
人のうごき お元気ですか（敬称略／４月５日届出分まで）

月の相談日・救急当番医

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：神南診療所（大洲市） 0893（25）7720
夜間：市立八幡浜総合病院 0894（22）3211

金・土・日 大洲中央病院 0893（24）4551

●救急病院

診療科目 診療時間 電話番号

内科

○平日・土曜日：
　午後８時～ 11時
○日曜日・祝日：
　午前９時～午後６時

0893（23）1156

●大洲喜多休日夜間急患センター
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●まごころ銀行

次の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

金一封
赤穗　英一　様　（松尾）
上田勝太郎　様　（和田）
東原　千代　様　（徳積）
浦賀　典夫　様　（下立山）
德岡　裕二　様　（石畳８）
森永　和夫　様　（上町）
上野　房雄　様　（岡第２）
入船　道明　様　（駄場）
上田　民子　様　（下重松）
宇都宮ミツコ様　（藤社）
河本　哲也　様　（源台）
土岐　裕二　様　（水地）
永見　雅之　様　（堂村）
伊達佐知子　様　（大洲市）

坂本　保男（85）内子５
篠﨑タミヱ（105）内子５
森岡　隆雄（78）内子８
片岡　利一（39）内子12
赤穂　富重（84）松尾
宮岡　花子（85）鵜川
德岡志津江（65）池田
德岡　正康（83）石畳８
中本　　勇（61）大久喜
藏本　宜好（83）東沖
入船鯉市郎（76）駄馬
宮岡　嘉男（65）下宿間
上石ミツヱ（90）立石
水岡髙四郎（96）小田下
石丸　𠩤則（82）堂村
奥嶋リカ子（82）小田下
大森　喜市（97）臼杵中

●おくやみ

日時：12（火）・20（水）の午前10時～午後３時30分
場所：内子町商工会
問い合わせ：住民課　☎0893（44）6152

●社会保険１日相談

※変更になる場合がありますので、役場までご確認ください。

日 医院名 電話番号
３（日） 八幡浜急患センター 0894（24）1199

10（日） おおむら小児科（城廻） 0893（44）7117

17（日） 守口小児科（八幡浜市） 0894（24）7770

24（日） 大洲ななほしクリニック 0893（25）7710

●小児科日曜日当直医

日時：12（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：12日（火）の午前９時30分～正午
場所：内子分庁
問い合わせ：内子町社会福祉協議会　☎0893（44）3820

●心配ごと相談

時間：１日（金）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

期日：毎週水曜日・金曜日の午前９時～午後５時
場所：内子町役場
問い合わせ：相談専用電話　☎0893（44）5026

●消費生活相談
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●うぶごえ

野中いつき　　　　　

篠崎　海
かいと

翔　　　　　田中

宮島　　瑞
たま

　　　　　長田

武藤　春
はるき

喜　　　　　石畳９

髙井　優
ゆうひ

妃　　　　　上村

五頭　龍
りゅうと

斗　　　　　打木

俊一
絵美
貴仁
里美
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小枝子
浩次
裕子
茂
優子
信二
祐子

天地
天地

●まちの人口（24年４月１日現在／（　）内は前月比）

◦人口　　
　18,460人（△ 122）
◦世帯数
　  7,295戸（△  36）

男性　8,760人（△ 80）
女性　9,694人（△ 48）

　鬼塚　一真
　幸山　咲絵
　星　　　徹
　池田　孔佳
　宮田　知和
　北橋　美保
　道岡　　将
　中越加奈子

●たかさご

　子宮頸
けい

がん、ヒブ、小児用肺炎球菌など
の予防ワクチン接種事業が延長され、25年
３月末まで継続して行われることとなりま
した。これは予防接種法に基づかない「任
意接種｣で、本人または保護者が希望して
行うものです。
　詳しくは、お問い合わせください。なお、
次の人は無料で接種を受けられます。
●無料接種の対象者

・子宮頸がん
　⑴中学１年生～高校１年生に相当する年
　　齢の女性
　⑵高校２年生に相当する年齢の女性で、
　　23年度中に１回以上接種を受けた人

・ヒブ、小児用肺炎球菌
　生後２カ月～５歳未満までの乳幼児

６月の健康カレンダー

子宮頸がんなどの

予防接種事業を継続します

●成人保健 ●母子保健

胃がん・大腸がん検診

○胃がん…40歳以上の人／ 1,200円（70歳以上無料）
○大腸がん…40歳以上の人／500円（70歳以上無料）
※ 23年度中に40、45、50、55、60歳になった人は無料

日 受付時間 場所
６（水） 午前８時30分～ 10時 　　 立川小学校
11（月） 午前８時30分～ 10時30分 大瀬小学校
19（火）

～ 22（金）

午前８時30分～ 10時30分

内子保健センター

26（火） うちこ福祉館
27（水） 立石自治会館
28（木） 参川地区体育館
29（金） 森の里研修センター

対象者／料金
○内子町国民健康保険特定健診
　40 ～ 74歳の国保加入者／ 1,000円
○後期高齢者健診
　75歳以上の人、65歳以上の障害者／無料
○肝炎ウイルス検診
　40歳以上の人／ 800円
○肺がん検診
　40歳以上の人／ 700円（喀痰800円、70歳以上無料）
○前立腺がん
　50歳以上の男性／ 1,000円

日 受付時間 場所

５（火）
午前９時30分～ 10時30分 論田自治会館
午後１時30分～２時30分 立川自治会館

６（水）
午前８時30分～ 10時 　　 立川小学校※
午後１時30分～２時30分 長田自治会館

７（木）
午前９時30分～ 10時30分 河内自治会館
午後１時30分～２時30分 石畳自治会館

８（金）
午前９時30分～ 10時30分 和田自治会館
午後１時30分～２時30分 川登自治会館

11（月） 午前８時30分～ 10時30分 大瀬小学校

12（火）
午前９時30分～ 10時30分 御祓自治会館
午後１時30分～２時30分 池田自治会館

13（水）
午前９時30分～ 10時30分 村前自治会館
午後１時30分～２時30分 程内自治会館

19（火）
～ 22（金）

午前８時30分～ 10時30分

内子保健センター

26（火） うちこ福祉館
27（水） 立石自治会館
28（木） 参川地区体育館
29（金） 森の里研修センター

特定健診、後期高齢者検診、肺がん検診など
日 受付時間 場所 対象

４（月）
午前９時30分
～ 10時30分

内子保健センター
乳幼児６（水） 小田保健センター

14（木） 五十崎保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 対象

４（月）午後１時
～１時15分

内子
保健センター

22年10月、
11月生まれ

１歳６カ月児健康診査

日 受付時間 場所 対象

１（金）午後１時
～１時15分

内子
保健センター

21年４月、
５月生まれ

３歳児健康診査

日 受付時間 場所 対象
15（金）午前９時15分

～９時30分
内子
保健センター

23年４月、
５月生まれ28（木）

＊６月４日は「虫歯予防デー」です。歯を大切にしましょう。

Ｃ
カ ム

ｏｍｅかむ教室


