
☎096-364-3341
(営)9:00～18:00  (休)木曜日
(HP) https://photo.matsuse.net/
※七五三､成人式､ウエディングフォト
  集合･証明写真､料理写真､建築写真 

マツセ写真館
中央区新大江1丁目9-1
　　　　　　　　　　　　  (県立劇場通り)

撮影に関することなら
　　　　    何でもご相談ください！

☎096-363-0061
(営)11：00～17：00(L.O 16：30)
(休)日曜日 (休)有り/8台
※第6回、第10回 映画革命ＨIＮAＭI
　千年映画祭の舞台になったお店

西本珈琲
中央区新大江2丁目2-26

創業48年の親子で営む喫茶店です！
ランチと手作りケーキが人気のお店！

中国語が喋れない中国人！の院長は
夜は、ナント！バーのマスター！

☎090-9599-6119
(営)整体院/10:00～20:00 BAR/21:00～23:00
(休)金曜日 （駐）有り / ２台
※BARは予約制となります。
※院長は、第８回イオン同友店会接客
　ロールプレイング大会２位！
※HOT PEPPER Beauty から予約できます。

中央区新大江2丁目25-30
たんぽぽ整体院・BARダンデライオン

☎ 096-385-2263
(営)8：40～19：30
(休)日曜日  　(駐)3台
・要予約。お越しの際は、お電話下さい。
・各種健康保険取扱い可能です。
（医師の同意書が必要）

島田鍼灸院
中央区新大江3丁目17-13

施術をされるなら、国家資格を持
った当院にお越しください！！

豚平

福
光
内
科

循
環
器
科

川原整形外科

松本一之歯科医院

矢毛石歯科医院

か
な
も
と

歯
科
医
院

みらい小児科
クリニック

水前寺
脳神経外科

椿歯科
クリニック

水前寺
皮フ科医院

みとま神経内科
クリニック

すどう・
きたの医院

山崎内科

貴公子

にしもり
歯科医院

とろく
歯科医院

渡鹿堰（記念碑）

2

1

5

6

4

10

まちの不動産やさん
三喜舎

有限会社 三喜企画

9

7

8

11

（一時避難場所）
渡鹿公園

（一時避難場所）
託麻原小学校

（一時避難場所）
熊本高校

水前
寺駅
通り3

たんぽぽ整体院
ＢＡＲダンデライオン

1 2 3 4

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託麻原小学校区の協賛会員様の協力で発行しています。
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。
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ささえりあ 帯山

託麻原地域コミュニティーセンター

2023 託麻原校区 協賛会員一覧 ポータルサイト

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。

ささえりあ   帯山
熊本市中央区保田窪1丁目1-33
第2大田ビル1階 
TEL：096-241-0230
（ 所管：託麻原、帯山、帯山西 ）

託麻原地域
コミュニティセンター
熊本市中央区渡鹿2丁目3-48
TEL:096-364-0112

地域拠点情報

☎096-382-5561
(レッスン時間)詳細はお問い合わせ下さい。
(休)月曜日  (駐)有り/７台
※年齢、経験に応じて、クラス別に
　楽しく丁寧に指導致します。

バレエスペースフューチャー
中央区水前寺3丁目33-25

ワガノワメソッドを基本に、踊る
喜びをみんなで楽しみましょう！

この生活便利マップ「エスマップ」は、2023年1月13日
（金）午後3時から放送するFM791のラジオ番組
”School area Map And Portal S-map”でご紹介する
お店や事業所を紹介しています。

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）④
Youtube版エスマップチャンネルで校区の
お店を紹介等校区の異業種交流事業として
毎年、実施しています。（9年目）
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

毎週木曜日は、お客様感謝ＤＡＹ！
ラーメン1杯、ナント２８０円デス！

☎096-383-7014
(営)18：00～スープがなくなるまで
(休)日曜日 (駐)有り/３台 
※１０名収容の奥座敷ございます！
※お持ち帰りメニュー電話予約可能！
※スタッフ募集中！！

豚 平
中央区水前寺3丁目10-21

女性オーナーによる、女性のための
顔剃りが人気！創業48年の理容店！

☎096-363-2093
(営)10：00～19：00 (18:00受付終了)
(休)月・第1日曜・第3火曜 （駐）5台
※当店は、予約優先制です。☎またはLINE
　にてご予約のうえご来店ください。
※当店は、パミロール商品の取扱店です。

中央区渡鹿1丁目12-13
貴公子Hair Beauty

☎ 096-277-1167
(時)平日/13：30～19：30
　   土曜、長期休暇/9：00～17：00
(休)日、祝　 　(駐)2台
・見学、体験会開催中です。
・お気軽にお問い合わせください。

ハッピーテラス 水前寺教室
中央区渡鹿1丁目18-42

熊本市指定、放課後等デイサービス
こどもたちの、みらいをてらす施設です。

☎096-223-5230
(営業時間)9:30～19:00 
　　　　　　※時間外対応相談
(定休日)無休 ・駐車場有(1台)
※iPhone修理（出張可）/通信料金相談
※中古携帯買取販売/ガラスコーティング

Ｋ帯堂
中央区渡鹿2丁目4-22
　　　　　　ブルーティアラ1F

iPhoneのトラブル最短15分で解決！
毎月の通信料節約、相談を承ります！

☎096-371-8001
(営)9:00～18:00
(休)水曜日・祝日
・駐車場有り(5台)
・熊本県知事免許(10)第2566号

まちの不動産やさん 三喜舎
有限会社 三喜企画

中央区渡鹿3丁目14-18

女性スタッフ中心の不動産会社です。不動産
の事なら何でもお気軽にご相談下さい。

☎096-288-2271
(営)9:00～18:00
(休)日曜・祝日 ※変更の場合もあり
・九州運輸局認証工場 ・駐車場有(4台)
・無料見積りいたします。

福田自動車整備工場
中央区渡鹿7丁目15-5

車検、点検、修理、新車中古車販売、板金
塗装、車の事なら何でもご相談下さい。

0120-039-084

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！

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

託麻原校区会員募集！

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

65 7 8

9 10 11

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


