
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

（敬称略／６月６日～７月５日届出分）
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９月の健康カレンダー

心の健康について考えよう

●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
稲田　彰二　様（内子３）
西森　政利　様（内子８）
森本　金龍　様（乙成）
白石　高重　様（川中１）
宮岡　安栄　様（上町）
渡邉　和子　様（中町）
近井　憲一　様（天地）
山岡　情二　様（柿原）
上西　真司　様（東組）
中嶋　修司　様（恩地）
大本　照明　様（新居浜市）

小田　知義（93）内子９
曽我キミコ（90）護国
松原スヱ子（86）論田２
山下　歌子（83）東沖
近井　豊子（86）天地
六角ミサヲ（86）柿原
山岡キヨ子（86）柿原
上西　一年（82）東組
上西　德雄（94）東組
山岡　　要 (61）小田下

●おくやみ

日時：11（火）・20（木）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：11（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：11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

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

９

●まちの人口
　24年７月１日現在
　（　）内は前月比

人口　　
18,439人 （△ 20）

世帯数
  7,323戸  （△６）

 男性

　8,765人（△７）
 女性

　9,674人（△13）

日 受付時間 場所

２（日）午前８時30分
～ 10時30分 五十崎自治センター

特定健診、後期高齢者検診、がん検診の日曜日健診
日 時間 場所 対象

３（月）
午前９時30分
～ 10時30分

五十崎保健センター
乳幼児５（水） 小田保健センター

６（木） 内子保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 対象

４（火）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

23年12月・
24年１月生まれ

乳児健康診査

日 受付時間 場所 対象

４（火）午前９時30分
～ 10時

内子保健
センター

24年２月～４月
生まれ

離乳食教室

日 医院名 電話番号
２（日） 守口小児科（八幡浜市） 0894（24）7770
９（日） 山下小児科（西予市） 0894（62）6801
16（日） ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510
17（月） 八幡浜急患センター 0894（24）1199
22（土） さわい小児科医院（大洲市） 0893（24）7530
23（日） ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936
30（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。

　心の病や精神障害について正しく理解し、精神障害
回復者の社会参加を支援するとともに、自分自身の心
の健康を見つめ直します。

「精神保健ボランティア講座」に参加しませんか

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歳以上の人または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）

◎７月から加戸病院でも「子宮頸
けい

がん検診」が始まり
　ました（要予約）。詳しくは加戸病院へお問い合わせ
　ください。☎０８９３（４４）５５００

時間：11日（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

身近な人に悩みを打ち明けられたとき、何かできること
はないか、一緒に考えてみませんか。
○開講日　８月21日（火）、29日（水）
　　　　　９月10日（月）、25日（火）　全４回
○時間　午後１時30分～３時30分

傾聴講座のご案内　　聞いてほしいと思っている人の気持ちに寄り添い、耳を傾ける

９月14日（金）
午後１時30分～

・開講式
・ビデオ学習

10月19日（金）
午後１時30分～ ・精神障害の理解と精神疾患

10月27日（土）
午後１時30分～

「こころのふれあいフェスティバル」
※自由参加

11月６日（火）
午後１時30分～ ・精神障害者に対する歴史を学ぶ

12月11日（火）
午前11時30分～ ・地域の精神保健福祉

12月21日（金）
午後１時30分～

・精神保健ボランティア活動　他
・閉講式

●講座の日程と内容

●実施場所　内子保健センター
※10月27日（土）のみ、内子町共生館で開催
●受講料　無料
※実習などで実費が必要な場合があります。
●主催　内子町
●協力機関　八幡浜保健所、平成病院、くじら
　病院、障害者地域活動支援センターかいと他
●申込締め切り　８月31日（金）
●その他　希望者のみ、実習と見学を行います。
　実施日　10月～ 11月
　場所　平成病院、くじら病院、障害者地域活
　　　　動支援センターかいと他
【申込・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

お詫びと訂正

「広報うちこ」７月号掲載の “人のう
ごき”は、６月５日届出分までの誤
りでした。お詫びして訂正します。

○場所　内子町民会館
○申込締め切り　８月15日（水）
【申込・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
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