
「キレイ」って女性を元気にしてくれる原動力だと思いませんか？
美あり、食あり、住あり。北九州在住のキレイの達人たちが、
楽しくタメになる体験型セミナーを開催します。
●　　　のセミナーのお申し込みは、西部ガス ショウルーム・ヒナタ北九州 ☎093（571）5681

リンパの流れを整えることで、あなたの笑顔がもっと元気になる。
リンパの達人・丸尾先生による目からウロコのセミナーです。

★カフェコーナー

★ミストサウナ体験＆
　ワンポイントメイク

美
10：00～ 健やか美人になる！リンパケアレッスン（50分）
11：00～ 見せ肌美人をつくる！ホームエステレッスン（50分）

1975年生まれ。看護師として救命救急センターに勤務後、母の
経営する結婚式の総合プロデュース会社に入社。その後、リンパ
浮腫の指導技術者の資格を取得。リンパケアの重要性に目覚
め、自らリンパに関する正しい知識の習得と啓蒙、人材の育成を
図る「メディケアリンパ協会」を立ち上げ、現在約130人の会員を
束ねる理事長に。メディケアリンパサロンTEDARI代表。

丸尾聖美さん
まる      お     きよ     み

○講師／丸尾聖美さん　○参加費／500円

食
13：00～ 野菜でキレイに！家庭で出来るお手軽フレンチ（50分）

小倉北区馬借の路地裏に佇むフレンチレストラン「Le 
Rubis（ル・ルビー）」のオーナーシェフ。その料理のコンセプ
トは「美味しくて体によいもの」。可能な限りオーガニックに
こだわった野菜やフレッシュハーブ、玄界灘で獲れた新鮮な
魚介類など厳選した食材を活かしたレシピに定評がある。

美しさも健康も、骨格のゆがみを整えることで改善できる?!
骨盤矯正のためのウォーキングや体操を
インストラクターが伝授します。健

10：00～ ラクしてお悩み解消！骨盤ダイエット（50分）
11：00～ キレイをつくる歩き方！ビューティウォーク（50分）

○講師／奥村祥子さん　○参加費／500円
○対象／18歳以上の女性の方

● POLA THE BEAUTY 小倉清水店

100円均一の商品を使って、楽しくお掃除。
ハウスクリーニングのプロが楽しいお掃除のコツを教えます。暮

14：00～ プロが教える！パパッとキレイにお掃除術（50分）

家事代行サービスやハウスクリーニング、ビルの清掃業
務などに携わる（有）住まいる・プランの代表取締役。「仕
事と家庭の両立にがんばるお母さんたちを理解し、支え
よう」をテーマに、女性の視点で「あったらいいな」と思え
るサービスを展開。真心のあるお掃除を提供するプロ
フェッショナルとして活躍中。

○講師／糀谷千代子さん　○参加費／無料

○講師／柿沢安耶さん　○参加費／1,000円

実演レシピ＆ポタジエのベジスイーツお土産付

＊写真はイメージです。

美しくセンスのよい住まいや暮らし方、憧れませんか？
「でも何からどうしたら？」という声にプロの
インテリアデザイナーがお答えします。住

14：00～ わたしらしさ輝く！インテリアの工夫（50分）
15：00～ ライティングで変わる！住まいの魔法（50分）

イメージバグズボックス・イキオ空間デザイン主宰。二級建
築士、インテリアデザイナー、福祉住環境コーディネー
ター。注文住宅や店舗、オフィスの設計、インテリアデザイ
ン、中古物件のリノベーション、マンションモデルルームの
コーディネートなどを手掛ける。

○講師／壹岐尾恵美さん　○参加費／無料

9/4sat 9/4sat・9/5sun9/5sun

ヒナタ北九
州1・2F

カラダの中からキレイをつくる野菜たっぷりレシピを紹介。
シェフの美味を試食しながらフレンチのコツを学べる
料理デモンストレーションです。

達人セミナ
ー

達人セミナ
ー

日本ボディポテンシャル協会認定 骨盤体操インス
トラクターA級公認指導士、整体セラピスト。現在、
朝日、読売、毎日、NHK各種カルチャーセンターな
どでも講師を務める。

