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11月16日リニューアル
OPEN
リニューアルリニューアルリニューアル
平成店

上熊本店 TEL.096-356-4429
熊本市西区上熊本2-8-45
営／11：30～23：00（OS22：30）

西銀座通り店 TEL.096-327-2917
熊本市中央区新市街2-5 サンスクエアビル2F
18：00～翌4：00（OS翌3：30）、日祝は～翌0：00

銀杏通り店 TEL.096-325-2917
熊本市中央区新市街1-11 サンホワイトビル1F
18：00～翌4：00（OS翌3：30）、日祝は～翌0：00

光の森店 TEL.096-285-9229
熊本市北区武蔵ヶ丘8-7-22
営／11：30～23：00（OS22：30）

浜線店 TEL.096-284-1629
熊本市東区画図町下無田1149-1
営／11：30～23：00（OS22：30）

平成店 TEL.096-334-2911
熊本市南区平成2-3-8
営／11：30～23：00（OS22：30）

宴会コース宴会コース宴会コース宴会コース宴会コース宴会コース
忘年会・新年会に

（4名様～）

※写真は浜線店のものです。

西銀座通り店・銀杏通り店

4,000円・5,000円
6,000円～
飲み放題（各コース）、+1,000円（90分）、+1,500円（120分）

上熊本店・平成店・光の森店・浜線店

3,500円・4,500円
5,500円～※価格は税別

カフェ ルクス

TEL.096-273-8338
熊本市東区画図町下無田1149-1
営／11：00～23：00
（フードOS22：00・
ドリンクOS22：30）

○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11月3日号 〈36Ｐ〉 休日在宅医は17ページに掲載
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〔中央区水前寺公園28-51〕
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市立体育館

砂取小

県立図書館

熊本県庁

会場／
ホテル熊本テルサ 九州電力

水前寺陸上競技場

県
庁
西
門
通
り

東
バ
イ
パ
ス

県庁
通り

メガネのヨネザワ
※駐車場（有料）は限りがあるので、公共交通機関の利用を
※定員になり次第締切。後日案内状を送付します
※個人情報は案内状送付とセミナー運営のみに使用します
※スケジュールの一部が変更になる場合があります

＊申込みはお早めに、電話かリビング熊本ホームページへ！
☎096（359）3311
月～金 9：30～18：30（土＝～12:00）※日 ･祝休
代表者の①〒住所 ②氏名 ③年齢 ④性別 ⑤電話番号 
⑥参加人数 ⑦質問がある場合は内容を伝えて下さい

↑スマホからの
申込みはこちら

下肢静脈瘤・足の病気（外反母趾・魚の目・巻き爪）
 糖尿病の最新治療

リビング医療セミナー開催
EVENT

参加無料  
定員300人

今回のリビング医療セミナーのテーマは「気になる足の
病気」。足の血管が浮き出る下肢静脈瘤、外反母趾など
の身近な病気、さらに足に合併症を起こす糖尿病の食事
療法について、専門家のお話を一度に聞けるチャンス！

主催／熊本リビング新聞社

12月9日（日）

13：30～15：40　（受付開始13：00～）

会場/ホテル熊本テルサ
    　1階　テルサホール

　静脈弁が壊れて血液が逆流し、足首やふくらは
ぎ、むこうずね太ももの内側の血管がぼこぼこと
浮き出る「下肢静脈瘤」。立ち仕事をしている人
や女性に多い、身近な血管の病気です。ここ数年
で格段に治療法が進歩し、現在では痛みが少ない、
レーザーによる日帰り治療が可能になっています。
　第１部では、熊本血管外科クリニックの宇藤
院長が下肢静脈瘤の原因や症状に合わせた治療
法、日帰り手術の流れなど、分かりやすく紹介！

第1部

糖尿病・フット
ケアの専門家

熊本血管外科クリニック

宇藤 純一 院長
せんだメディカル
クリニック 
田口 哲也 先生

下肢静脈瘤の日帰り治療
～最新のレーザー手術について～

　第2部のはじめは、悩んでいる人が多い外反
母趾や魚の目・巻き爪について。これらは主に“靴
とトレーニング”で改善できる病気です。靴選
びのポイントや簡単な足の体操を紹介します。
　一方、それだけでは改善できないのが「糖尿病」
の合併症による足病変。ここ数年で糖尿病の治療
薬は劇的に進歩しましたが、やはり基本は食事療
法。せんだメディカルクリニックの田口先生が「無
理をしない」食事療法について教えてくれます。

第2部

糖尿病の合併症と
足のケアについて

下肢静脈瘤
　　　　の専門家

かしじょうみゃくりゅう

□ 足の血管が浮き出て
　 ぼこぼことしている
□ 足が重い、むくむ、 つる
□ 外反母趾・魚の目・巻き爪
　　に悩んでいる
□ 血糖値が高いと言われた、
　　糖尿病の治療中の人

思い当たる人はぜひ参加を

かしじょうみゃくりゅう

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。


