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月日 病院名 所在地 電話番号

10 月13 日
ふくだクリニック 国東町田深 72-0168
たてわき眼科 武蔵町糸原 69-0111

10 月14 日
国東中央クリニック 国東町北江 73-2200
メープル尽クリニック 安岐町下原 67-2800

10 月20 日
福永胃腸科外科医院 国東町鶴川 72-3001
定村内科医院 安岐町塩屋 67-2127

10 月27 日
末綱クリニック 国東町田深 72-0433
橋永医院 国東町安国寺 72-1158

11月 3 日
国見病院 国見町伊美 82-1251
松原医院 武蔵町古市 68-0010

11月 4 日
堀田医院 国見町伊美 82-0490
あさひクリニック 国東町綱井 72-0365

11月10 日
はるかぜ醫院 国見町大熊毛 89-9414
むさし整形外科医院 武蔵町古市 69-0171

月日 病院名 所在地 電話番号

10 月13 日 ざいぜん歯科 国東町小原 72-1042

10 月14 日 アキモト歯科医院 安岐町西本 67-2677

10 月20 日 栗林歯科医院 国東町鶴川 72-0038

10 月27 日 さいとう歯科医院 安岐町塩屋 67-2980

11月 3 日 川野歯科医院 武蔵町古市 68-1574

11月 4 日 福永歯科医院 国東町鶴川 72-2838

11月10 日 岐部歯科医院 国見町伊美 82-0078

10・11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

10・11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）
 8月
 20日 国東町大恩寺 木ノ本　英　治 （61）
 21日 国東町北江 首　 　清　子 （84）
 22日 国見町向田 井　上　和　美 （86）
 26日 国見町 海 野　上　興太郎 （71）
  国東町原 明　石　文　子 （84）
  国東町治郎丸 吉　岡　　　榮 （64）
 28日 国見町鬼籠 村　田　五　郎 （86）
 30日 国東町来浦 矢　谷　ミヤ子 （90）
  武蔵町糸原 末　國　敬　一 （80）
 9月
 ２日 国東町安国寺 山　住　常　好 （84）
 ３日 国東町鶴川 楠　　　六　子 （84）
  武蔵町糸原 滝　口　和歌子 （61）
 ４日 国見町岐部 丸小野　フシミ （85）
  国東町大恩寺 中　井　貞　雄 （81）
 ５日 国東町田深 西　川　ユキエ （94）
 ６日 安岐町明治 田　邉　ケサノ （103）
 ７日 国東町来浦  　山　キミヱ （92）
  武蔵町池ノ内 德　丸　るり子 （56）

 ７日 安岐町大添 中　野　　　忠 （69）
 ８日 国東町大恩寺 亀　石　ラクヨ （97）
 10日 国東町見地 佐　藤　綱　紀 （73）
  武蔵町糸原 中　野　信　子 （58）
  安岐町大添 手　嶋　はな子 （89）
 11日 国見町 海 田　邉　タカ子 （62）
 12日 安岐町大添 笠　置　博　子 （79）
 13日 国東町東堅来 佐　野　光　重 （82）
 14日 国東町成仏 影　山　公　生 （65）
  安岐町矢川 藤　原　ウチカ （93）
 15日 国見町向田 松　本　　　榮 （89）
  安岐町馬場 馬　場　那津江 （88）
 16日 安岐町大添 西　山　カズヱ （98）
  安岐町向陽台 室　　　由紀子 （47）
 18日 安岐町吉松  　木　伸　男 （92）
 19日 国東町見地 佐　藤　勝　正 （95）
  国東町北江 大　谷　眞　弘 （78）
  安岐町山口 山　口　くにじ （92）

8 月 21日～ 9 月 20 日までの届出分

 8月

 16日 安岐町中園 白　石　　　鈴
すず

 （正志・舞）

 20日 国東町富来浦 末　 　柚
ゆ ず き

稀 （尚也・楓花）

 24日 武蔵町向陽台 中　本　美
み 　 こ

心 （友和・園子）

 25日 国東町鶴川  　武　蒼
あ お と

永 （幸二・直子）

 27日 国東町岩戸寺 上　田　健
け ん す け

介 （大祐・千春）

  国東町安国寺 吉　岡　ひまり （幸利・めぐみ） 

 29日 武蔵町糸原 我　部　琉
る お ん

恩 （啓之・有理）

 29日 安岐町西本 原　　　憲
け ん ご

吾 （邦博・愛）

 9月

 ３日 安岐町中園 古　河　凜
り 　 な

菜 （雅章・美佳）

 ９日 安岐町瀬戸田 甲　斐　琥
こ う が

冴 （雅一・慶子）

 12日 国東町北江 平　原　美
み さ き

咲 （雄大・生）

 13日 武蔵町池ノ内 江　本　あかり （伊織・智子）

（　）内は保護者の名前／8月21日～ 9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。

お誕生おめでとう！（敬称略）