カフェでお茶する合間に参加できる、
「キレイをつくる」イベントが盛りだくさん。
気軽に遊びに来ませんか？

講師プロフィール

奥村祥子さん

講師プロフィール

清末太一さん

講師プロフィール

糀谷千代子さん

講師プロフィール

壹岐尾恵美さん

講師プロフィール

おく    むら   しょう    こ

きよ    すえ 　た      いち

い       き       お      え      み

こうじ   たに     ち       よ       こ

かきざわ あ  や

○講師／清末太一さん　○参加費／500円（レシピ付）

洋服を着たままOKのマイクロ
ミスト体験と貴女色のメイク
アドバイス。

個性をプラスする
デコレーションは
オプション価格で。

★ハンドエステ・パラフィンパック・
　美肌チェック

★

すべすべ、ぷるるん！うれしい美肌の
無料体験コーナーです。

★ビューティバーガー
　￥200（ドリンク付）

展示コーナー

お肉を使わず、体にいいヘルシー
な食材を使ったバーガーを作り
ます。キレイにこだわった
スタッフおすすめです。

暮らしのキレイをつくるインテリア。帰りにhinata隣
「Simple Style」にも立ち寄ってみませんか？

★チョイスdeクレープ ￥200（ドリンク付）
バラエティにとんだ生地・具材の中からお好
きなものをチョイス！あなただけのオリジナ
ルクレープを作りませんか？
すぐに破れてしまったり、焦
げてしまったり…案外難しい
クレープ作りのコツをスタッ
フが伝授します。

夢のようなスピードcooking。名づ
けて“夢見る朝ごはん”「トースト・ゆ
で卵・つけ合わせ野菜・ウインナー」
4品を一気にまとめて作っちゃいま

しょう。スタッフが伝授す
る目からウロコのマル秘
テクも、乞うご期待！

◎デコクッキー ￥100
焼いたクッキーにアイシングでかわいく

模様をつけたり思い思いにデ
コレーションします。お子さまと
一緒に楽しく作りませんか？ス
タッフがサポートしますので初
めてでも大丈夫です。

ヒナタ北九
州1Fh ina t aカ
フェ

hina t aカ
フェ

ココロにもリラックスタイム♪

1日まるごと楽しく過ごして、明日の貴女をもっとキレイに！

西部ガススタッフが教えるマル秘テク！ ●お客様も一緒に作ってお召し上がりいただけます。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

見て楽しい！ インテリア雑貨展示も。

あのOCMのサンドイッチがやって来る！
●キレイをつくるOCM特製サンド・・・ ¥500
フレッシュ野菜たっぷり、生ハム、クリームチーズ、
オリジナルチキン etc…。
お好みの2種類のサンドイッチが楽しめます。

ベーシックネイル￥500
★ネイルペインティング

明日のあなたのキレイを磨く！達人セミナー & h i n a t aカフェカフェ

明日のあなたを、もっと幸せに。

kirei wo tsukuru festa 

柿沢安耶の
《パティスリー ポタジエ》オーナー

野菜でキレイをつくる
トークライブ＆簡単スイーツデモ

オーガニック野菜の食べ比べやおいしい野菜選びの基礎

知識などをトークライブで。さらに、野菜嫌いのお子さん

も野菜が好きになる簡単スイーツづくりを実演します。

1st 13：00～14：00　2nd 15：00～16：00

★パパッとかんたん10分cooking ￥200（ドリンク付）

9/5
sun

●コーヒー、紅茶、ハーブティー、ソフトドリンクetc
●手作りパン各種
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1メニュー ￥100

要予約
要予約

要予約

要予約

★手作りショップ「porterーポルテー」（門司区）
　手作り教室＆雑貨販売

フランスや国内50名以上の作家の手作り雑貨が揃うお店が
hinataにやって来る！

オリジナル消しゴムはんこ作り ￥500

詳しくはブログをチェック（http://hisary.blog43.fc2.com/）

定員30名
（先着順）
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9 / 4 s a t・5 s u n 　 1 0：0 0 ～ 1 7：0 0

西部ガス ショウルーム・ヒナタ北九州 （リバーウォーク1・2F）

要予約

オーガニック野菜の食べ比べやおいしい野菜
選びの基礎知識などをトークライブで。さら
に、野菜嫌いのお子さんも野菜が好きになる
簡単スイーツづくりを実演します。

明日のあなたのキレイをつくるヒントがいっぱい！
IKKOさんならではのキレイを引き寄せる魔法を大公開します。
仕事帰りの皆様へ、第2部からの
参加ももちろんOK!!

