
○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）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2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

2018年2月24日号 〈32Ｐ〉 休日在宅医は29ページに掲載
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3月31日（土）・4月1日（日）
グランメッセで「こども博」開催！
主催／熊本リビング新聞社・テレビ熊本

ネイルコーナー

ちびっこ遊具も

たくさん
※写真は過去開催の様子

無料で遊べるコーナーがいっぱい！

問合せ／熊本リビング新聞社　☎096（359）3311　9:30～18:30(土～12:00)、日祝休
ほかステージ情報など速報は、リビング熊本でお知らせします。ご期待ください！

3月31日（土）・4月1日（日） 4月1日（日）

入場無料！　笑顔と元気いっぱい
今年の「こども博」は春開催です
　今年で13 回目となる熊本の子育て応援イ
ベント「こども博」が、グランメッセに帰ってき
ました！　日程は3 月31日（土）、4 月1日（日）、
初の春開催です。わくわくドキドキ元気いっぱ
いのステージショーや、思いっきり遊べる無料
のコーナーも満載。入場無料。家族みんなで
ぜひ遊びに来てください。

●日時／3月31日（土）・4月1日（日）
　　　　10:00～16:30
●会場／グランメッセ熊本　　
●入場無料 ●駐車場あり ※数に限りあり

子育てすくすく★こども博

マジシャン・ドゥーの
不思議なマジック

「杉山兄弟シャボン玉ショー」

観覧無料

観覧無料

九州を拠点に活
躍するプロマジ
シャン「マジシャ
ン・ドゥー」が、
まか不思議なマ
ジックを繰り広
げます！

シャボン玉のギネス記録をもつ杉山兄弟
が、身近な材料や道具を使ってスゴ技を
披露！　手にのせたり、シャボン玉で人を
包んだり…ステージに広がる 1万発のシャ
ボン玉も圧巻です。※写真はイメージ

両日公演

速報！　3月31日（土）・4月1日（日）ステージ情報

2018

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。


