
お元気ですか

▷対象者／料金　40歳以上の人／ 2,200円
▷申込方法　２月 28日までに保健センターへ申込
　ください。先着 90人（1実施日当たり 30人まで）

●腹部超音波検査が始まります

実施日 受付時間 場所
４月15日（火）

午前９時
～ 11時30分

五十崎保健センター
21日（月）

内子保健センター
22日（火）

保健センターからのお知らせ

【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

　肝臓・胆道・膵臓など、消化器系の病気の早期発
見につながります。検査時間は５分程度です。

どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。

●日時　３月11日（火）午後１時30分～３時
●場所　六日市自治会館
●講師　古川医院　古川　明

あきら

さん

●「腎臓病予防講演会」のお知らせ

お詫び

と訂正

１月号掲載の ”人のうごき”のお名前に誤りがありました。
お詫びして訂正します。誤：峯下　凜

り こ
湖→正：峯下　凜

り こ
瑚

誤：伴　惠喜→正：大伴　惠喜
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●精神科・心療内科受診も考えましょう
　うつ病の症状は頭からつま先まで、どんな症
状が起きてもおかしくないと言われます。
　繰り返し検査を受けても異常が見つからない
のに、身体の不調が続くときはうつ病の可能性
もあります。精神科に受診して相談してみま
しょう。
●「不眠」と「うつ病」の深い関わり
　うつ病の患者さんの 9割に不眠症状が見られ
たという統計があります。もし不眠が 2週間以
上続くようであれば、それはうつ病のサインか
もしれません。一人で悩まず、精神科や心療内
科の医者や、かかりつけの医者に相談するよう
にしましょう。（高橋祥友講演内容より抜粋）

こころの風邪に気をつけて　※最近では、うつ病をこころの風邪と呼ぶことがあります

月の健康カレンダー３
●母子保健

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

25年６・ ７月生
まれ

乳児健康診査

日 受付時間 場所 対象

13（木）午前９時30分
～ 10時

内子保健
センター

25年９・10月
生まれ

離乳食教室

【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

小田保健センター
乳幼児５（水） 五十崎保健センター

７（金） 内子保健センター

育児相談

　うつ病は私たちが思っている以上に、よくある
こころの病気です。７人に１人はうつ病にかかる
という調査結果もあります。
　今は効き目のある薬や心理療法も開発されてい
ます。早期に発見して適切な治療を受ければ治る
病気です。では、どんな症状が出るのでしょうか。

憂
ゆううつ

鬱／気分が重い／悲しい／イライラする／元気
がない／集中力がない／細かいことが気になる／
大事なことを先送りにする／物事を悪い方へ考え
る／決断が下せない／眠れない

自分で感じる症状

食欲がない／便秘がち／身体がだるい／疲れやす
い／性欲がない／頭痛／動

ど う き

悸／胃の不快感／めま
い／喉が渇く

体に出る症状

表情が暗い／涙もろい／反応が遅い／落ち着き
がない／飲酒量が増える

周囲の人が見て分かる症状

●こんな症状ありませんか



人のうごき

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／ 12月６日～１月５日届出分）
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日時：18（火）・28（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：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）6150

●行政相談

日時：11（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

月の相談日・救急当番医３

日 医院名 電話番号
  ２（日）守口小児科（八幡浜市） 0894（24）7770
 ９（日）大洲ななほしクリニック 0893（25）7710
16（日）山下小児科（西予市） 0894（62）6801
21（金）ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510
23（日）八幡浜急患センター 0894（24）1199
30（日）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。

宮岡　　傳（80）内子11
泉　トシヱ（94）内子13
正岡　春雄（66）岡第１
吉田　　稔（89）富中
長尾　義光（85）村前
上野多茂利（79）和田
篠﨑　武好（81）和田
大程　正義（92）程内
上永　兼松（88）池田
永田シノブ（93）石畳７
清水　春義（71）妙見町
吉川　　智（59）神南
森岡　義則（76）大久喜

●おくやみ

　黒川　佳応
　松下なつこ
　髙岡　雄太
　沼井　菜月

●たかさご

時間：11（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

♣宮瀬　悠
ゆうた

太　　　　　内子４

♥井上　心
こはる

陽　　　　　内子８

♣成見　映
えいた

汰　　　　　内子８

♣稲田　庵
あんじゅ

寿　　　　　内子15

♥多比良佳
よしの

希　　　　　内子20

♥大野　紗
さ き

季　　　　　松尾

♥亀田莉
り い さ

衣紗　　　　　松尾

♥福本　樹
じゅな

菜　　　　　田中

♣井上　豊
とよき

絆　　　　　妙見町

♣寺谷　秋
しゅうと

人　　　　　西沖

♣福岡　遼
はるや

哉　　　　　上重松

●うぶごえ ―♣男の子 ♥女の子―

信治
和加子
弘一
末子
隆樹
しのぶ
良平
昌美
康彦
雅美
正勝
美弥
勇太
唯
誠二
理恵
清志
貴美
篤史
祥代
将士
美喜

谷口　　傳（82）平野
泉　　　肇（92）天地
吉田　照男（95）天地
向井　吉香（78）西沖
松岡　忠福（87）駄場
丸山シゲル（95）下宿間
本多　和惠（58）田ノ口
上田惣一郎（92）祝谷
大倉　貞子（90）祝谷
竹崎　信秀（72）立石
大田ツユ子（97）立石
岩本　武士（82）中通り
大森　　勳（72）吉野川

●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

宮岡　　緑様（内子11）
正岡　義弘様（岡第1）
上野　盛勝様（和田）
篠﨑　弥継様（和田）
松本　　博様（江子）
河野　義隆様（上日ノ地）

大野　隆博様（石畳8）
大野　　裕様（西沖）
宮内　俊文様（新田第1）
倉田　繁盛様（鈴ノ子）
窪田　由美 様（掛橋）

●まちの人口
26年１月１日現在

（　）内は前月比

人口
18,045人（△ 25）

世帯数
  7,292戸（△４）

 男性 8,582人（△ 13）

 女性 9,463人（△ 12）
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