
ム ヒナタ熊本」。
ッチンで、心も体もキレイになりませんか？

9/6 ～

第１水曜
（月1回）

9/20～

第3水曜
（月1回）

9/27～

第4水曜
（月1回）

キレイな空間でキレイを目指す
料理教室始めます！

おいしい
パンの

お土産付
き！

講師／上
ウエミチダイゴ

道大吾

講師／松
マツモトトモコ

本智子

講師／美
ミマサカジュンコウ

作純好

下通り
ヒナタ熊本

美女必須の最旬美容法
“ローフード ”マイスター美作講師による

リビングカルチャーセンター はません校

☎０９６（３７０）１１１２

講座の詳細は
こちらから↑

申
込
み
・
問
合
せ

料
理
教
室
の

会
場
は〝
コ
コ
サ
〞

熊本市南区田井島1-2-1
（ゆめタウンはません 本館 2階）
受付／10:00～19:30（日曜のみ～16:30）
※価格はすべて税込

作って食べて

優雅に学ぶ

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。


