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月日 病院名 所在地 電話番号

9 月 8 日
福永胃腸科外科医院 国東町鶴川 72-3001
橋永医院 国東町安国寺 72-1158

9 月15 日
末綱クリニック 国東町田深 72-0433
松原医院 武蔵町古市 68-0010

9 月16 日
国見病院 国見町伊美 82-1251
あさひクリニック 国東町綱井 72-0365

9 月 22 日
堀田医院 国見町伊美 82-0490
メープル尽クリニック 安岐町下原 67-2800

9 月 23 日
はるかぜ醫院 国見町大熊毛 89-9414
牛嶋内科胃腸科クリニック 武蔵町古市 69-0889

9 月 29 日
富来 K.クリニック 国東町富来浦 73-3010
朝倉内科医院 安岐町中園 67-2012

10 月 6 日
松木医院 国東町岩屋 72-0345
あおぞら病院 国東町小原 72-0455

月日 病院名 所在地 電話番号

9 月 8 日 川野歯科医院 武蔵町古市 68-1574

9 月15 日 清末歯科医院 国東町富来浦 74-0102

9 月16 日 岐部歯科医院 国見町伊美 82-0078

9 月 22 日 なかよし歯科医院 武蔵町古市 68-0118

9 月 23 日 福永歯科医院 国東町鶴川 72-2838

9 月 29 日 矢野歯科医院 安岐町瀬戸田 67-0499

10 月 6 日 ふじがき歯科医院 国見町伊美 82-1011

9・10月の休日在宅当番医
午前8時30分〜午後5時 午前9時〜正午

9・10月の休日歯科当番医

※休日当番医は変更になることがありますので、電話で
ご確認のうえ受診してください。

　国東市民病院（安岐町下原 ☎ 67-1211）・ 
　あおぞら病院（国東町小原 ☎ 72-0455）は
　救急指定病院です。

お悔やみ申し上げます。（敬称略）
 7月
 23日 武蔵町内田 山　本　ハルミ （81）
 24日 安岐町両子  　　　敏　光 （91）
  安岐町掛  矢　野　文　生 （83）
  安岐町中園  　山　　　保 （76）
 26日 武蔵町内田 髙　橋　次　男 （93）
  安岐町糸永 福　田　アヤ子 （86）
 27日 安岐町西本 本　多　雅　雄 （61）
 30日 安岐町馬場 永　松　　　治 （85）
 8月
 ２日 国東町鶴川 大　谷　トヨコ （89）
 ４日 安岐町吉松 後　藤　耕一郎 （71）
 ５日 国東町安国寺 江　藤　百　代 （96）
  国東町鶴川 田　中　勝　子 （90）
  安岐町矢川 重　光　　　安 （87）
 ６日 国見町伊美 堤　　　トミコ （100）
  安岐町両子 秋　 　ス　テ （105）
 ７日 国東町浜崎 三　河　正　光 （77）
  国東町赤松 西　田　チサコ （95）

  国東町原 堤　　　　　深 （58）
 ８日 国東町赤松 西　田　典　子 （77）
  安岐町富清 友　弘　ヱ　ン （95）
 ９日 国見町大熊毛 木　村　梅　男 （74）
  国東町北江 田　口　義　髙 （81）
  武蔵町糸原 滝　口　一　子 （88）
 10日 国見町野田 上　野　政　樹 （81）
 11日 国東町浜 桑　本　芳　子 （88）
  国東町田深 増　永　トシ子 （78）
 12日 安岐町朝来 寺　尾　公　也 （83）
  安岐町塩屋 中　嶋　チ　ヨ （100）
 13日 武蔵町吉広 甲　原　好　博 （39）
 14日 国東町富来浦 吉　丸　園　子 （79）
  武蔵町内田 有　次　ミヨコ （85）
  武蔵町吉広 巴　田　ミズヱ （88）
 15日 安岐町下山口 永　松　ハルヱ （97）
 16日 安岐町矢川 川　野　美　利 （77）
  安岐町下原 石　丸　タ　ケ （91）

7 月 21日〜 8 月 20 日までの届出分

お誕生おめでとう！（敬称略）
 7月

 19日 国東町小原 加　藤　航
こ う ま

真 （正人・由美）

 22日 武蔵町糸原 板　井　月
つ き の

音 （竜児・理佳）

  安岐町中園 高　木　リュウ （弘幸・亜未）

 23日 安岐町吉松 河　野　朱
あ か り

里 （一・美和）

 24日 国東町安国寺 糸　永　遥
は る い

衣 （慎吾・麻世）

  8月

 10日 安岐町下原 藤　井　　　剛
   つよし

 （勇一・千絵）

 11日 安岐町西本 宮　田　有
ゆ う り

理 （太一郎・瞳）

 12日 国東町小原 平　田　いろは （和彦・みゆき）

（　）内は保護者の名前／ 7月21日〜 8月20日までの届出分

※「お誕生日おめでとう!」「お悔やみ申し上げます」のコーナーについては、掲載希望の申し出のあった方を掲載しています。


