
2019年9月21日　土曜日　＜34＞
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リビングカルチャーセンターはません校　熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館2階）
営業時間／10:00～19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）　12/29～1/3休　

2019年10月12日　 26日  全2回土 土

☎096-370-1112

講師／稲田 悠樹

小学4年生～6年生
と保護者の方

申込み・お問い合わせ

※入会金不要

㈱コマンドディー 代表取締役
時間／10:30～12:30
受講料／1組1万1000円（税・教材込）
定員／親子で 6組

ドローン
プログラミング
子親 操作で

体験＆

入場
観覧無料
入場

観覧無料熊本駅

秋の
2019

主催：JR九州　協力：熊本市農産物フェア実行委員会 詳しくは 検索JR熊本支社

熊本の有名店
が大集結!!

ステージイベ
ントも

　　　  盛り
だくさん!!

観覧
無料

仮面ライダーゼロワン ショー

28日（土）
①11：50～
②16：50～

熊本県内の人気グルメなど有名店舗が大集合!!

場所 熊本駅白川口駅前広場
　　　　　　（市電のりば側）

日時 9月28日 11：00～19：00土

29日 11：00～17：00日

楽しいステージイベント＆熊本グルメが大集合!

・ひばり工房 ： 自家製ソーセージなど
・feal[pie＆tea stand] ： あか牛ミートパイ
・とらや ： 日奈久ちくわ・ちくわサラダ
・アグリパーク豊野 ： 馬肉バーガー
・JR九州 ： 車内販売ブース※28日（土）のみ
　　　　  激レア！鉄道関連グッズ販売※29日（日）のみ

※ステージ内容および時間、出店店舗が予告なく変更になる場合がございます、予めご了承ください。

熊本学園大学吹奏楽部

その他多数出店!!

ミニトレイ
ンの

運行!

乗車
無料

ひばり工房feal[pie
＆tea st

and]

とらや

28日
土

29日
日

28日
土
29日
日

28日
土
29日
日

28日
土

Ⓒ2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 

※写真はイメージ

29日（日） ①11：50～ ／ ②14：30～

※撮影会は時間の制限がございます。
　予めご了承下さい。

撮影会も開催！カメラをご持参下さい

※撮影会は時間の制限がございます。予めご了承下さい。
撮影会も開催！カメラをご持参下さい

観覧
無料

29日
日

くまモンのステージ
28日（土）13：55～

28日（土）・29日（日） 10：00～17：00

熊本市民吹奏楽団
29日（日）13：40～

MICA （シンガーソングライター）
28日（土）17：50～

熊本城おもてなし武将隊
28日（土）15：30～
29日（日）15：30～

28日（土）13:00～
29日（日）13：00～
熊本県営業部長兼しあわせ部長
「くまモン」によるステージ。くまモン体操など。

熊本市農産物フェア2019
in

同時
開催 熊本駅 秋のみずほ祭り

Ⓒ2010 熊本県くまモン

熊本市とその近郊で収穫された
旬を迎えた新鮮な農畜産物・果
物・農産加工品、さらにはお花を
展示即売。
実りの秋を迎えた農産物が熊本
駅前に大集合します！

それいけ！アンパンマン ショー

TV番組表はweb公開
できません。


