対象 大切な方を、自死でな
くされたご遺族
日時 ６月４日㈭午後２時～
４時（受付 午後１時 分～）
場所 大分県こころとからだ
の相談支援センター
参加料 無料
申込締切日 ５月 日㈬
申・問 大分県こころとから
だの相談支援センター
☎０９７－５４１－６２９０

催し
国東市戦没者追悼式
先の大戦をはじめとする幾
多の戦禍により犠牲となられ
た戦没者を追悼し、平和への
誓いを新たにします。
日時 ６月５日㈮午前 時
会場 アストくにさき
アストホール
問 福祉課
☎０９７８－ －５１６４

お知らせ
慰霊巡拝のお知らせ
厚生労働省では、旧主要戦
域で戦没者を慰霊するため、
遺族を対象とした慰霊巡拝を
実施します。
実施地域
ザバイカル地方、ウズベキス
タン、東部ニューギニア、イ
ンドネシア、パラオ、フィリ
ピン、硫黄島等
※実施地域ごとに実施・募集
期間が異なりますので、お
問い合わせください。
問 福祉課
☎０９７８－ －５１６４

猫の引き取り計画
一度飼育した猫を一生涯飼う
ことは、飼 主の責 任です。飼
育が無 理になった場 合は、新

基本額を控除します。
申込期限 ５月 日㈮
申・問 高齢者支援課
☎０９７８－ －５１８９

防災管理新規講習
日時 ６月 日㈭
場所 大分県農業共済組合
受付期間
５月 日㈫～５月 日㈬
申・問
大分県消防設備安全協会
☎０９７－５３７－３１２５

募集
くにさき
エコ・サポーター募集
家庭で取り組む地球温暖化
対策の実践と案内役となる
「くにさきエコ・サポーター」
を募集します。
配布物 ダンボールコンポス
ト・緑のカーテン用の種（ア
サガオ）
募集人数 １００名（先着順）
申・問 環境衛生課
☎０９７８－ －９００１

高齢者のよい歯の
コンクール参加者募集

しい飼 主を探しましょう。ど
う しても 飼 主が見つからない
場合は、県東部保健所国東保
健 部で引 き取 り を行っていま
すので事前にご相談ください。
猫の引取日時
５ 月 日、６月９日、７ 月７
日、７ 月 日、８月 日、９
月 ８ 日、 月 日、 月
日、 月８日、１月 日、２
月９日、３月８日
（全て火曜日）
午前 時～ 時
場所 国東町安国寺
県国東総合庁舎駐車場
１、
５５０円
料金 成猫
子猫（生後 日未満）
３１０円
※飼主のいない猫は無料。
問 大分県東部保健所
国東保健部
☎０９７８－ －１１２７

里親制度説明会を
開催します
大分中央児童相談所の職員
が里親制度の説明会を開催し
ます。どなたでもお気軽にお
越しください。
事前申し込み・参加料等不
要です。
日時 ６月 日㈭
午前 時～ 時
場所 アストくにさき
小会議室
問 大分中央児童相談所
☎０９７－５４４－２０１６
里親担当

歳以上（昭和 年３月 日
以前生まれ）で自分の歯が
本以上ある方。ただし、以前
に県大会で表彰された方を除
く。
応募期間
５月 日㈪～ 月 日㈮
申・問 国東保健センター
☎０９７８－ －２４５０

日本赤十字社
社資募集のお願い
日本赤十字社では、災害時
の救援活動はもとより救急法
講習、ＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の普及など健康と安
全を守る活動とともに、看護
師養成、血液事業、医療活動
の推進などさまざまな事業を
展開しています。
赤十字事業にご理解いただ
き、社資募集にご協力くださ
いますようお願いします。
問 福祉課
☎０９７８－ －５１６４

「向陽台」宅地購入者
募集中
ゆとりと豊かさを備えたま
ち「向陽台」にあなたも住ん
でみませんか。
公社では、マイホームの夢
を応援します。
外構工事費支援
万円
子育て支援
万円
Ｉターン等支援
万円

ギャンブル依存症問題に
関する講座を開催します
ギャンブル依存症に対する
正しい知識と治療法、及び借
金問題や依存症にまつわる
様々な問題に対する解決策を
お伝えする、無料の基礎講座
を行います。
日時 ５月 日㈰
午後１時 分～４時 分
場所 河村クリニッ ク ひこ
ば ゆ ホ ー ル（ 大 分 市 金 池 町
２－ －８）
講師 一般社団法人ギャンブ
ル依存症問題を考える会 田
中紀子
演題 ギャンブル依存症【基
礎講座】～治療と解決策～
問 一般社団法人 ギャンブ
ル依存症問題を考える会
☎ －３５５５－１７２５

