
☎096-380-4111
(営)平日7:00～23:00 土日祝7:00～23:00
(休)年中無休 ・駐車場有り(100台)
・入場料なし。
・ゴルフパートナーでお好きなクラブを
  試打できます。

託麻インターゴルフ練習場
東区上南部2丁目6-10

レトロな雰囲気漂う歴史あるゴル
フ練習場。100円からご利用可能！ プロのスタッフが確かな技術と経験を活かし迅速に対応致します！

☎096-285-7703
(営)9：00～21：00 (休)日曜日
http://www.midasmotorsport.jp
※輸入車・国産車販売、整備、板金
カスタム、高級レンタカー、コーティング

　ハーレー、ジェットスキー取扱い

株式会社アランブラ
東区御領8丁目8-8
midas motor sport

誰にも会わずに上質な施術を味わえる
リラクゼーション&脱毛サロンです。

☎096-211-0088
(営)12：00～翌2：00（予約制/完全個室）
(休)無休　（駐）有り/5台
※オールハンドによる独自のリラクゼー
　ションメニューと、特許取得の美肌脱毛
　マシンで脱毛しながら美しいお肌へ。

東区御領8丁目8-10
ATENA RELAXATION SALON 御領店
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熟練スタッフによる本格施術で根本
改善！受付スタッフは育児経験あり！

☎096-201-7007
(営)9：00～12：30 / 15:00～19：30　
(休)水曜日 （駐）有り/10台
※ペア・カップル・家族で利用できる
　酸素ボックスあります！
※ホットペッパーで予約できます。

東区上南部4丁目8-26
かみなべ整骨院

☎096-380-2819
(営)8:00～18:00
(休)不定休　・駐車場有り
※ロイヤルパープルオイル取扱店です。
※パーツが無い古い車でも何とかします！
     お気軽にご相談下さい。

大津自動車整備工場
東区上南部4丁目9-45

廃車復活！動かなくなったあなた
の愛車、諦める前にご相談下さい！

☎096-388-1188
(営)24時間営業（お風呂6：00～24：00）
(休)年中無休 (駐)有り/250台
※展望レストラン「のどか」11：00～
　23：00迄営業しています。

ピースフル優祐悠
東区下南部3丁目11-136

歓送迎会、各種御宴会と10名様以上
でのご利用で、無料送迎承ります。
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☎096-380-5225
(営)7:00～19:00
(休)日祝　・駐車場有り(20台)
・園の様子をホームページにて発信して
  おります。

木の葉こども園幼保連携型
認定こども園
東区石原2丁目5-31

一人ひとりの遊びを大切に、健康で明
るい子ども達の育成を目指しています

☎096-389-1193
(営)24時間対応可　(駐)有り/２０台
※管理事務所は火木金休み
※バリアフリー設計で車椅子の方も安心。
※納骨堂利用者募集中。
※樹木葬２０万円より。

やすらぎ県民霊園
東区平山町3332-2

緑に囲まれた明るく爽やかな霊園。様
々な供養スタイルをご提案致します。

お金を掛けないお葬式宣言！ご家族
のご予算・ご要望を最大限に考えます。

☎0120-48-8619
※２４時間３６５日いつでも対応
※ 98,000円（税別）のプラン、
別途費用一切なしの家族葬
プランは４５万円（税別）より。

熊本市民葬祭メルシー
東区小山１丁目10-18
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新車・中古車の内外装カスタムを中心
にオーディオのカスタムも承ります。

☎096-285-1037
営業時間：10：00～19：00
定  休  日：不定休
※Bewith Focal 正規代理店です。
※新車中古車の販売も行います。

Jack in the box -Automobile-
東区小山２丁目25-40
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利用者が自立した社会生活を営む
ための就労の機会を提供します！

☎096-349-0206
営業時間：8:00～17:00
定  休  日：日・祝
※当施設では、熊本のA型事業所で唯一
硬式球の再生作業を行っています。

もやいの丘
東区小山２丁目27-13

就労継続支援
A型事業所

☎096-234-6681
(営)10:00～18:00 ※冬季は17：00まで 
(休)日・月・祝  (駐)有り/4台
※予約診療優先となります。
※土曜日は15：00までの診療です。

のなかどうぶつ病院
東区小山5丁目12-18

フィラリア、ノミ・ダニ対策や伝染病
等のワクチン接種をお忘れなく！
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☎096-380-1141
(営)10：00～18：00
(休)水・祝  (駐）有/7台
※東区の物件多数ございます。
※熊本県知事免許(6)第3945

(有)ミツナガ綜合商事
東区小山2丁目13-50

”地域密着”  ”家族5人”で経営する不動産
マックスバリュ新託麻店横に移転6周年！
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安心！＆安い！＆早い！親切丁寧
家庭的なムードで楽しく教習！

☎096-388-0509
教習時間：8:00～17:00 ※日祝は16：00まで
定  休  日：土曜日
※ローン10～20回払いもできます。
※午前・午後・日・祝、都合の良い時間に
　教習できます。

(株)豊福自動車教習所
東区小山7丁目1571-1
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☎096-380-3526
(営)8:00～18:00
(休)不定休　・駐車場有り(8台)
・墓誌刻字・お墓のクリーニングも承り
  ます。

