
������������
�����������
��
	������
���������� 
������� ����
���� ������
������� 
���������
¡�¢£¤¥¦§¨©ª«
��¬®¯°¨�±²³´
��µ¶�·¸¹º»¼
½¾¿ÀÁÂÃÄÅ
ÆÇÈÉ¬ÊËÌÍ
��ÎÏÐÑÒÓ¦ ÔÕ
��Ö×ØÙÚÛ�¤Ü
Ý�ÊÞßàáâãäå
Ý�Öæçè½éêëì¦
 íîÜïÜ½éð
��ñÒò�Ïó¦ô
��õ�ö÷¦¨¬®ø
ù�Öú¯ûüýþ®�

¡�����������
�ÿ����������
��������
	�
���������
~���������
�}|{ÎÏ [\]
��� �����
^�_`@?ª>=<
;�:/./�-,+
Ý*��������
������������
������������
��������
�)('&%½$/#
"!-0°12234Ø
56789A®BCD
3EFGH#IJ6K
âãLM�NOPQE
RS23TU��D3
DG½?¦¥����
B��½����K�
�/���%½���
»�#:��.6K�
�µ�H±ò��Ï
�¦ô��� #
	
ú¯½��S�Ù6K
¿�¬½B½�-Tñ
ª������RÙ�
�������¡¢���
�����Í
Ý�£¤¥ �¦�\]
Ý*������
D3½?¦¥����
�)('&%½$/#
!-� çè½ñ¦?
� ½�#�Ù�9
AE^¦�:���

¡�¦§¨©�ª�«¬
�����®¯�°�±�
����²�³´�µ��
����ÒÓ¦ Í
~��¶·�¸¯¨�¹
��ºº»¯¼¼½
��������¾�¬
���¿ÀÁ¼½ÂÃ�¹
ÄÅÆÇ�ÈÉÊË�
Ý�����¨ÌÍÎ»�
���ÏÐ�Ñ���
�������Í
��ÒÓÔ��ÕÖ×Øµ
âã��ôÒ¦�¦�
�«Ï�Ù:{4/Í
ù�ÙÚÛÜÝ�Þßà
 ����½����
¡�áâÎ�ãäÎå�æ
����çèçéê��¬
����ëìí�¡¢£
����Àîï�¼�
���ðñÐ�å��
���àòóôõö÷øÖ
ù�úûü�ýþØÿ
�ù¤´Ý¦¦~}|
{[\¤¥¦§Í
����]^_`@?
¨©©ª¤ê«�Í
�����>=´�<¥¥
;:/.-,
Ý��±+�*)
Ý��¿('&*
Ý¬�%$#"!
�®��ÝâÎ¯�°�
�±¡¨���0����
�*�Ø��1¨2¼´å
ù²�34£56�¡³�

¡´7Ì��0Õ��89
�´_�ÓA÷�BCC�
��DE����F�G�
µ¶·�¸¹ºÍ
~���HIÂJK��G
»ä¼½ê¾¿Í
��LMNOPúQ*
À�ÁÂ ��ÃÄÁÅ
ÝÆRÌÍÎûSó
Ý��TU�Îö����
���Ú��������
þ*
��LMNOPúQ*
À�Á½SÜÂ 
���ÇÈKÉÃÄ�
ÁÅEK� 
ù���¼�ãä^�úÁ
�éð�Ê/¯ËÌ�
¡����¢�ÜÍÎ½
ÒÓ¦ ¼��ÏÐÍ
���ÁI��ù
�����æNO±´¼½
���������ù
�Ñ°Ò� �êÓ¸Í
À�ÁÂ ÖÔ�è±
�ÕÖéð:óÖ��
~×�����Ø¶Ù
ÚHÒÓ¦ ÛÜÝÞ
�Æ��Ð¯âÎ��?�
��� ßà¾áÍ
ÝÆ��¨°�^þ��
�ÿ��å¯´2�
�â��
�®����
	�¤��
����FÎãè��ä
ù�C3�C
ù�Õ��89å¡�æ�

¡������K���Á
���ÕÒ�÷�ú��
�â��Þ���
~����þÖ��
~Æ��ÌÍÎ^��?�
�����×��®� �
���¬�Õþ����
�¬�^��Î�À�
��ç¶¼è·éê�
Ý���������¬
�������I����
�*���þÖ���
������ØH�Î�
�ë�������°�¸
�ëÀ����¡¢���
ù�����Q��À�
�}á�ìBH� 
¾íîï¼ðñòó
ô¾íîï¼õö
÷øùúûüý
����������5
�*�¬
����C�º�����
��������F
~Æ�¡¢ó� ��Î
~*�¬
���C£º�¤¦¢�
�ë��¥�+����
����¶¦���2�§
¨�þÿ��ö� ¼
~}� å|{RÙ� 
���¬
�®©�G³ª«ì%ìC
��¬®¯°
ùë±²�À��³�÷�
¡®Q��¤´²�µ¶�
¡��´¨©��å���

� ���� �� �

¡�¬�®����·¸¹
���Ôº�_ö�÷»�
ÒÓ¦ @ �¦�#
2[\6S-§]OP
~��^ÓØA,�çè
@^ _\]#`@
�¬��ª��¨�
�â�¼_��ú�1��
Ý��½¾I�¬���_
Ý*F²³ó¿ºÀ�0�
��ÁÂþÎÂÞÃÄÅ�
?¶Ö¦Î@>=_<
��QÆÇÈ56ÉÊ
�~Å;:\#Ö`Ï
/.-�,+½*)�
ù�õÉËÌÜÍÎÏÐ
�¼_�ÑÒ^ÎÓÎ
¡�Ô�Á��2
��ÕÙËÖ�×�Ø�Ù
���ÚºÀÛ#èç�
����ëÜ(\'&%
��ª���Ý�=5
���ÞßÁ@úàÂáâ
�ó2¨¡F%ã£ä
�$E«OõM��Ã
�TPª¦Ñ«OõM
���å¢óæçè�¸�
�6é�êâóë�×
¼�ì�íØîï�
Ið£ã#"!0Í
Ýÿ�âÎ��ñÉòó*
Ý±ôõö÷*123�
�â£øãB«º
�Æ�¡�¡�4Æ56
�*ù��HÀ�Qúûµ
�±�ü¤Ý�Ø¦¸¦§
�åùâÇÈæ78 

¡��¨¾¿¨\]¨��
��«õÓ`�±
Ý�ñ M¦¨ª�«
��Ö9A§½�B½CD
��ÖEFGHIJK��
½LMNOÊàPQ
ù�ÖRSöT"�M¦ô
U����Í
��Ð_Mñ¨ó��¥�
�������¨��»¼
����½������
����¶�¥�

�	��ê��ÿÍ
��Á� �����
�ÆÄ��11����
�¦¼�ó¦¼�Ð�
�¼ �?� �O«
� Õ¼� �
��?ª>��ON�ö
��öÏ�ì�Ñ¨��þ
���6�Ö«¨����

¡���¨��9A��
��?ª>��ON�ö
����¨��9A��
~���¼M��¦Ñ��
~����½�
����¨�?ª��OÎ
��Î�öÏ��ö _¦
Ý��¨���þK�/É
��Ë �� ¾��
���{½�¯� 
����©��BÇÈ �
����
��éð�&���
��Êç[���Ð_Mñ
��«Ï¥���öÏ
OP¼��OP�
��:¡É�¡½ø¢£¤
��Æ�½�.[¥ôÑ
Ý���M�öÕ¼M¦ö
Ý��Ð¼ñ�_¦¦¢
��9A¨����¨�§

¡��¨�¨��¨¨¨�
��©ª«\¨¬�¨®¯
��Ö�./B�½Î�
�°±¯���Í��
�����¨Ö²ÿ½"³
��Ö´µ¶��·¨�
ù�¥è[½�¸¹`¨º
��L¦� _¦»��¦
>¦��Á� Ö:¥É
��éð�¼ÃµÔÕ¨½
��éð�¼¼¾¯�¿
�ñ¦?� ?�OP
 Ð
�ö~}�ò�
?PÒÖ�� ¨~ÀÁ
~×Î�ÂÃ¥Ð>L¦
� _¦åæ76E8
��´ÄÐ�«¼ N¦«
��©ª«\«ÏÐ�
Ý�ÅÞ·!@ÆÇÇ
����¨È,É¨��
��ÉÉP�ÆÊËÌ¨�

��ÍÄ¦�«ÒÓ¦ 
��Ö§�M�¦Î¨ë�
~�ÏÔ�¨��ÏÔ�
��ÏÔ�¨Ý�ÏÔ�
��ÏÔÐªP���¨�
��ÑÖ©ÏÒ«õ�Î
å2ÓÔÊ��ÕÖ8
��ÏÔÐªP���¨�
ù�ÏÔÐªP���¨�
¡�×J��Ø½Ù#ÚÎ
��Û�½õÐõ¨ÏÔ�
��Ö§�M�¦¨ë�
��ÜËOÖ¦±2M¦ö
�ÝÞÒß¶� 
���¨ÿ±M¦ö_ÐÑ
��ÖÌÄÐ/à á6�
�B¨Ý�«âNñã
��Ä¦ �äåÏ¨ÕÖ
�ÆÖ�M¦ô�ûæçè
�ÆB�½Þé¨éðêë
¡���¨���¦Ò¦ô

�
�

�
�

�
�

�
�

�

TEL.096-359-3611
○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） 9:30～17:30（12:00～13:00除く）

TEL.096-359-3311

2019年7月13日号〈36Ｐ〉

伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（３４３）０３７７

歯
（昼間のみ）

鳥取歯科医院
鶴羽田3丁目 ☎（３４５）３９３９

歯
（夜間のみ）

眼
なかくま眼科
三郎2丁目 ☎（277）6688

伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（３４３）０３７７

歯
（昼間のみ）

鳥谷歯科医院
九品寺５丁目 ☎（３７１）２１１８

歯
（夜間のみ）

耳鼻咽喉・
アレ

なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック
田迎4丁目 ☎（370）6000

産･婦
みやはらレディースクリニック
春日7丁目 ☎（325）1107

小･内
おがた小児科
花園5丁目 ☎（326）5411

内
よしむた総合診療所
小山6丁目 ☎（380）5442

内
沢田内科医院
帯山4丁目 ☎（382）6401

内･小･消
新町いえむらクリニック
新町1丁目 ☎（353）5656

内･循
内科循環器科医院
田迎6丁目 ☎（379）2323

内･小
三和クリニック
城山下代3丁目 ☎（329）6777

内
花園内科クリニック
花園5丁目 ☎（325）0800

泌･内
水上医院
黒髪6丁目 ☎（343）2913

整
熊本整形外科病院
九品寺1丁目 ☎（366）3666

内･外･胃
中垣胃腸科医院
植木町植木 ☎（273）1555

内･小
和漢堂　松田医院
城南町藤山 ☎0964（28）3331

眼
熊本眼科医院
九品寺2丁目 ☎（371）6133

耳鼻咽喉
永田耳鼻咽喉科医院
日吉2丁目 ☎（357）3881

産･婦
田代産婦人科医院
大江4丁目 ☎（362）1414

小･内
赤星医院
神水1丁目 ☎（383）1251

内
水前寺とうや病院
水前寺5丁目 ☎（384）2288

内
山本内科クリニック
健軍本町 ☎（331）5511

脳･内
西部脳神経外科内科
上代7丁目 ☎（329）6611

内･消内
内視鏡内

しおや内科・内視鏡クリニック
江越2丁目 ☎（377）5408

内･小
柏木医院
坪井2丁目 ☎（343）5108

泌
ひらやまクリニック
武蔵ケ丘5丁目 ☎（337）8838

整
石川整形外科リウマチ科
田井島2丁目 ☎（379）6800

整
森田整形外科医院
植木町一木 ☎（273）1011

内
たまのい内科クリニック
城南町阿高 ☎0964（28）1555

●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
7月14日［日］ 7月15日［月・祝］

熊本市

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

★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。