柿沢安耶の野菜でキレイをつくる
トークライブ＆簡単スイーツデモ

《パティスリー ポタジエ》オーナー

1st 13：00～14：00　／　2nd 15：00～16：00
西部ガス ショウルーム・ヒナタ北九州（リバーウォーク内）
参加費／1,000円（実演レシピ＆ポタジエのベジスイーツお土産付）

IKKOトークライブ
16：00開場　北九州芸術劇場・大ホール
S席3,500円・A席3,000円

◎キレイをつくるリンパセミナー
     ■講師／メディケアリンパ協会 理事長 丸尾 聖美

◎一般公募モデルによる10歳若返る!?イメージチェンジショー!

美のカリスマ! IKKOトークライブ

キレイをつくるセミナー

■20代～60代までの6名のモデルを募集します。
「モデル応募係」と件名に明記し●〒・住所●氏名●年齢●職業●TEL●身長●服のサイズ●好きな色
を記入し、●顔写真●全身写真を添付の上、送信ください。（応募〆切／8月20日到着分迄）
《応募アドレス》 kita.hansui-ryou0707@saibugas.co.jp

※入手した個人情報は、モデル応募以外の目的では使用いたしません。

17：00～18：30第1部

19：00～20：30第2部

キレイの
ワンポイント
体験コーナー

無料サービス!

16：00～19：00
●ネイルペインティング
●リンパドレナージュ
●ワンポイントメイク
　アドバイス

来場者
特典！

9 5
sun

9 3
fri

9/4（土）・5（日）「キレイをつくるフェスタ」特設！
《パティスリー ポタジエ》のベジスイーツ限定販売！

【チケット取扱い】●チケットぴあ ☎0570（02）9999 ［Pコード617-604］
●ローソンチケット ☎0570（084）008 ［Lコード82174］
●劇ナビ@FUKUOKA http://gekinavi.jp

特設! キレイをつくるhinataカフェ♪
西部ガス ショウルーム・ヒナタ北九州（リバーウォーク内）｜13：00～16：00
同時開催!

★IKKOトークライブチケットご持参の方に「キレイをつくる特製ドリンク」プレゼント!!（先着300名様）

ビューティアンケートにお答え頂いた方全員に、話題の韓国製ケアグッズ『アイラブハンド』プレゼント!!

お申し込みは、西部ガス ショウルーム・
ヒナタ北九州まで ☎093（571）5681

1st・2ndとも80名様限定

モデル応募は
メールで

ショウルーム・ヒナタ北九州

☎093-571-5681
北九州市小倉北区室町1-1 リバーウォーク北九州

要予約

受付時間／10：00～18：30
8/12～8/16は休館となります。

■主催／キレイをつくるフェスタ実行委員会
■後援／TO-KS、NPO法人メディケアリンパ協会
■特別協賛／西部ガス株式会社
■IKKOトークライブ後援／RKB毎日放送

「キレイをつくるフェスタ」お問い合わせ先

託 児 ル ー ム の ご 案 内

「キレイをつくるフェスタ」開催期間中は
託児ルームを随時設けております。
ご利用の方はあらかじめご予約ください。
◎1歳以上 ◎先着予約制 ◎2時間／500円
※人数に限りがあります

JR小倉駅JR西小倉駅

小倉城
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コレット

三井住友銀行

hinata／北九州芸術劇場
リバーウォーク北九州

駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

明日のあなたを、もっと幸せに。

kirei wo tsukuru festa 

2010.9/3fri～5sun
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In t e r i o r

●9/3fri…………北九州芸術劇場
●9/4sat・5sun…西部ガス ショウルーム・ヒナタ北九州

beau ty

l i fe

hea l thfood

9 5sun

柿沢安耶の

《パティスリー ポタジエ》オーナー

野菜でキレイをつくるトークライブ＆簡単スイーツデモ

●1st 13：00～14：00●2nd 15：00～16：00西部ガス ショウルーム・ヒナタ北九州（リバーウォーク内）
参加費／1,000円実演レシピ＆ポタジエのベジスイーツお土産付

16：00開場
北九州芸術劇場・大ホール

S席3,500円・A席3,000円

◎キレイをつくる
　リンパセミナー

◎早めにご来場の方はこちらもどうぞ

◎一般公募モデル
　による10歳若返る!?

　イメージチェンジ
ショー!

美のカリスマ!
IKKOトークライブ

17：00～18：30
第1部

19：00～20：30
第2部

9 3fri

要予約

西部ガス 検索検索

ここを
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ここを
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ここを
クリック!!
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