
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／８月６日～９月５日届出分）
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11月の健康カレンダー

減塩していますか

●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
新倉　明寛　様（本町２）
丸山　謙一　様（川登）
名本　　實　様（上立山）
宮本　仁志　様（石畳８）
福岡　敬一　様（駄場）
上西　一夫　様（東組）
村上　松子　様（小田下）
矢取　武晃　様（小田下）

山口シズヱ（95）内子17
武井チホヱ（89）内子18第２
久保　正憲（77）内子21
森田　　進（77）岡第１
新倉満智子（83）本町２
丸山マスヱ（93）川登
名本　孟夫（82）上立山
稲月　利子（91）中町
松居　和子（75）東沖
沖村キムラ（94）柿原
北沖　富枝（87）北田
藤村ミツヨ（97）寺成
高本　咲子（87）寺成
西岡アキ子（77）東組
中田みつる（95）小田下
上野モゝヱ（92）小田下
澤田　文夫（65）小田上

●おくやみ

日時：９（金）・20（火）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：13（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：13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
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日 時間 場所 対象
２（金）

午前９時30分
～ 10時30分

内子保健センター
乳幼児６（火） 小田保健センター

７（水） 五十崎保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 対象

１（木）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

24年４・５・６月
生まれ

乳児健康診査

日 受付時間 場所 対象

１（木）午前９時30分
～ 10時

内子保健
センター

24年２・３月
生まれ

離乳食教室

日 医院名 電話番号
３（土） 山下小児科（西予市） 0894（62）6801
４（日） ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510
11（日） 八幡浜急患センター 0894（24）1199
18（日） さわい小児科医院（大洲市） 0893（24）7530
23（金） ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936
25（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。

●塩分の取りすぎに注意
　生活習慣病を防ぎ、健康を維持するために適切
な塩分摂取量をご存じですか。
　ＷＨＯ（世界保健機構）は１日＝5.0㌘未満、厚
生労働省は男性＝9.0㌘未満／女性＝7.5㌘未満を
推奨しています。また高血圧の場合は、男女とも
に6.0㌘未満となっています。取りすぎに注意し、
減塩を心掛けましょう。

●食品に含まれる塩分量

○栄養成分表示のナトリウム（Na）量から食塩相
　当量が計算できます。
　ナトリウム（mg）× 2.54 ÷ 1,000 ＝食塩相当量（g）

●薄味でもおいしい工夫を
　減塩は、高血圧や脳卒中・胃がんなどの予防に
効果があります。ただし減塩にこだわりすぎて栄
養バランスを崩すことがないよう、料理に工夫が
必要です。薄味でもおいしく味付けするコツがあ
りますので、ぜひ参考にしてください。

時間：13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

①だしのうま味を利用しよう
　市販の顆粒だしには塩分が含まれてい
ます。かつおや昆布を使った手作りのだ
しでうま味を利用しましょう。

②新鮮食材を選ぼう
　肉、魚、野菜など、素材のうま味や香
りが引き立ちます。

③塩味以外の味覚も楽しもう
　こしょうや七味などの香辛料、シソや
ショウガなどの香味野菜を上手に利用し
ましょう。

④調理方法にひと工夫
　焼き目を付ける、揚げる、炒めるなど
の調理方法を用いると、香ばしさでより
おいしくなります。

⑤食べるときにもひと工夫
　数種類のおかずのうち１品だけ、しっ
かりした味付けにしてアクセントをつけ
ましょう。

【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

　次のことに注意し、より安全に、効果的に薬を
使用しましょう。　
○使用前に薬の添付文書（能書き）をよく読む。
○用法・用量を守る。
○薬の形にあった服用方法を守る。
○薬の飲み合わせ（相互作用）に注意する。
○高齢者の薬の使用には特に注意（身体機能の低
　下によって副作用が起こりやすくなるため）
○薬は正しく保管する。
○古い薬の使用はやめる。

●まちの人口（24年９月１日現在／（　）内は前月比）

◦人口　18,423人 （△11）

◦世帯数　  7,341戸（＋５）

男性8,757人（△４）　女性9,666人（△７）

おいしい

減塩の

ポイント

食品 塩分量 食品 塩分量
焼きちくわ１本

（100g）
約2.4g さんまの塩焼き

（しょうゆなし）
約1.5g

梅干し１個
（10g）

約2.0g 納豆
（しょうゆ小さじ１）

約1.0g

天ぷらそば・月
見そば（汁含む）

約6.0g からし明太子
1/2腹（50g）

約1.4g

男性

○現状
塩分11.6g/日

○目標
塩分9.0g/日

女性

○現状
塩分9.9g/日

○目標
塩分7.5g/日

［平成21年国民健康・栄養調査の結果］

　宮内　史一
　戎井　美佳
　髙橋　卓也
　長田　春奈
　岡田　　旭
　伊勢脇梨紗

●たかさご ●うぶごえ
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向居　彩
さやか
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中居姫
ひ な の
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井上　望
み く
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在永　涼
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　　　　　　本町１

上田　陽
ひなた

太　　　　　今岡

淳平
ゆか
将史
通和子
邦浩
美佳
政弘
朋子
優一朗
未穂
勇人
慶子
明彦
裕美
常人
美幸

内子19第１

　　  10月17 ～ 23日は「薬と健康の週間」


