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営／11：30～23：00（OS22：30）
熊本市東区画図町大字下無田1149-1

営／11：30～23：00（OS22：30）
熊本市東区画図町大字下無田1149-1

9月近日
OPEN

清香園 浜線店 CAFE lx（カフェ ルクス）お問い合わせは
清香園 平成店 TEL.096-334-2911まで

焼肉もカフェも
楽しめる。

食のスポット誕生

OPEN
浜線バイパス 悠愛病院横

熊本初

カフェ ルクス

○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）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2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

2018年8月4日号 〈32Ｐ〉 お問い合せ／エス・バイ・エルの住まい熊本  TEL.096-285-7007

【モニター条件】ご契約後の現場見学会、
各種モニターにご協力いただける方｡
その他条件についてはお問合せください
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熱中症は、室内でも多く発生しています。
夜も注意が必要です！

予防ができているかをチェックしましょう

熱中症患者のおよそ半数は高齢者（65 歳以上）です。とくにご注意を！

□ こまめに水分補給をしている
□ エアコン・扇風機を上手に
　使用している
□ シャワーやタオルで体を冷やす
□ 部屋の温湿度を測っている
□ 暑い時は無理をしない

□ 涼しい服装をしている。外出時には
　 日傘、帽子
□ 部屋の風通しを良くしている
□ 緊急時・困った時の緊急連絡先を
　 確認している
□ 涼しい場所・施設を利用する

※環境省のチラシより

すみもと歯科医院
船場町下１丁目 ☎（３５２）５７５３

歯
（昼間のみ）

小島デンタルクリニック
水源１丁目 ☎（２８４）１６４０

歯
（夜間のみ）

眼
眼科こがクリニック
八王寺町 ☎（377）1701

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
慈恵病院
島崎6丁目 ☎（355）6131

小
いしばし小児科
津浦町 ☎（211）1115

内･胃
山口胃腸科
三郎1丁目 ☎（349）8336

胃･内
小山胃腸科内科クリニック
水前寺公園 ☎（381）7273

胃･内
花畑クリニック
花畑町 ☎（324）2861

消･麻
林田クリニック
萩原町 ☎（379）7755

内･小
おおゆみクリニック
楡木2丁目 ☎（339）3066

内
よもぎクリニック
四方寄町 ☎（275）6088

泌･内･皮
武藤泌尿器科クリニック
東野2丁目 ☎（365）0511

内･小･
外･整

師井医院
植木町植木 ☎（272）0030

整・リハ
かたおか整形外科・リウマチ科
城山下代3丁目 ☎（329）2222

内･呼内･
消内

とみあい内科クリニック
富合町新 ☎（288）3133

8月5日［日］

●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

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

熊本市
★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。

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。