株式会社ひまわり石工
東区戸島町886-3

アフターケアも万全の石材店お墓
のリフォーム・移転相談受付中
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新鮮な旬魚を使ったお刺身お寿司等
最高の逸品をお楽しみください！

☎096-380-0304
（営）11：00～23：00 ※途中休憩有り
（休） 不定休  （駐）有り/ 15台
※仕出し・お弁当・ご宴会のご予約
　は、２日前までにお願いします。

赤ほこ
東区戸島2丁目6-64

仕出し・宴会
日本酒ダイニング
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やすらぎ県民霊園

木の葉こども園

火の国ハイツ

託麻スポーツセンター
（一時避難場所）

託麻北小学校
（一時避難場所）

東部中学校
（一時避難場所）

二岡中学校
（一時避難場所）

託麻東小学校
（一時避難場所）

わらべの里
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菊陽南校区

菊陽西校区

弓削校区

龍田校区

益城中央校区

広安西校区

長嶺校区
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S-map2023

託麻北・託麻東校区

School area Map and Portal
School area Map and Portal

ラジオで聴く

2023年託麻西・託麻南校区特集

放
送
日15:00～15:58
4/14金

目立つところに貼ってお使い下さい！ 編集･発行：エスマップ事務局 ☎ 096-288-5664 このマップに掲載を希望される方は、エスマップ事務局まで。

託麻まちづくりセンター
東区長嶺東7丁目11-15
TEL:096-380-3111

地域拠点情報

託麻北地域コミュティセンター
東区石原1丁目2-30
TEL:096-388-5430
託麻東地域コミュティセンター
東区戸島3丁目15-5
TEL:096-380-1112

ささえりあ 託麻
東区戸島2丁目3-15
TEL：096-380-7078
（所管：託麻東、託麻北、託麻南、長嶺）

エスマップ託麻北・託麻東校区版2023 協賛会員一覧

スマホでこのQRコードを読み込
むとスマートフォン用に最適化
されたマップを表示できます。

小学校区の異業種交流事業として、異業種交流会エスマップの協力で発行しています。

託麻北校区託麻北 託麻東校区託麻東

校歌
音源公開日以降に左
のQRコードを読み
込むと､託麻南小学
校の校歌を聴くこと
ができます！

託 麻 東 校 区

校歌
音源公開日以降に左
のQRコードを読み
込むと､託麻西小学
校の校歌を聴くこと
ができます！

託 麻 北 校 区

ユーミーマンションは全国7,100棟、90,000世帯に支持される
高品質･低家賃の賃貸マンション

ユーミーコーポレーション 株式会社 熊本支店
熊本市東区錦ヶ丘 28-17
☎096-367-0200

リボンガス株式会社
熊本市西区小島5-16-26

※リフォーム床暖房ショールーム有り
※日曜・祝日でも事前予約受付ます！

リボンガス株式会社リボンガス株式会社リボンガス株式会社リボンガス株式会社リボンガス株式会社
LPガス、水回り修理、住宅設備、リフォームなどの相談はお気軽に！

営 8:30~17:30 日曜・祝日休

営

北区武蔵ヶ丘2-1-35
☎096-339-2721
(営)11：30～15：00/18:00～22：00
(休)月曜日 (駐)3台分完備

女性に人気のあっさり魚介スープ！
熟練スタッフによる本格施術で
根本改善！ 受付スタッフは
育児経験あり！

東区上南部4丁目8-26
☎096-201-7007
(営)9：00～12：30 / 15:00～19：30
(休)水曜日 （駐）有り/10台

魚介ラーメン 武蔵魚介ラーメン 武蔵魚介ラーメン 武蔵

総合建設業  株式会社 森商グループ

エスマップ事務局では、熊本市の92小学
校区で、地域（校区）のみなさまに、①生
活便利マップの配布（熊日朝刊にて校区
内の熊日購読者宅に配布）②ラジオ番組
での紹介③校区のポータルサイトの提
供（時刻表やゴミ出しカレンダー・お店
情報など）④Youtube版エスマップチャ
ンネルで校区のお店を紹介、校区の異
業種交流事業として、毎年、実施していま
す。
参加を希望されるお店・事業所のみなさ
まは、エスマップ事務局までお問合せ・
お申込みください。
　　　　
エスマップ事務局 ☎ 096-288-5664

エスマップ
会員募集

神園山コース

託麻三山にある史跡を学びながら散策してみませんか！

小山山コース

【託麻三山とは】熊本市の東部、託麻地区に位置する「神園山」「小山山」「戸島山」の3つの山を総称して「託麻三山」と呼んでいます。
肥後台地の単調さを破って島状に分布するこれらの丘陵群は、託麻台地が形成される以前の非常に古い中世白亜紀（約1億年前）に
できたとされる残丘です。託麻三山の山麓では、3万年をさかのぼる旧石器時代の人々の活動の痕跡が見つかっています。
縄文時代以降もたくさんの集落が形成され、水と緑に恵まれた山麓はやがて人々の生活と密接につながった里山となり、その営み
から生まれた祭りや行事は地域の人々の手によって現在も伝承され、数多くの史跡も残しています。（東区ホームページより） 

戸島山コース

※以下のQRコードから、各コースの散策マップにアクセスすることができます！

QRコードから
You Tube版の
エスマップが
ご覧になれます

＞

チャンネル

版版


