「YouTuber養成講座」無料体験会
（各回約70分、すべて内容）

①5月30日（日）10:00 ～

③5月30日（日）18:00 ～ （定員20人）
④5月31日（月）10:15 ～
⑤6月 2日（水）10:15 ～

（定員20人）

⑨6月 7日
（月）12:15 ～ PrinceKing
⑩6月 7日
（月）19:00 ～ （定員10人）
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応え、必要なことを総合

的に教えるのが、創業

年目のプリンスキングが

開講する「ユーチューバ

１年間の
「本講座」に加

来校・リモート受講も可

ー養成講座」です。

能で、動画にて復習し放

配信は、ますます重要性

なりバズってユーチュー

題。短期集中講座は親子

を高めています。

バーとして活躍すること

割 引︵ 高 校 生 以 下 限 定 ︶

えて、今回から２日間の

も。さらに企業も自社魅

も。戦略・動画演出・編

また芸能人のチャンネ

力をＰＲする動画配信を

集テク・編集アプリ・宣

ル開設、一般の人もいき 「短期集中講座」も開講。

して新しいユーザーを開

【HP】https://youtuber-yousei.com/

伝方法⋮、充実の講座内

～18:00
10120・997・510 10:00
無休

拓するなど、私たちの生

問／ PrinceKing( 中央区水道町 1-23-2F）

容は無料体験会で！

□ 企業内でも重宝される動画技術を身につける
□ 副業として動画編集をしたい
□ 趣味や楽しみとして動画サイトを始めたい
□ YouTube動画で収入を得たい
□ 会社の宣伝として動画広告を始めたい
□ すでにYouTubeをしているが
効果を上げたい

そんな時代のニーズに

水道町
交差点

今年3月には公的機関からの依頼で
9人に「短期集中講座」を開講

活に根付いてきました。

●

パレア

白川

●

国道３号線

鶴屋
東館

至植木
パーク
● シティ24
●
水道町
バス停

ホテル日航熊本
びぷれす熊日会館
●

加地ビル2階

※完全予約制

今後ますます注目を集める動画配信
その技術を効率的＆総合的に学べます

パレア9階
会議室9

子どもたちがなりたい

⑦6月 6日
（日）10:00 ～

職業で上位のユーチュー

（定員10人）

プリンス キング

※当院横の専用駐車場
（6台）
、
提携駐車場
「パークシティ24ｈ」
をご利用ください
（駐車券は受付までお持ちください）

1994年熊本生まれ。熊本高校、
横浜国立大学・大学院卒業。工
学修士。PrinceKing取締役。
東京勤務時に動画サイトプロ
デュース企業プロデューサー
の マ ン ツ ー マ ン 指 導 に よ り、
YouTube経営ノウハウのす
べてを習得。
YouTubeチャンネル「太星ち
ゃんねる」を運営。企画、撮影、
編集、投稿、SEO対策等の全
工程をこなし、その他動画チ
ャンネルあわせて年間100本
を超える動画を投稿。

