
人のうごき お元気ですか

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

【問い合わせ】
地域医療・健康増進センター（保健センター）
☎０８９３（４４）６１５５

（敬称略／５月５日届出分まで）
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７月の健康カレンダー

「歯みがきは丈夫なからだの第一歩」

●成人保健 ●母子保健

●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
德田美代子　様　（和田）
福本　千寿　様　（程内）
永見ミツ子　様　（石畳７）
靏原美代子　様　（中町）
中岡　利雄　様　（妙見町）
菊池美江子　様　（平野）
藏本マスミ　様　（東沖）
本田　勝美　様　（野村）
堀内　俊秀　様　（中川西）

大森　　毅（69）内子３
幸山　文子（99）内子７
大森　虎子（88）内子９
中岡カヲル（92）内子10
土井カメ子（91）内子18第１
池田　由典（80）内子22
橋本ハルミ（83）宿茂
德山　大輔（29）松尾
久保佐枝子（53）田中
久保チドリ（91）護国
德田トキヱ（92）和田
福岡ケイ子（61）和田
白石　久夫（70）川中１
永見　　進（76）石畳７
靏原順三郎（75）中町
大本　兼孝（82）妙見町
中岡　千里（82）妙見町
大久保キヨ子（90）平野
菊池　友常（80）平野
寺岡　宗子（69）平野
井口　　惠（96）天地
増田　貞子（91）西沖

●おくやみ

日時：10（火）・20（金）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

日時：10（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）6151

●行政相談

日時：10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：10日（火）の午前９時30分～正午
場所：内子自治センター
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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内子19第１

●まちの人口（24年５月１日現在／（　）内は前月比）

◦人口　　
　18,468人 （＋  8 ）
◦世帯数
　  7,325戸（＋ 30）

男性　8,771人（＋ 5）
女性　9,697人（＋ 3）

　築山　大樹
　平林　　薫
　平野　英治
　瀧野このみ
　髙橋　　旭
　稲田　樹里
　藤田　直大
　曽我部亜梨彩

●たかさご

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歳以上は無料）
○前立腺がん検診　50歳以上の男性／ 1,000円
○胃がん検診
　40歳以上の人／ 1,200円（70歳以上は無料）
○大腸がん検診
　40歳以上の人／500円（70歳以上および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
３（火） 午前８時30分～ 10時30分 小田保健センター
24（火）

～ 27（金）午前８時30分～ 10時 　　 五十崎
自治センター

特定健診、後期高齢者検診、がん検診
日 時間 場所 対象

10（火）
午前９時30分
～ 10時30分

小田保健センター
乳幼児12（木） 内子保健センター

13（金） 五十崎保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 対象

２（月）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

23年 10月、11月
生まれ

乳児健康診査

日 受付時間 場所 対象

２（月）午前９時15分
～ 10時

内子保健
センター

23年12月～
24年２月生まれ

離乳食教室

日 受付時間 場所 対象
26（木）午前９時15分

～９時30分
内子保健
センター

22年４月～７月
生まれ31（火）

Ｃ
カ ム

ｏｍｅかむ教室（２歳児）

日 医院名 電話番号
１（日） 山下小児科（西予市） 0894（62）6801
８（日） ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510
15（日） 八幡浜急患センター 0894（24）1199
16（月） さわい小児科医院（大洲市） 0893（24）7530
22（日） ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936
29（日） みかんこどもクリニック（八幡浜市） 0894（20）8800

●小児在宅当番医

※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。

稲田　信子（88）下重松
大本　好文（63）立石
米田　　豊（87）中通り
坂本モモ子（79）恩地
中嶋　光男（81）恩地

　６月～ 25年２月まで、子宮頸がん検診（医療機関検診）
を行います。希望者は保健センターへお申し込みください。
○対象／ 20歳以上の女性
○個人負担／ 1,500円（70歳以上および23年度中に20、25、
　30、35、40歳になった人は無料）

子宮頸がん検診（医療機関検診）

●お子さんの歯は大丈夫？
　６月は歯の衛生月間です。内子町は１歳６カ月児
健診と３歳児健診で、お子さんたちの口腔内の健康
チェックを行っています。

　３歳児健診で虫歯のあった29人の食生活を分析し
てみると、右のような問題点が分かってきました。
● “８０２０”を目指そう
　健康な歯は一生の宝物です。正しいブラッシングと
規則正しい食生活で口腔環境を整え、「80歳になって
も20本以上の自分の歯」を目指しましょう。

●虫歯になりやすい食生活
①間食の時間と量が不規則
　　「間食＝菓子」と考えている保護者が多いよう
　です。間食は食事を補うもの。おにぎりや果物
　なども取り入れましょう。また時間や量を決め、
　食べた後は歯磨きやうがいを習慣付けましょう。
②毎日寝る前の仕上げ磨きができていない
　　日中は唾液の働きである程度の口腔衛生が保
　たれますが、就寝時はそうはいきません。乳幼児
　の歯磨きの技術は未熟なため、最低８歳までは
　仕上げ磨きが必要です。
③アメやチョコレートが好き
　　アメやチョコレートは口の中に長い時間とど
　まるため、エナメル質に影響を与えます。また
　健全な味覚を育てるためにも、３歳まではなる
　べく味の濃い食べ物を控えましょう。

（受診率）（虫歯罹患率）（平均虫歯数）

１歳６カ月児健診 84.2% 1.0% 0.02本

３歳児健診 92.9% 24.8% 0.88本

○23年度健診の結果

ココに

注目！


