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12月16日（金）

※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。
※局の都合により、番組内容、放送日時などが変更になる場合があります。

おかげさまで
リビングフリーマーケットは
大盛況のうちに終了いたしました。
ありがとうございました。

消･麻 林田クリニック
萩原町 ☎（379）7755

12月11日［日］
休日当番医

熊本市

たつたぐち歯科クリニック
黒髪7丁目

歯
（夜間のみ） ☎（342）5465

泌 植木いまふじクリニック
植木町一木 ☎（272）5100

循･内 庄野循環器科内科医院
健軍4丁目 ☎（331）3777

泌･内
あいこう泌尿器科・内科
クリニック
良町1丁目 ☎（334）2700

内･循内 大和クリニック
九品寺1丁目 ☎（364）5221

子飼歯科医院
西子飼町

歯
（昼間のみ） ☎（344）9149

●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

小 えがみ小児科
楠8丁目 ☎（339）0331

産･婦 聖アンナレディスクリニック
帯山4丁目 ☎（381）9670

耳鼻咽喉
みのだ耳鼻咽喉科クリニック
/Kumamoto Ear Institute
龍田7丁目 ☎（288）2108

整 たつだ整形外科
龍田1丁目 ☎（249）4777

内･小･
循･アレ

アクアつかさクリニック
鶴羽田1丁目 ☎（345）0680

眼
まわたり眼科形成外科
クリニック
水道町 ☎（273）7571

ピアノ即高価現金買取！
古くても45年位前までOK。見積無料
九州ピアノ　10120-677-250

買 取 り

処分したい車高価買い取り！どんな
車もOK!(廃車手続き･レッカー無料)
オートセラー　☎096-389-6603

買 取 り

引越･片付け･清掃･不用品･ゴミ処分
家具移動・エアコン・全国チェーン
ベンリー熊本健軍店10120-85-5439

第RH０４－０１号

引 越 し

第０８R－２８号

ゴミ処理＆引越（赤帽）の事なら！
早い・安い1０１２０-９６９-５３８
大量のゴミOK｢KK環境サービス｣

ゴ ミ 処 理 ・ 掃 除リ フ ォ ー ム

９９％雨もり止めます！◎保証書付
屋根･壁の専門店　☎096-368-4770
㈲長嶺リフォームセンター

役立つ、助かる、楽しい あなたのための得情報
※広告内の価格表記は税込みです。

リビング熊本 検索

申込方法などは検索を!

リビング熊本 検索
熊本リビング新聞社 ☎096-359-3311

掲載料金など詳しくはHPへ

〒861-4211 南区城南町今吉野1295
担当：高見☎0964-53-9846

在宅ワーカー募集

時給950円～ 面談により昇給有
最低週2日2時間～要相談

鈴木電設株式会社

内容■書類入力業務
資格■最低限エクセル入力できる方
待遇■パソコン支給（要オンライン環境）
応募■履歴書を郵送して下さい

出社のない、完全在宅のお仕事です

パ

時
完全在宅制地

給

リビング求人情報

【求人の表記】

地 …勤務地

時 …勤務時間 給 …給与

パ …パート


