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○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8月18日号 〈24Ｐ〉休日在宅医は22ページに掲載

EVENT
2018年 9月 24日（振・月）　会場／鶴屋 東館７階 鶴屋ホール

主催／熊本リビング新聞社　共催／鶴屋百貨店

赤ちゃんハイハイ＆カタカタ競走

1 歳前後・2歳未満の赤ちゃん集まれ！

9月1日（土）まで！

鶴屋本館６階ベビー用品（右記２カ所）にて
所定の用紙に必要事項を記入し、応募箱に入
れてください

※応募方法や、レースを変えて複数回応募されると無効になる場合がありますのでご注意ください
※当選者のみ9月 11日（火）までに参加証が届きます
※個人情報は案内状の発送や名簿作成など今回のイベント関連にのみ使用します
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受付／9:30～18:30（土～12:00）日曜・祝日・8/15休　問合せ／熊本リビング新聞社 096（359）3311☎ 

①リビング熊本HPの応募フォームより申込み

②鶴屋内の応募箱より申込み

HPからの応募は、
9月1日（土）23:59まで

右のQRコード、または熊本リ
ビング新聞社公式 HP から、
応募専用のバナーをクリック！ 
専用の応募フォームに必要事項
を記入し応募してください

ア
ク
セ
ス
は
こ
ち
ら
か
ら

応募フォームバナー

【スケジュール＆募集人数】

レース／時間
ハイハイ競走（午前）
11:00～12:15
カタカタ競走
12:50～14:00
ハイハイ競走（午後）
14:40～15:55

募集人数

120人

100人

120人

参加無料

鶴屋カップ

＊当日のレース風景をカメラマンが撮影（スナップ写
真）する予定です。ご了承の上、応募ください

＊レースの振分けは当選者決定後、五十音順と生年月
日をもとに、熊本リビング新聞社で行います。レース
変更や時間変更は一切できませんのでご注意ください
＊プレゼントの家族写真はレース前に撮影します

　毎回大好評の「赤ちゃんハイハイ & カタ
カタ競争」が9月 24日（振・月）に開催決定。
ハイハイする 1 歳前後の赤ちゃんと、よち
よち歩きの 2 歳未満の赤ちゃんが、人生初
のレースにチャレンジ！　一生懸命にゴール
へ向かう、かわいい姿を見せてくれます。
　ハイハイは午前・午後の 2 回で定員は各
120人、カタカタは午後1回で定員は100人。
人気のため抽選になります。下記を参照の上、
ふるってご応募ください。

参加者全員に
家族写真と出走証明書をプレゼント！

　ハイハイは午前・午後の 2 回で定員は各
回で定員は100人。

人気のため抽選になります。下記を参照の上、

募集人数

＊当日のレース風景をカメラマンが撮影（スナップ写

レースの振分けは当選者決定後、五十音順と生年月
日をもとに、熊本リビング新聞社で行います。レース
変更や時間変更は一切できませんのでご注意ください

参加者全員に
家族写真と出走証明書をプレゼン

　ハイハイは午前・午後の 2 回で定員は
120人、カタカタは午後1回で定員
人気のため抽選になります。下記を参照の上、
ふるってご応募ください。

参加者全員に

泣いたり、笑ったり…
わが子の一生懸命な姿を
カメラにパシャ！

泣いたり、笑ったり…
わが子の一生懸命な姿を
カメラにパシャ！

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。