PrinceKing

上通り

大甲橋

井手 太星さん

バー。そして現代、リモ

20

⑧6月 6日
（日）16:00 ～

●講師 Prince King 取締役

ートをはじめとして動画

⑥6月 3日
（木）10:15 ～

％ほどが卵管性

国民生活
●
金融公庫

パレア9階
会議室9

②5月30日（日）16:00 ～

メルパルク
熊本
P 専用駐車場

水道町
交差点

１箱６個入り６４８円︵税込︶
※日保ち 常温で１日

科学者 武田邦彦さん
「ホンマでっか⁉ TV」
など出演

白川

県営駐車場 ●

検索 ←

「私が自信をもってお勧
めします。井手学長の見
識の高さには、お会いす
るたび敬服します。」

● 損保ジャパン

３号線

屋

月替わりで毎月１日だ

youtuber-yousei

のうち

の不妊症になるとも言わ

れています。クラミジア

感染症が不妊症に繋がる

危険性は極めて高いと言

っていいでしょう。

クラミジアに感染

︱︱ 注意すべき点は？

岩政

至市役所

鶴

けに販売される、香梅の

も。近年はその傾向がさ

らに強くなっている点も

問題視されています。

感染を放置してお

︱︱ 不妊との関係は？

岩政

％で

した異性とのセックスで

感染する確率は約

す。独身の人も将来妊娠

できるよう、自分の体を

大切にするという意識を

もってほしいですね。ま

水道町電停

初餅。６月は、香ばしい

Prince-King

パ―クシティ24ｈ

ホテル日航熊本 肥後銀行
● びぷれす
●

お茶の香りが楽しめる

特定原材料等／乳

鶴屋

P

福岡県八女産の優しい

※予約はお早めに。最寄の香梅各店へ

お茶どころ八女のほうじ茶を贅沢に使った、香り
高い大福。高温で焙煎された茶葉は甘みがあり、
香りには癒しの効果もあると言われています

こんな人におすすめ！

P

お菓子の香梅

「初餅」は、毎月1日の数量限定販売です

HPからも
申込み
OK⇒

ソフィアレディース
クリニック水道町

水無月の初餅
「ほうじ茶大福」

「YouTuber養成講座」無料体験会
症状がでにくい
（無症候性）も増加傾向

︱︱ ク ラ ミ ジ ア 感 染 症

性行為感染症の一

とは？

岩政

つで、全国で１００万人

くと、子宮頸管炎から子

宮内膜炎を起こし、卵管

炎や腹膜炎へと症状が進

行していきます。

感染した人がすべて不

妊症になってしまうわけ

た、もし自分が感染した

らパートナーも感染して

い る 可 能 性 が 高 い た め、

治療は必ずペアで受ける

50

以上が感染していると推

歳以下が

代前半が

20 19

定されます。女性は男性

の５倍、特に

７人に１人、

人に１人と高率である

女性の場合、おりもの

との統計もあります。

ではありませんが、放置

％は

40

の増加や下腹部痛が主な

したままでは８~

骨盤内の炎症が進み、そ

感染の心当たりがある

ようにしてください。

人や下腹部痛、不正出血

や性交時の痛みなどの症

仁 院長
状がある人は、検査を受

けられることをお勧めし

ます。感染しても内服薬

で治癒します。詳しくは

お尋ねください。

岩政

症状ですが、約８割の人

が無症状というデータ

ソフィアレディースクリニック水道町
生殖医療指導医（不妊治療の専門医）
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はじめもち

趣味・副業に、
“動画”を学びたい人必見！ 親子での参加もお気軽に

クラミジア感染症に要注意！
放置すると不妊症の原因にも

婦 人科

「ほうじ茶大福」
です。

特定原材料等／卵、乳、小麦、大豆、りんご、ゼラチン

渋みのほうじ茶を白餡に

九州産ブルーベリーのつぶつぶが入ったコン
フィチュールには、甘酸っぱいカシスピューレ
を加え、さわやかに仕上げました

合わせた、なめらかで上

※予約だけの限定販売

品な味わい。
ほっと一息、

6月6日限定 毎月6日はKOBAIろーるの日

安らぎのひとときを。

長さ ㎝×高さ７㎝︒１２９６円
︵税込︶
※日保ち 冷蔵で１日
11

問合せ／白山本店

お菓子の香梅

午前９時~午後７時

梅雨を彩る
「紫陽花ろーる」

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

あじさい

毎月６日は待ちに待っ

た、香梅「ろーるの日」
。

６月６日
︵日︶
は、青や紫

の色鮮やかな花びらの

土曜日

「紫陽花ろーる」
が登場。

梅雨の晴れ間にきらき

らと輝くような、初夏を

感じさせる可憐な姿が印

象的。予約は最寄りの香

梅各店へどうぞ。

2021年5月15日
問合せ／白山本店

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

午前９時~午後７時

＜3＞

