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カルチャーセンターはません校
TEL.096-370-1112 熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館２階）　

営業時間／10:00～19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）

HPもチェック!→

スマホは
コチラから
スマホは
コチラから

100講座
リビングカルチャーセンターはません校　

lcul.info@gmail.comお問い合わせメールはこちら→

熊本リビング新聞社が企画・運営するカルチャースクール

ロビーロビー

美肌の湯美肌の湯

※いずれも1泊2食付、大人1人の料金、小学生は7,000円（すべて税込）
※休前日は大人のみ1,000円UP
※チェックイン（16:00～）、チェックアウト（10:00）
※大人2人から受付。　※各プランは料理内容が異なります。
※予約キャンセルの場合はキャンセル料がかかります。
※部屋の指定は出来ません。　※ホテルの送迎はありません。
※熊本港フェリー乗り場にて現金のみのお支払いとなります。

※いずれも1泊2食付、大人1人の料金、小学生は7,000円（すべて税込）
※休前日は大人のみ1,000円UP
※チェックイン（16:00～）、チェックアウト（10:00）
※大人2人から受付。　※各プランは料理内容が異なります。
※予約キャンセルの場合はキャンセル料がかかります。
※部屋の指定は出来ません。　※ホテルの送迎はありません。
※熊本港フェリー乗り場にて現金のみのお支払いとなります。

旅行主催／熊本フェリー株式会社 熊本支店
住　　所／熊本市西区新港1-1　熊本県知事登録旅行業第2-258号　国内旅行業務取扱管理者　田中智美
旅行主催／熊本フェリー株式会社 熊本支店
住　　所／熊本市西区新港1-1　熊本県知事登録旅行業第2-258号　国内旅行業務取扱管理者　田中智美

除外日／令和元年8月10日～8月18日除外日／令和元年8月10日～8月18日

※料理内容は季節や仕入れ状況により、異なる場合があります。
※有効期間／令和元年9月30日（月）まで
※料理内容は季節や仕入れ状況により、異なる場合があります。
※有効期間／令和元年9月30日（月）まで

外観外観

和牛プラン例（イメージ）和牛プラン例（イメージ）

季節の旬菜御膳 長崎牛と旬菜御膳旬菜御膳
（税込） （税込） （税込）10,000円 12,000円 14,000円

今年の夏旅は、海を渡って避暑地雲仙へ

雲仙温泉 青雲荘【せいうんそう】源泉掛け流し、美肌の湯
「雲仙・小地獄温泉」
源泉掛け流し、美肌の湯
「雲仙・小地獄温泉」

江津歯科医院
江津２丁目 ☎（３６３）３１１８

歯
（昼間のみ）

とよだ歯科医院
花立３丁目 ☎（３６８）８０７８

歯
（夜間のみ）

眼
米村眼科医院
帯山2丁目 ☎（382）7190

耳鼻咽喉
ながみね耳鼻咽喉科クリニック
長嶺南7丁目 ☎（388）8787

産･婦
森川レディースクリニック
水前寺6丁目 ☎（381）4115

小･内
菅医院
新町4丁目 ☎（352）0849

内･胃･小
日赤通り谷﨑ＭＡクリニック
帯山8丁目 ☎（374）7878

内
平成とうや病院
出仲間8丁目 ☎（379）0108

内･循
桑原クリニック
南熊本2丁目 ☎（362）3511

内･消
三隅医院
川尻4丁目 ☎（357）9446

内
田島内科クリニック
南千反畑町 ☎（325）3888

内・小
おおゆみクリニック
楡木2丁目 ☎（339）3066

整
外間整形外科医院
上熊本2丁目 ☎（352）7277

内
熊本光洋台病院
城南町今吉野 ☎0964（28）6000

外･内
田原坂クリニック
植木町平原 ☎（272）5487

泌･内･皮
武藤泌尿器科クリニック
東野2丁目 ☎（365）0511

7月21日［日］
休日在宅医

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

●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。


