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 £Ǿ ³ì¯°��Ý �
 �����������
Ò����Ã���
�5
��Ù��L��Ë�Õ§
�����Í������
����N�� ·¸¹�
��§¨©ª�áJU«�
���ß�ú�¬�Õ®�
��¯�Ä¤�°±²»³
��è�´µ¤¶·��Ô
��¸��¹ºØ�»ÞÝ
�¼[�¬�[]�¯°�
¤���Í���(�ðÆ
����9¤�«Ã=��
A�×�º4÷»¼¨�J
Añ��Â���áóÿ%
���Ë�Õ§�����
���ÐÑÒ������
�����ó�Ë�Õ§�
���|��½¾�¿ÀÑ
ð���ÜÜ¬�Ãüý°
��Æ·����È���
ð��ðÎ§���N�
���Ãó�������
 9���3Æ�§���
Ò2�¿Ô�§���	�
Ò93�°Ü��Õ��
��§���������
�2�¡�]¯°Ø��Ý

�� � �� �� � �

����
� �

� � � �

�ÞÁ]��Âß]Ã�
Añ¥ÄÅÆ]Ã���
�Çê±È�ï�×�É
��ØÊËÝ ] ÌÃé�
Ò���Í��Ð}Î�¥
��ª¬���îÐ�üý
��~����^ ����
¡���®_ÏÐÐ�`�
¤�����Ð�����
��}¸�Ñ������
��Ò(ï×��ªÏ�Ó
��Ô��Õ©É×Ö×Ø
��Å�Ù®��"²Ú7
���©��Û�ÜÝ�»
��©Ö×ØÅ�[�>�
ð�Â|¬�>ÞÅ¥]ß
��à\�Í¦áÃ�°�
 �âï�ã��äüý7
����@å"»�©æ>
Ò�À%!©�]ñÃ��
¢ñ�C]�ç;_%ÅÆ

��Þ]�è]éê]Ã�
A�ÇÈ�ï×®ë�¾ì
��î¬íî]Ã�ï3�
ð��î��ð���¨L
��ñI~ò�^ ����
Ò�®Í>_ÏÐÐ�`�
��È�ï×ó�ô�ÊË
¡��õöG÷¤�ø��
��/ù�úûüýþã3
��®Í>_ÏÐÐ�`�
��ÇÈ�ï×�|���
¤�ÿü~��P¥}Ñ�
A�½|~̂ [{{[RO
����^ Øü[75Ý �
���\�Ó�×U]�¥
��^Å±�è�Ô_��
��C`��������
ð��3@�×���?>
 �Í¬�¥=<�«ª�
��;:»î&É/¤�
Ò�_ÏÐ�].�-,�

��+*)þ�ï(���
��Ã�]���Ê_��
�ñ¬&¬&'&]
�C
¤�Ã�]A�%��¬¥
��<�!���]Ã��
ð��×$×ô#"�!�
 �Ã�]0¬&¬&'&
Ò�È��ï�áÕ��1
��!|×_2ÑØÊËÝ
����_ÏÐ�]ñÃ�
¡�úµ34ÐÈ5�×6
��� 7�P89âÑ�
��/�îî�]��%ý
¤����ø¥��`�å
�����A������
A�B}C�D�¬¶��
��N×ÀÏ;�ØÊËÝ
��È��×$×�Í|E
�����F¦ÒØÊËÝ
ð�G¥2©HÐUÁ��
Ò�Ã�]¢����ÞI

����JK�L]�C�
���"M]���Nîï
�_OÐÐ�`]ß��
A�<�;�_OÐ���
��Þ<|U�]_OÐ�
�ñP�;ìQ�R���
ð�_OÐ�N%�S¥�
 �_OÐ�N%�S¥�
Ò�ÖTU�#ã����
��_OÐÐ�`]Ã�
¢�_OÐ�!�|���
¢0�×����ã]Þ�
��_OÐÐ�`����
¤��N>±B�Õ���
A����×��÷øùè
����
�������
��Ç±ÅÊÅÆ]���
 �á���²û©é�
 �¯°]�Á}©���
Ò�0�¥��H����
��Ãé�]¡�Ãé��

��S]U�|_O�]Þ
¤�S]U�|_O�]Þ
A�S]U�|_O�]Þ
��S]U�|_O�]Þ
��S]¸]ð�S]¸�
 �S]U�|_O�]Þ
Ò���]�S]¸]�Þ
������×�D�
��å���ÉÑ��+

¢�MN���Ð}�Þ
��S]U�|_O�]Þ
��S]U�|_O�]Þ
¤�S]U�|_O�]Þ
A�Í��Ð}Î�¥S�
��;�`~�	:�G^
����©É��è]�Þ
ð������Q;Ê��
�������&����
Ò�íÐ�Q¬}�Ê�Ë
¡ñÇ{��~À%¬<�
��Ë:î�ÀQ¥�^ �

���]��Âß]Ã�
¤��&��]Ã�] �
��Ãé�]?�Þ��
ðñS]��ò¸�>��
Ò�B=[=à{�µ��
���ï����×ª��
�ñ��±��èMNü�
¡�����2\�¥�E
�����,������
��Î�}��]��Ã�
¤�����Ð�����
��}¸�ÑE(ï���
��[�����\���
������L|;��¥
���ú��D��û�
ð����¡÷å¢]£�
 �¤÷¥L]MNéµ�
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美・ボディピラティス美・ボディピラティス
好評につき増設！

