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〔100 kcalの運動の目安〕

●運動療法するときの注意点
・運動をする前に準備運動をする
・小まめに水分補給をする
・足に合った負担の少ない靴を履く
・体調の悪いときは無理をせず休む
・合併症のある人は主治医とよく相談してから
　運動する
●おわりに
　運動療法は継続して行うことによる長期的な
効果が大切です。また運動をしたから食事量を
増やしていいというわけではありません。食事
療法・運動療法・薬物療法の 3つをきちんと管
理していくことで初めて効果が期待できます。
　無理をせず安全に運動をするよう心掛けなが
ら、継続してください。自分自身を見つめて糖
尿病と上手に付き合っていきましょう。

月の健康カレンダー12

糖尿病を学んで予防③～運動編～

●効果的な運動の種類
　酸素を十分に取り入れて行う中程度の強さ（多
少息切れはするけれど、人と話しながら続けられ
る程度）の運動、いわゆる有酸素運動です。
　手軽に誰にでもできる、速歩、散歩、体操など
が人気の運動療法です。
●どの程度するのが効果的か
　食後 1 ～ 2 時間以内に、最低 20 分以上、週 3
～ 5回程度が適度な運動量です。
　１日に 100 ～ 150kcal を目標に行いましょう。

●母子保健

日 受付時間 場所 対象

６（金）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

24年４月・ ５月
生まれ

１歳６カ月児健康診査

日 受付時間 場所 対象

４（水）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

22年10・11月
生まれ

３歳児健康診査

【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

日 時間 場所 対象
２（月）

午前９時30分
～ 10時30分

五十崎保健センター
乳幼児３（火） 内子保健センター

５（木） 小田保健センター

育児相談

　糖尿病の主な原因は、肥満、過食、運動不足です。
これらの原因を解消するため、糖尿病の治療では
食事療法と並んで運動療法が基本となります。

〔運動療法の効果〕
①血糖値を下げる　②インスリンの働きを高める
③肥満解消　④高血圧、脂質異常の改善・予防　
⑤足腰など下肢の筋力を強くし老化を予防
⑥血液の循環をよくする　⑦心肺の働きを強化　
⑧ストレス解消など気分転換になる
⑨体力がつき動きが楽になる

早歩き

24分
水泳（クロール）

13分
自転車

24分
階段昇降

13分

　血圧が高めの人、高血圧の治療中の人を対象
に高血圧予防教室を開きます。ご参加ください。

場所 コース 日 時間

内子
保健センター

① 11月22日 午前９時30分
～ 11時

② 11月27日 午前９時30分
～午後12時30分

五十崎
保健センター

① 11月21日 午前９時30分
～ 11時

② 11月28日 午前９時30分
～午後12時30分

小田
保健センター

① 11月20日 午前９時30分
～ 11時

② 11月29日 午前９時30分
～午後12時30分

▷コース　①高血圧の正しい理解のための講話
　　　　　②高血圧予防の調理実習
▷申込期日　11 月 18 日（月）
　　　　　　（原則２コースとも参加する人）

【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

高血圧予防教室のお知らせ



人のうごき

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・年末年始
　（12月30日～１月３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／９月６日～ 10月５日届出分）
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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
※出張相談は予約制です。予約の際に基礎年金番号を
　お知らせください。
予約・問い合わせ：松山西年金事務所
　　　　　　　　　☎089（925）5110

●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）6150

●行政相談

日時：10（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

12

日 医院名 電話番号
  １（日）大洲ななほしクリニック 0893（25）7710
 ８（日）山下小児科（西予市） 0894（62）6801
15（日）ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510
22（日）八幡浜急患センター 0894（24）1199
23（月）さわい小児科医院（大洲市） 0893（24）7530
29（日）ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936
30（月）みかんこどもクリニック（八幡浜市） 0894（20）8800
31（火）亀井小児科（大洲市） 0893（24）3757

●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。

二宮　　進（75）富長
冨永　坂一（83）乙影山
中岡ワカ子（87）論田３

栗田　　隆
たかし

（79）平野
曾我ミタヨ（91）柿原
季羽キヌヱ（92）成内
東中カネ子（88）藤社
松田　恵吉（51）森
山本　治子（82）水地
脇坂　　清（87）中通り
冨岡　コメ（100）小田下
上田　清榮（98）小田下
和田　德夫（94）小田下
長岡　源松（81）大平
松田　生子（86）大平
道岡　　進（84）下臼杵

●おくやみ ●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

辰本　光雄様（内子 15）
二宮　節子様（富長）
東中　利男様（藤社）
植田みや子様（平成）
藤内　昭子様（中川西）
谷岡　高雄様（東組）
上田　賢治様（小田下）

♥吉﨑よつば　　　　　内子19第1

♥城戸　莉
り こ

子　　　　　内子20区

♣德山　　颯
いぶき

　　　　　川登

♣平　　飛
ひゆう

勇　　　　　新川町

♥岡田　芹
せりな

奈　　　　　大久喜

●うぶごえ ―♣男の子 ♥女の子―

修作
千夏
和也
茉央
清
美沙
慶介
さやか
秀司
育恵

　狩野　友洋
　毛山　佳美
　仙井　俊明
　木村麻希子

●たかさご

●まちの人口（25年 10月１日現在／（　）内は前月比）

◦人口　18,110人 （＋３）

◦世帯数　7,289戸（△１）

男性 8,606人（±０）
女性 9,504人（＋３）

時間：10（火）の午前９時30分～正午
場所：林業センター
問い合わせ：住民課　☎0893（44）6152

●人権相談
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