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10月28日（金）

★今週号は紙面体裁変更により、BS番組表を休止させていただきます。

10月23日［日］休日当番医熊本市

髙木歯科クリニック
出水2丁目

歯
（夜間のみ） ☎（212）7383

眼 日隈眼科医院
練兵町 ☎（352）3681

内 しまだ内科クリニック
黒髪5丁目 ☎（341）1360

泌 川野病院
大江6丁目 ☎（366）3275

外 藤田外科医院
植木町滴水 ☎（272）1527

小 はっとり小児科
南熊本4丁目 ☎（371）3122

整 南部中央病院
南高江6丁目 ☎（357）3322

外･内 すどう・きたの医院
新大江1丁目 ☎（364）3635

内･循 浜崎医院
新町2丁目 ☎（352）0556

井芹歯科医院
秋津町秋田

歯
（昼間のみ） ☎（368）0101

●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★新型コロナウイルス感染症対策のため、受診する前に必ず

医療機関に電話でご相談下さい。
★医療機関は急遽変更になることがあります。事前に電話で確
認して下さい。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。

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

最新情報は、熊本市ホームページの
「休日当番医」で確認できます

熊本市

耳鼻咽喉
たけむら耳鼻咽喉科
クリニック
楠8丁目 ☎（338）4133

内･小 おおゆみクリニック
楡木2丁目 ☎（339）3066

産･婦 髙橋レディースクリニック
清水新地 ☎（348）7575

内･心 やまもと内科・心療内科
京塚本町 ☎（383）3831

■熊本市内の「熊本県感染防止対策認証店」3店舗で飲食をした際に支払った額の8割を、抽選でキャッシュバックするキャンペーンです。
　（1回の応募につきキャッシュバック上限額は10,000円です。）
■実際に飲食した店舗の「レシート・領収書等（支払った飲食代金を証明できるもの）」と、「店舗に掲示されている認証店ステッカーの写真」３店舗分でご応募いただきます。
■キャンペーン期間中、抽選で総額１億円分をキャッシュバックします。（当選者のみに通知します。）

キャンペーン概要

■応募対象は、熊本市内に「在住」「在勤」「在学」のいずれかに該当する方です。また、18歳未満の方はご応募いただけません。
■熊本市内の「熊本県感染防止対策認証店」で飲食した際に支払った飲食代金の8割がキャッシュバックの対象です。なお、レシートや
　領収書等が応募に使えるのは１枚につき１回までです。同一の飲食に関するレシート・領収書等での複数回応募はできません。
■応募に関する詳細は、右下のQRコードからキャンペーン専用サイトへアクセスし、「応募要項」をご確認ください。
■当選した場合、キャッシュバックのお支払い先口座は当選者本人の名義のみです。
■新型コロナウイルスの感染状況等により、期間中予告なくキャンペーンの内容変更や終了の可能性があります。

郵送での応募の場合、専用応募用紙でご応募ください。応募用紙はキャンペーン専用WEBサイトから
ダウンロードできるほか、市の施設でも配布します。詳しくは下記運営事務局までお問合せください。

■同封するもの（返却はできません）　・レシート、領収書等（お支払いを証明できるもの）　・認証店ステッカーの写真（原本または写し）
■送り先 〒860-0801 熊本安政郵便局留 熊本県熊本市中央区安政町2-33　「1億円キャッシュバックキャンペーン」運営事務局宛

応募条件

引き続き、熊本県作成の「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守し、感染防止にご協力ください。

応募
方法 WEB

応募

郵送
応募

インターネット
環境がない方は

右記のQRコードからキャンペーン専用WEBサイトへ
移動し、応募ページからご応募ください。

キャンペーンホームページ http://kumamoto-cashback2022.jp/