【月額】5860円（税込）※別途、入会金3240円が必要です 【受講日】毎月第①②③④水曜 10:30～11:30【月額】5860円（税込）※別途、入会金3240円が必要です 【受講日】毎月第①②③④水曜 10:30～11:30

ボールを使ったテクニックで体の硬さを
ほぐし、エクササイズで骨の整列を
整えながら体幹を安定させます

ボールを使ったテクニックで体の硬さを
ほぐし、エクササイズで骨の整列を
整えながら体幹を安定させます

TEL.096-370-1112 リビングカルチャーセンター はません校
南区田井島1-2-1 ゆめタウンはません本館2階

お申し込み・お問い合せ

【
講
師
】
　西
村 

季
里
子

●診療時間 午前9時～午後5時（※以外）
●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17日［日］ 12月23日［祝・土］ 12月24日［日］

熊本市
情報提供／
熊本市、
熊本市歯科医師会

★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。

【 眼 】
通町眼科医院
上通町 ☎（274）1113

【 外･胃 】
東病院
出仲間5丁目 ☎（378）2222

【 内 】
田島内科クリニック
南千反畑町 ☎（325）3888

【 泌･内･皮 】
武藤泌尿器科クリニック
東野2丁目 ☎（365）0511

【 整 】
整形外科　金井クリニック
古城町 ☎（227）7750

【 内 】
植木シルバークリニック
植木町岩野 ☎（273）1333

【 内･外 】
熊本光洋台病院
城南町今吉野 ☎0964（28）6000

【 整･リハ 】
大隈整形外科医院
城南町千町 ☎0964（28)6600

【 歯（昼間のみ） 】
くろいわ歯科医院
佐土原２丁目 ☎（234）6302

【 歯（夜間のみ） 】
温歯科医院
植木町大和 ☎（273）1303

【 耳鼻咽喉 】
木下耳鼻咽喉科医院
清水亀井町 ☎（344）1303

【 産･婦 】
レディースクリニックなかむら
長嶺南1丁目 ☎（213）1555

【 小 】
はっとり小児科
南熊本4丁目 ☎（371）3122

【 内 】
本庄内科病院
新外3丁目 ☎（368）2811

【 胃・外】
水前寺胃腸科外科
水前寺3丁目 ☎（384）1930

【 内 】
しまさきバス通り総合内科クリニック
島崎2丁目 ☎（288）4149

【 外･胃･皮 】
村田外科胃腸科ひふ科医院
本山1丁目 ☎（356）3232

【 眼 】
いなだ眼科
花園2丁目 ☎（311）2830

【 耳鼻咽喉 】
熊谷耳鼻咽喉科医院
南坪井町 ☎（352）1521

【 婦 】
福間レディースクリニック
帯山3丁目 ☎（382）3600

【 小･内 】
菅医院
新町4丁目 ☎（352）0849

【 内 】
ふじの医院
良町1丁目 ☎（214）8990

【 内 】
内尾土井クリニック
山崎町 ☎（352）3031

【 内･胃 】
竹下内科医院
大江5丁目 ☎（211）5171

【 外･内 】
緒方医院
奥古閑町 ☎（223）1000

【 外･胃･整 】
小堀胃腸科外科
黒髪2丁目 ☎（344）1001

【 内･循･放 】
下田内科クリニック
鶴羽田3丁目 ☎（345）5015

【 泌 】
平山泌尿器科医院
八景水谷1丁目 ☎（345）8588

【 整 】
寒野整形外科医院
出水1丁目 ☎（363）2100

【 内･外･胃 】
中垣胃腸科医院
植木町植木 ☎（273）1555

【 歯（昼間のみ） 】
伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（343）0377

【 歯（夜間のみ） 】
外科・眼科　何医院（歯科診療部）
幸田２丁目 ☎（370）2241

【 眼 】
小島眼科医院
坪井4丁目 ☎（344）8858

【 耳鼻咽喉 】
熊本東耳鼻咽喉科クリニック
月出5丁目 ☎（367）8688

【 産･婦 】
ウィメンズクリニック グリーンヒル
戸島西3丁目 ☎（360）5511

【 小・内 】
吉田小児科内科医院
東京塚町 ☎（381）0511

【 胃･内・外･呼 】
いちぐちクリニック
錦ヶ丘 ☎（331）3770

【 外･胃･整 】
外科内科池田医院
八王寺町 ☎（378）2231

【 胃･内 】
イオンタウン田崎　総合診療クリニック
田崎町 ☎（353）2200

【 内 】
あきた病院
会富町 ☎（227）1611

【 内 】
てつクリニック
麻生田2丁目 ☎（339）2200

【 内･消内 】
明午橋内科クリニック
南千反畑町 ☎（353）5500

【 泌･内 】
水上医院
黒髪6丁目 ☎（343）2913

【 整 】
しみず整形外科内科クリニック
出仲間6丁目 ☎（378）1822

【 整 】
森田整形外科医院
植木町一木 ☎（273）1011

【 内･外 】
小林病院
城南町隈庄 ☎0964（28）2025

【 歯（昼間のみ） 】
伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（343）0377

【 歯（夜間のみ） 】
ひかる歯科　ちえこども歯科
国府2丁目 ☎（364）1180

※午前11時～
　午後5時

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。


