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副院長 佐藤 美香 先生

め、治療に適した設備や

Instagram

技術が必要となります。
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住所／熊本市南区田井島1-2-1
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受 付 ／ 10:00 ～ 19:30（ 日 曜 ～16:30、
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「最新設備」で考える医院選び

☎096（331）5040
営／11：30～24:00、無休
住／東区若葉1-1-4

霜降り牛すきうどん

☎０９６
（３７０）
１１１２

なりますが、根尖病変（根

豚肉と野菜の旨味たっぷり肉だしつけ麺

歯科

【申込み】リビングカルチャーセンターはません校

の先に膿が溜まってい

東区健軍電停そばに、創作うどん
と一品料理が楽しめる新スタイル
のうどんバルが登場！ 和食の道
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うるめ鰯
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ぜひご賞味あれ。

ょっと…という人は、室

めんしゅさい ごのよんじゅう

内で没頭できる「手工芸」 ハ マ り ま す。「 肥 後 象 が
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リビングカルチャーセ

＊女性限定。ろくろ 500円で
を使わず「手びねり」
体験OK
で初心者も気軽に

融合した新感覚のアクセ

·第②③水曜 13:30 ～16:30
·月額／ 4400 円 ※別途材料費

·第①③火曜 13:30 ～15:30
·月額／ 3360 円 ※教材費別途

ンターの手工芸講座で

（陶芸教室「土のあとりえ志保」主宰）

は、様々なジャンルの作

·講師／佐藤志保子

·講師／麻生翼
（彫金・肥後象がん作家）

や作品作りができると評

「窯元で作る陶芸品」

「肥後象がん＆シルバー」

判。「窯元で作る陶芸品」

講師のアトリエ
（北区鶴羽田）
で楽しく陶芸品作り

伝統工芸×現代感覚の融合したアクセや置物制作にトライ

「アロマクラフト作り」 は、講師のアトリエで湯
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品作りに挑戦できます。

＊化粧水や練り香水…、
日常 500円で
で使えるアイテム作り
体験OK

呑や茶碗、お皿など…好

·第②④水曜 10:30 ～ 12:30
·月額／ 3360 円 ※別途材料費

体験・見学もＯＫです。

·第②④月曜 13:30 ～ 15:30
·月額／ 3520 円 ※別途材料費

は美と健康のために、日

·講師／森川嘉昭
（レザークラフトショップ
「ANGEL」講師）

きな作品に挑戦します。

·講師／大鹿都亜子
（日本アロマ環境協会認定
AEAJ アロマテラピーインストラクター）

常から取り入れられるア

「基礎から始める
レザークラフト」

「季節のアロマクラフト作り」

ロマテラピー活用術を伝

自分だけのレザーアイテム作り、贈り物にも喜ばれます！

美と健康に◎、
アロマテラピー活用術

検索←

リビングカルチャー

日常でも使えるアイテムばかり。
体験や見学も気軽にどうぞ

リビングカルチャーセンターはません校

ガイド穴付カバーを装着しインプ
ラントを埋め込む為正確性が高い

