
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／１月６日～２月５日届出分）
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４月の健康カレンダー

肝臓を守ろう

●母子保健●成人保健

井上　武雄（78）内子２
山岡　希生（86）内子４
正岡ヒフミ（89）内子８
篠﨑スミヱ（91）内子13
中村　眞悟（74）内子18第１
鎌田　　博（72）内子19第１
𠮷井トモヱ（85）内子19第１
野地トシコ（90）富長
新田　髙義（78）本町１
新澤サダコ（83）中野

●おくやみ

日時：10（水）・19（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：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：16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

日時：平日の午前９時～午後５時
相談専用電話：☎ 0893（44）5026
※ 25年度から、相談員が常駐して相談に応じます。

●消費生活相談

４

日 時間 場所 対象
４（木）

午前９時30分
～ 10時30分

小田保健センター
乳幼児８（月） 五十崎保健センター

10（水） 内子保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 備考
15（月）

午後１時
～２時

五十崎保健
センター

料金　1,000円
※ 70歳以上（昭和19
年３月以前生まれ）
の人と、がん検診推
進事業対象者（24年
度 中 に 20、25、30、
35、40歳になった人）
は無料です。

16（火）
17（水）
18（木） 小田保健

センター19（金）
22（月）

内子保健
センター

23（火）
24（水）
25（木）

子宮頸がん検診

日 受付時間 場所 対象

３（水）午後１時
～１時15分

内子
保健センター

22年２・３月
生まれ

３歳児健康診査

日 受付時間 場所 対象

５（金）午後１時
～１時15分

内子
保健センター

23年８・９月
生まれ

１歳６カ月児健康診査

日 医院名 電話番号
７（日） 大洲ななほしクリニック 0893（25）7710
14（日） 山下小児科（西予市） 0894（62）6801
21（日） ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510
28（日） 八幡浜急患センター 0894（24）1199
29（月） さわい小児科医院（大洲市） 0893（24）7530

●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。

　肝臓は人体で最も大きな臓器で、「代謝・エネルギーの
貯蔵」「解毒」「胆汁の生成」など、重要な働きをしていま
す。一方で「沈黙の臓器」とも言われ、気付かないうちに機
能が低下し、症状が進行してしまうことも少なくありませ
ん。定期的に検診を受け、肝臓の状態を確認しましょう。
●肝機能検診の主な種類と内容
○ＧＯＴ・ＧＰＴ…肝臓の中にある酵素の一種で、肝細胞
　が壊れると血液中に流出し、数値が上がります。
○ γ

ガンマー

－ＧＴＰ…胆汁に含まれる酵素で、アルコールが肝
　臓に与えている影響の状態を検査します。
●肝臓にやさしい生活を心掛けましょう
○食後 30 分は肝臓に血液が集中するよう休息しましょう。
○飲み薬は、服用方法や分量を守りましょう。
○食べ過ぎ、飲み過ぎや睡眠不足、ストレスなどが重なる
　と肝臓の機能が低下します。十分な休養と睡眠を取り、
　肝臓を休ませましょう。
○適度な運動（ウォーキングなど）をしましょう。

【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

教室名 時間 場所 対象

い喜い喜教室 午前10時
～ 11時30分 町民会館

65歳以上
の人

はつらつ
フィットネス

午前９時45分
～ 11時

六日市
自治会館

いきがい
チェアビクス

午後１時15分
～２時45分

大瀬自治
センター

トライ＆トライ 午前10時
～ 11時

小田保健
センター

健康教室

○内容　健康づくりや転倒予防のための運動
○開催日：月２回
○申込締切：４月８日（月）

時間：９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

久保　陽
はるき

輝　　　　　内子14

岩﨑　匡
きょうご

吾　　　　　内子15

上神　瞳
とうこ

子　　　　　松尾

芝　　璃
りおん

音　　　　　本町１

片倉　洸
こうだい

大　　　　　中町

向井　　雪
ゆき

　　　　　西沖

河野　倖
ゆきと

士　　　　　柿原

富幸
理恵子
聡
佐和
聡
正子
秀和
佳代子
隆光
小百合
政友
千花
一樹
マサミ

●うぶごえ

●まちの人口
平成25年２月１日現在
（　）内は前月比

人口
18,296人（△ 23）

世帯数
  7,313戸（△ 8）

 男性 8,710人（△  8）

 女性 9,586人（△ 15）

●まごころ銀行（内子町社会福祉協議会）
次の皆様から寄付をいただきました。お礼申し上げます。

新澤　縣一様（中野）
堀本　俊一様（上日ノ地）
河内　義雄様（立川袋口）
入船美智子様（立川袋口）
髙岡　　稔様（石畳７）
髙橋　信男様（石畳７）

ココを
チェック！

□ 体がだるい

□ 疲れやすい

□ 食欲がない

□ 吐き気がする

□ 体がかゆい

□ 手のひらが赤くなる

□ 急にお酒が弱くなった

□ 皮膚にクモの巣状の血管が出る

□ 尿が濃い褐色になる

□ 黄だんが現れる

□ 腹部の静脈が浮き出る

□ 腹水が溜まる

□ 吐血・下血がある

次ような自覚症状があるときは、
すぐに医師の診察を受けましょう。

浅野ミユキ（85）鵜川
德岡　冨男（88）梅津
堀本イセコ（95）上日ノ地
堂林　鷹應（82）立川中央
河内ユキヱ（92）立川袋口
河野　義夫（87）河内５
髙橋ミサオ（101）石畳７
源田　　雄（86）石畳８
後藤　利正（91）妙見町
田中　茂記（68）八代

村上キクヱ（94）平野
西宮　富子（82）東沖
新　ユキノ（97）西沖
宮内　貞良（78）西沖
森本キミコ（89）岡第２
河野　歌子（85）寺成
靍田　雪雄（93）中川西
奥嶋　純一（88）上田渡峰

武智　　賢様（上町）
石丸喜久江様（新川町）
谷口　邦男様（古田）
泉　　　徹様（船戸）
靍田　泰人様（中川西）
森岡　孝則様（上川中）