電動生ごみ処理機
購入補助金
家庭で使用する電動生ごみ
処理機の購入費用を助成する
制度があります。
補助金額 購入金額の２分の
１（上限１万円）
問 環境衛生課
☎０９７８－ －９００１

自死遺族のつどい
ご遺族の心のケアを目的と
して、つどいを開催します。

問 大分県住宅供給公社
向陽台販売事務所
☎０９７８－ －０８８６

相談
精神保健福祉相談
日時 ５月 日㈫
午後１時 分～３時
（毎月第２火曜日）
対象 うつ病やこころの問題
などを抱える方
内容 精神科医師による相談
場所 東部保健所
国東保健部 相談室
申込 事前予約制のため前週
末までに連絡
申・問 東部保健所国東保健
部 地域保健課
☎０９７８－ －１１２７

民事及び家事手続き案内
出張担当庁 杵築簡易裁判
所・大分家庭裁判所杵築支部
日時 ５月 日㈬午前９時
分～午後３時 分
（毎月第２水曜。ただし８月
は休み）
場所 国東市老人憩の家
問 大分地方裁判所
☎０９７－５３２－７１６１

行政相談委員は、国や役所
などの仕事についての身近な
相談窓口です。より多くの声
を行政に役立てるため、あな
たの声をお聞かせください。
日時 ５月 日㈬
午前 時～正午
場所
国見町 みんなんかん
第２学習室
安岐町 安岐総合支所
２０２会議室
問 大分行政評価事務所
☎０９７－５３２－３７１５
市役所総務課総務係
☎０９７８－ －１１１１

行政相談

【お問合せ】0978-72-0455

0977-26-3321まで

耳鼻咽喉科 新設
歯並び・かみ合わせのご相談は TEL:
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〈広告〉
〈広告〉

国東市国東町小原2650番地
B&A矯正歯科
検索

×
× ×

別府市南立石一区２組

★別府ＩＣより杉乃井ホテル方面、車で約５分
★国道10号より富士見通りを杉乃井ホテル方面
ローソンもみじ坂店となり
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診療時間
月
９：00〜12：30 ○
14：00〜17：30 ○
10 13
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日時 平成 年６月 日㈭
午後１時 分～２時 分
場所 国東保健センター
対象 平成 年３月 日現在、

ー子どもや大人の歯並び・かみ合わせの治療専門ー

12

20
2015.5

21

&

あおぞら病院

B A 矯正歯科クリニック

平 成 27 年 ４ 月 21 日
院長：藤井昭仁（日本矯正歯科学会認定医） 副院長：藤井涼子（日本矯正歯科学会認定医）

医療法人 メディケアアライアンス

難聴・耳鳴・めまい・補聴器の相談・花粉症・アレルギー性鼻炎
ちくのう症・声がれ・喉の違和感・顔面神経麻痺・いびき
睡眠時無呼吸症候群 等 お気軽にご相談下さい。
月・水〜土曜日 10:00〜19:00
休診日：火曜日・祝日
日曜日
10:00〜17:00

72

大分 県 在 宅 高 齢 者 住 宅
改造 助 成 事 業 申 込 受 付
助成対象工事
玄関、台所、浴室、廊下、
トイレ、居室、階段、そのほ
か必要とみめられる箇所
対象 国東市に住所を有する
人で、次のいずれかに該当す
る住宅改造が必要な身体状況
の在宅高齢者がいる世帯
○要介護認定で要支援・要介
護と認定された 歳以上の
高齢者
○ 歳以上の高齢者のみの世帯
○ 前項以外で 歳以上の高齢者
※その他、世帯の生計中心者
の前年所得が２００万円未
満であることが必要です。
助成基本額・補助率
改造費用 万円を限度にそ
の費用の３分の２を補助しま
す。
（生活保護法による被保
護世帯は全額補助）
※介護保険の住宅改修費給付
を受ける場合は、その助成
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☎（0978）72‑1111㈹
☎（0978）82‑1111㈹
☎（0978）68‑1111㈹
☎（0978）67‑1111㈹
☎（0978）72‑1101
☎（0978）67‑1211㈹
国 東 市 役 所
国見総合支所
武蔵総合支所
安岐総合支所
国東市消防本部
国東市民病院
60
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