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を確かめ合う時期でもあります。最近は、マス
コミから流される自殺やいじめ、引きこもりな
どの情報に振り回された結果、真正面から子ど
もと向き合えない親が増えているそうです。親
子関係がしっかり築かれていれば、何も怖がる
必要はありません。気持ちにゆとりをもって、
しっかりと受け止めてあげましょう。
　この時期の対応としては、①待つ②見守る③
邪魔をしない――ことです。また子どもの成長
に必要な、①食べる②寝る③遊ぶ④学ぶ――の
リズムを整え、子どもらしい環境と時間を与え
ることが大切です。第２反抗期は不機嫌で無愛
想なものと理解して、本当に必要なときにだけ
手を貸すという気持ちで見守ることです。

　反抗期は誰もが経験することです。自分もそ
うだったと、親子で喜怒哀楽を分かち合いま
しょう。親にとっても成長のときですから――。

月の健康カレンダー２

子育て「反抗期と付き合う」

　子育ての悩みは、子どもの成長とともに変化し
ます。反抗期や思春期には、互いにぶつかること
もあるでしょう。反抗的な態度は、子どもが自立
するための１つの過程です。親としての対応を知
り、その大切な過程と上手に付き合いましょう。
●【第１反抗期】２～３歳頃
　「イヤ」を連発し、親にとって衝撃の時期でしょ
う。これは子どもの自己意識の成長の証で、むし
ろ喜ばしいことです。考えはあるのにうまく言葉
にできず、「イヤ」と言うのです。
　親としては、子どもが親とは違う人格であるこ
とを認識する機会となります。
　この時期の対応としては、①見守る②褒める③
共感する――です。できる限り子どもにさせて、
褒めてあげてください。いろいろな体験を積み重
ねることが、生きる力になります。
●【第２反抗期】中学生頃
　心も体も大きく成長する時期です。親子の存在

●母子保健

日 受付時間 場所 対象

７（金）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

24年６月・ ７月
生まれ

１歳６カ月児健康診査

日 受付時間 場所 対象

５（水）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

22年12月・
23年１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
３（月）

午前９時30分
～ 10時30分

五十崎保健センター
乳幼児４（火） 内子保健センター

６（木） 小田保健センター

育児相談

――　反抗期は自立のための儀式、親にとっては成長のとき　――

　80 歳で 20 本以上
の歯を保つ８

ハチマルニイマル

０２０
運動の一環として
「元気歯つらつコン
クール」（愛媛県、
愛媛県歯科医師会主
催）が12月に行われ、
久保正

まさひこ

彦さん（81）
＝上田渡＝が入賞し
ました。
　久保さんは日頃から歯ブラシ、デンタルフロ
ス、舌ブラシなどで口

こうくう

腔の手入れをし、81 歳
で 25 本の歯を保持しています。毎日の食事は
もちろん、地域活動や剣道のお付き合いを楽し
んでいるそうです。
　私たちも正しいブラッシングと食生活で口腔
環境を整え、「８０２０」を目指しましょう。

賞
状
を
手
に
す
る
久
保
正
彦
さ
ん

歯の健康を保って80年
「元気歯つらつコンクール」で入賞



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
　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／ 11月６日～ 12月５日届出分）

藤岡ミサヲ（89）内子３
川本　久子（87）内子７
池本キヨカ（92）内子10
大伴久太郎（84）内子17
中川又三郎（89）宿茂
黒田ツヤ子（87）和田
中津　　勝（81）大久保
西岡サワ子（100）大久保
中本　正子（91）梅津
松本　　文（91）江子
藪内　　勇（77）立川中央
西山　牧子（81）川中２
山岡ミタケ（97）論田３
大野　　悟（55）石畳８

●おくやみ

●まごころ銀行　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

川本　　茂様（内子７）
池本　悦雄様（内子10）
伴　　惠喜様（内子17）
村上　靜雄様（内子18第１）
中川　　宏様（宿茂）
藤岡　清重様（松尾）

西永　京市（92）上町
本田タツ子（96）中町
畦田　惣市（98）新川町
稲月　　稔（91）八代
髙岡アキコ（95）東沖
髙岡　福市（85）船戸
長岡　義勝（79）亀ケ谷
倉田キミ子（84）鈴の子
竹内　　弘（79）上川中
平　ツル代（73）恩地
土居サチヱ（88）小田下
重岡シゲ子（85）小田下
窪田　嘉幸（52）掛橋
福田　一清（80）臼杵上

藤渕　満博様（和田）
西岡　　壽様（大久保）
松本　義弘様（鵜川）
中本眞喜男様（梅津）
大野　朝司様（喜田村）
德田　美浦様（上日ノ地）

籔内ツタコ 様（立川中央）
中村　和枝 様（川中2）
河野　清巳様（上村）
梅田　安孝様（中町）
森本　直樹様（豊秋町）
宮内はる江様（駄馬）

●まちの人口
25年12月１日現在

（　）内は前月比

人口
18,070人（△ 25）

世帯数
  7,296戸（+ ３）

 男性 8,595人（△ ９）

 女性 9,475人（△ 16）

西永　利正 様（谷）
長岡フク美様（亀ヶ谷）
竹内ハマ子様（上川中）
畑岡　孝春様（中通り）
冨岡　勝寿様（日野）
道岡　定茂様（下臼杵）
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日時：12（水）・20（木）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：４（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：４（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

２
●小児在宅当番医
日 医院名 電話番号

  ２（日）ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936
 ９（日）みかんこどもクリニック（八幡浜市） 0894（20）8800
11（火）亀井小児科（大洲市） 0893（24）3757
16（日）八幡浜急患センター 0894（24）1199
23（日）おおむら小児科 0893（44）7117

※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。

♣宮本　恵
けいすけ

輔　　　　　内子１

♣金井　湊
みなと

翔　　　　　内子３

♣坪内　柊
しゅうま

磨　　　　　内子４

♣堀本　晴
はるき

輝　　　　　富中

♥峯下　凜
り こ

瑚　　　　　和田

♥石村　彩
いろは

羽　　　　　本町２

♣井口　典
のりゆき

之　　　　　本町

●うぶごえ ―♣男の子 ♥女の子―

大輔
陽子
恭兵
茜
和男
茜
将司
愛子
淳一
咲貴
哲朗
裕子
丈典
直美

時間：４（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
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