
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2016年10月8日号 〈44Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

2016年10月8日号 〈44Ｐ〉休日在宅医は14ページに掲載

会員登録は電話・PC・スマホから！

この人と結婚したい！と思ったら

「レイウエディング」最新号発行

熊本リビング新聞社9:30～18:00（日･祝休）

☎096（359）3311
レイウエディング熊本

http://www.twelvenet.jp/
スマートフォンは
コチラから　

無料のブライダル情報誌
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伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（343）0377

歯
（昼間のみ）

慶歯科医院
城山大塘１丁目 ☎（329）3920

歯
（夜間のみ）

内･小
小貫医院
龍田5丁目 ☎（338）0711

内･循･小
牧内科循環器科医院
川尻1丁目 ☎（357）9007

眼
米村眼科医院
帯山2丁目 ☎（382）7190

耳鼻咽喉
たけむら耳鼻咽喉科クリニック
楠8丁目 ☎（338）4133

産･婦
片岡産婦人科医院
龍田4丁目 ☎（339）1103

小・小外
ひぐち小児科・小児外科
花立5丁目 ☎（331）0021

胃・外
水前寺胃腸科外科
水前寺3丁目 ☎（384）1930

内
良町ふくしまクリニック
良町4丁目 ☎（370）0211

内･循･放
下田内科クリニック
鶴羽田3丁目 ☎（345）5015

内
イエズスの聖心病院
上熊本2丁目 ☎（352）7181

泌･内
宇土泌尿器科内科クリニック
砂原町 ☎（227）0788

整
堤整形外科クリニック
大江1丁目 ☎（361）1881

内･外
大塚病院
植木町豊田 ☎（272）0159

小
うしじま小児科クリニック
城南町下宮地 ☎0964（26）2511

伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（343）0377

歯
（昼間のみ）

村上歯科医院
田迎２丁目 ☎（379）3588

歯
（夜間のみ）

内
熊本リウマチ内科
四方寄町 ☎（245）5617

外･内･消
片岡医院
練兵町 ☎（352）1733

眼
熊本眼科医院
九品寺2丁目 ☎（371）6133

耳鼻咽喉
田崎橋耳鼻咽喉科クリニック
田崎2丁目 ☎（354）1133

婦
あつじレディースクリニック
南坪井町 ☎（356）9325

小
藤川医院
水源1丁目 ☎（368）2447

小・内
平成こどもクリニック
平成2丁目 ☎（370）6337

内
石原循環器科内科医院
西原2丁目 ☎（382）3388

内･小
グレースメディカルクリニック
佐土原1丁目 ☎（360）9013

内

メディカルスクエア
九品寺クリニック
九品寺5丁目 ☎（364）1777

循･内
あらき循環器内科
西子飼町 ☎（346）0570

泌
熊本泌尿器科病院
新町4丁目 ☎（354）6781

整
きぬはら整形外科クリニック
出水4丁目 ☎（373）1377

内･小･外･整
師井医院
植木町植木 ☎（272）0030

整
にしくまもと病院
富合町古閑 ☎（358)1118

★医療機関変更の場合があります。電話で確認の上、お出かけ
下さい。受診の場合は保険証を持参して下さい。避難等で保険
証が提示できない場合は事前に各医療機関にご相談下さい。

●診療時間 午前9時～午後5時
●歯科の診療時間 昼＝午前10時～午後4時 夜＝午後6時～午後11時

休日在宅医
10月9日［日］ 10月10日［祝・月］

熊本市

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会


