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日時：11（木）の午前10時～午後３時30分
場所：内子自治センター　※相談は予約制です。
予約・問い合わせ：松山西年金事務所
　　　　　　　　　☎089（925）5110

●年金１日相談

日時：９（火）の午前９時30分～正午
場所：町民会館／内子分庁／林業センター
問い合わせ：総務課　☎0893（44）6150

●行政相談

日時：９（火）の午前９時30分～正午
場所：内子分庁
※心配ごと相談は予約制です。前日までに電話でお申
　し込みください。
問い合わせ：内子町社会福祉協議会　☎0893（44）3820

●心配ごと相談

月の相談日・救急当番医７

日 医院名 電話番号
７（日）八幡浜一次救急休日・夜間診療所 0894（24）1199

14（日）ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936

15（月）みかんこどもクリニック（八幡浜市） 0894（20）8800

21（日）亀井小児科（大洲市） 0893（24）3757

28（日）八幡浜一次救急休日・夜間診療所 0894（24）1199

●小児在宅当番医

※けがなどの外科治療は、救急病院をご利用ください。

日時：９（火）の午前９時30分～正午
場所：五十崎自治センター
問い合わせ：住民課　☎0893（44）6152

●人権相談

村田ヤスコ（95）内子18第2

米森　紀子（58）内子18第2

髙田　元子（88）内子20

久保美佐江（72）内子22

石田　明男（94）護国
横田　和夫（85）川登
田上スズ子（87）立川中央
久保　孝志（85）川中１

●おくやみ
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西谷　正夫（91）上立山
山本イワ子（92）河内５

水口　延子（84）上村
髙鳥　秀男（90）上村
池田　富一（84）福岡
伊藤　道弘（93）小田上
冨岡滿亀江（97）中田渡１

大野　惠一（84）中田渡1

●まごころ銀行　
　皆様から寄付をいただきました。心からお礼申し上げます。

内子町社会福祉協議会

二宮　伸也様（内子17）
岡本　正明様（田中）
新本　桂子様（護国）
田上　利幸様（立川中央）
西谷　 久志様（上立山）

池田　真弓様（福岡）
渡邊美代子様（中川西）
大野　裕敬様（中田渡1）
髙鳥　正光様（西予市）

●まちの人口
　（元年５月１日現在／（　）内は前月比）

・人口　16,508人　（△ 31）
　　　　　　　男性　7,917人（△ 12）
　　　　　　　女性　8,591人（△ 19）

・世帯数　　 7,142戸（△１）

　新岡　晃
　稲田　千紘
　玉井　映地
　町田知枝美
　宮本　佳祐
　松本亜希子

●たかさご

日 病院名 電話番号
月・火 市立大洲病院 0893（24）2151
水 加戸病院 0893（44）5500

木
日中：大洲記念病院 0893（25）2022
夜間：市立八幡浜総合病院 0894（22）3211

金・土 大洲中央病院 0893（24）4551

日
日中：大洲中央病院 0893（24）4551
夜間：市立八幡浜総合病院 0894（22）3211

●救急病院

診療科目 診療時間

内科
○昼間：午前９時～午後６時（日曜、祝日）
○夜間：午後８時～ 11時（平日、土・日曜日）

※当センターの診療は応急措置のみです。

●大洲喜多休日夜間急患センター    ☎0893（23）1156

お元気ですか

元気な歯は日々の手入れから
――６月４日～10日は「歯と口の健康週間」――

　20 本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足で
きるといわれています。生涯、自分の歯で食べる
楽しみを味わうためには日ごろから歯磨きなどの
口腔ケアをしっかりと行い、健康な歯を保つこと
が大切です。
●効果的な虫歯予防
　虫歯の原因となる歯垢を除去するには、歯ブラ
シと一緒に糸ようじなどの歯間清掃用具を使うと

より効果的です。
●歯医者さんへ行こう
　見えないところで虫歯が進行していることがあ
るので、症状がなくても歯科医院で定期健診を受
けることをお勧めします。口の状態を見るだけで
なく、自分にあった歯磨きの方法について教わる
こともできます。まずはかかりつけの歯科医を
もって、相談してみましょう。

月の健康カレンダー７

日 実施時間 場所 対象

31（水）午前９時30分
～正午

内子保健
センター 31年２月生まれ

離乳食教室

日 受付時間 場所 対象

９（火）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

30年10月・11月
生まれ

乳児健康診査

【問い合わせ】
内子町保健センター
☎０８９３（４４）６１５５

●母子保健

日 受付時間 場所 対象

１（月）午前９時30分
～ 10時30分 小田保健センター

乳幼児２（火）午前９時30分
～ 11時

五十崎保健センター

８（月） 内子保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 対象

30（火）午前９時30分
～ 10時

内子保健
センター

29年４月・ ５月
生まれ

２歳Ｃｏｍｅかむ教室（むし歯予防教室）

●成人保健

日 受付時間 場所
４（木）
５（金）

午前８時30分～11時

内子保健センター

10（水） うちこ福祉館
11（木）
12（金）

内子東自治センター

16（火） 参川地区体育館

17（水）午前８時30分
～10時30分 森の里研究センター

18（木）
午前８時30分～11時

小田保健センター ※1
19（金） 小田保健センター
22（月）午前９時～10時 立石自治会館 ※1 ※2
23（火）

午前８時30分～11時

五十崎凧博物館
24（水）

五十崎自治センター25（木）
26（金）

特定健診、腹部超音波検診、肝炎検診、がん検診
（胃がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん）

※1   胃がん検診はありません。
※2   腹部超音波検診はありません。　

※3   骨粗しょう症検診を行います。受付時間は午前８時
　　　30分～ 11時です。今年度 40、45、50、55、60、   
　　 65、70歳になる女性が対象です。

日 受付時間 場所
５（金）

午後１時～２時

内子保健センター ※3
12（金） 内子東自治センター ※3
16（火） 参川地区体育館
19（金） 小田保健センター ※3
24（水）

五十崎自治センター ※325（木）
26（金）

子宮頸がん検診・骨粗しょう症検診

日 受付時間 場所
11（木）

午前８時30分～ 11時
午後１時～３時

内子東自治センター
12（金）
25（木） 五十崎自治センター

乳房超音波検診

◎昭和 55年 4月 2日～平成 12年 4月１日生まれの
　人が対象です。　
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