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⇒月謝半年支払いで入会金3000円
デスク確認印
年払いなら入会金無料！

に従って服用を。

検索

●3月開講予定インストラクター２期生も
同時募集中。個別説明は臨時相談を！
ＱＲ

◎月謝／月額5000円
（税・材料費込）
◎入会金／ 5000円
（税込）

０１２０・２５・８９６０

されることがあります。著作権、著作者人格権、肖像権その他の
第三者の権利を侵害する恐れがある場合は、事前に許諾を得る必
【日曜日コース】
要があります。

奈木地区は対象外、税込

留守がちな人には「保冷ボックス」にお届け。
※時間帯や設置場所によっては、
貸出しがで
きない場合があります。
詳細は問合せを

ルトレディが届けてくれ

受付／月～木
・日11:00 ～17:00、 公式LINEが便利！
URL
金・土11:00 ～ 23:00

る宅配専用商品です。
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貸出無料！
【保冷ボックス】

また日ごろから、腸内

スで、季節感あふれるイ

MuzoCaffe（むぞカフェ）／
中央区水前寺公園5-23（参道沿い）
FAX
スーパーフラワー協会内
申込み・問合せは

検索 ←

環境を善玉菌優勢に整え

ンテリアフラワーを手作

人気のため増設！ 日曜は早いもの勝ち

特殊で上質な紙を使っ

ンドメイドの醍醐味。玄
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ー」。お洒落で愛らしく、 できあがりの満足感もハ

成品も好評ですが、中で

こと間違いなし！

今回新たに土曜教室が

開講、日曜教室も若干名

空きがあります。

も人気なのは、水前寺公

「ヤクルト400」
「ヤクルト400LT」
１本 86 円。「ミルミルＳ」１本108 円
※いずれも宅配専用（宅配料無料）

◎毎月第③土曜日
◎毎月第①日曜日
14:00 ～ 90分程度
14:00 ～ 90分程度
サイト地図表示用
◎定員10人程度
◎若干名
住所
◎初回は3月21日
（土） ◎初回は3月1日
（日）

☎096
（285）7082
TEL

お菓子の香梅

熊本ヤクルト

スーパーフラワー協会 検索 ←

園参道沿いの「むぞカフ

ェ」で開催されるハンド

２カ月に１作品のペー

メイド教室です。

【土曜日コース】

2つの菌のダブル飲用がおすすめ

「ヤクルト400」
「ミルミルS」4週間お試し

※色、画質は出力環境により変わります。

↓
↓
【申込み・問合せ】
広告主 広告会社 営業担当 出稿者

＜4＞

３月３日は「ひなまつ

腸内環境のバランスが大切！

スーパーフラワーを用いた季節のインテリア
※リビング新聞の記事は、弊社および関連のWebサイト上に掲載
フラワーを手作り
（2カ月で1作品を作ります）

3 ゲラチェック欄
～ 4月に制作する「テーブルフラワー」。春らしい色
※確認印をお願いします
合いとシックなデザインに大人の女性もうっとり

「西王母」7個入1404円
（税込） 日保ち2日
特定原材料等／乳、大豆、桃、山芋

日保ち1日、特定原材料等／大豆

※PDFファイルの二次利用はご遠慮ください。
「スーパーフラワー」月1回ハンドメイド教室
ファイル名 022811A03h03送文芸社熊本.indd

件名

り」
。香梅にはこの日に

ひなまつり会などの集まりに彩り
を添える春の一品。熊本県産もち
米に小豆こし餡。みずみずしい桜
葉の香りと程よい塩味が絶妙です

土曜or日曜。
「スーパーフラワー」
月イチ教室
スーパーフラワー協会

ふさわしい、愛らしいお

蜜漬けの若桃まるごと

「さくら餅」4個入346円（税込）4月上旬までの販売

インテリアフラワーを“枯れない紙の花”でハンドメイド

スーパーウーマンプロジェクト×レイメイ藤井

菓子がいっぱい。

一粒を、まろやかな白餡

で包み、山芋入りのもっ

ちり生地で蒸しあげた西

王母は、限定５００箱の

「 本 を 出 版 す る た め に 相談会を開催します。出

何 を し た ら い い？」 と、 版アドバイザーが出版に

問にマンツーマンで答え

出版に興味がある人に朗 関するあらゆる相談、疑

報です。

累計６３８万部のベス てくれます。参加費は無

この機会に、出版の夢

をかなえませんか？ 気

日（土）午前

14 13

軽に参加を。

日時 ３月 日（金）午後

時から

ホテルメルパルク

１時から、

会場

熊本（路面電車「水道町」

電停から徒歩３分）

参加費 無料（要予約）

☎０１２０
（５５）
１１４８

♦問い合わせ 文芸社

10

トセラー「Ｂ型自分の説 料です。

明書」の文芸社が、出版

申し込み方法
電話、ＦＡＸ、ハガキ、Ｅメール、
ホームページのいずれかの方法で。
〒住所、氏名、電話番号、年齢、職業、
原稿の有無を明記して申し込みを。
後日、会場の地図を記載した案内状
が送られます。応募者多数の場合は
先着順で締め切り。
※応募者の個人情報は案内状の送付
にのみ使用します
☎0120-55-1148
（受け付けは平日、午前9時30分～
午後6時30分）
FAX0120-22-6526
■ハガキ 〒160-0022新宿区新宿
1-10-1、文芸社
「出版相談会」
リビン
グ係
■Eメール
soudankai@bungeisha.co.jp

あなたにしか書 けない一冊のた
めに、気軽に参加を

https://www.bungeisha.co.jp

予約がおすすめです。

文芸社

人気商品。

出版への第一歩を！

問合せ／白山本店

☎０９６
（３７１）
５０８１

3月13日
（金）
・14日
（土）
「出版相談会」
開催

土曜日

ひなまつりに
「西王母」

2020年2月29日
午前９時～午後７時

校
了

