
○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12月24日号 〈24Ｐ〉
〒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 検索ファミリーステージ 熊本

不動産のことなら、まずは何でも気軽にお電話を！

TEL.096-285-8091 

土地・戸建て

相談
無料

不動産 買い取ります！
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大村歯科医院
清水亀井町 ☎（344）1238

歯
（昼間のみ）

青木歯科医院
坪井３丁目 ☎（343）3437

歯
（夜間のみ）

内･小
橋口医院
渡鹿5丁目 ☎（364）2821

内
嶋田病院
練兵町 ☎（324）3515

眼
よねざわ眼科
兎谷1丁目 ☎（343）0880

耳鼻咽喉

江津耳鼻咽喉科･
　　アレルギー科クリニック
江津4丁目 ☎（370）8770

産･婦
ゆのはら産婦人科医院
南熊本5丁目 ☎（372）1110

小･内
ぺえ小児科内科医院
八分字町 ☎（227）3163

小
長嶺そよかぜクリニック
月出6丁目 ☎（285）4123

内･小
戸島中央クリニック
戸島西1丁目 ☎（367）6000

内
くわみず病院
神水1丁目 ☎（381）2248

泌
あけぼのクリニック
白藤5丁目 ☎（358）7211

内･小
村上クリニック
迎町1丁目 ☎（354）1798

外･胃･整
小堀胃腸科外科
黒髪2丁目 ☎（344）1001

整
九州記念病院
水前寺公園 ☎(383）2121

整･内･
小･ﾘﾊ

新生整形外科医院
植木町正清 ☎(274）6253

内
にしくまもと病院
富合町古閑 ☎(358）1118

おかざき歯科クリニック
城南町東阿高 ☎0964（28）7773

歯
（昼間のみ）

白十字歯科医院
田迎５丁目 ☎（379）1577

歯
（夜間のみ）

内・小
おおゆみクリニック
楡木2丁目 ☎（339）3066

眼
日隈眼科医院
練兵町 ☎（352）3681

耳鼻咽喉
黄医院
新町1丁目 ☎（354）6383

婦
ソフィアレディースクリニック水道町
水道町 ☎（322）2996

小
いしばし小児科
津浦町 ☎（211）1115

内
津野田内科医院
東京塚町 ☎（381）5259

内
十善病院
南熊本3丁目 ☎（372）2688

外
魚返外科胃腸科医院
三郎2丁目 ☎（381）0805

内
山下内科医院
二本木1丁目 ☎（322)6511

内
片岡内科医院

八幡11丁目 ☎（357）8155

泌･内
宇土泌尿器科内科クリニック
砂原町 ☎（227）0788

整
國武整形外科皮膚科クリニック
若葉1丁目 ☎（369）7224

内･小
桑原内科小児科医院
植木町岩野 ☎（273）3330

内
成松医院
富合町榎津 ☎（357）4122

★都合により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。ない場合は自費診療となります。

●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
12月25日［日］12月23日［祝・金］

熊本市

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


