
人のうごき お元気ですか

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：大洲記念病院 0893（25）2022
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

（敬称略／１月６日～２月５日届出分）
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日時：９（木）・21（火）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：14（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：14（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４

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

日 医院名 電話番号
  ５（日）大洲ななほしクリニック 0893（25）7710

 12（日）山下小児科（西予市） 0894（62）6801

19（日）ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510

26（日）八幡浜急患センター 0894（24）1199

29（水）ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936

●小児在宅当番医

※けがなどの外科治療は、救急病院をご利用ください。

　河野　史典
　宮脇　　優
　赤松　康裕
　梅田つかさ
　岡　　芳樹
　川田ひとみ
　土居　貴紀
　伊藤　江美

●たかさご

時間：14（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

篠﨑　幸三（68）内子５
髙畑　哲治（48）内子５
森　　栄子（87）内子10
住田　勝善（92）内子12
大伴美佐子（84）内子17
髙橋マトメ（87）内子18第１
河内キヨカ（89）内子19第１
福積　良子（86）田中
太田　武善（100）田中
大金ナゝ子（83）鵜川
竹本　常喜（83）路木
岡田　髙雄（91）池田
正岡　勇市（85）江子
松本イソコ（92）立川中央
宮岡ミサヲ（88）立川袋口
宮岡　光子（84）上立山
山田ヨシヱ（77）石畳７

●おくやみ
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●うぶごえ ―♣男の子 ♥女の子―
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窪田　鹿夫（93）石畳９
上石　忠範（61）上村
宮脇　傳子（84）八代
守口　清子（99）古田
上田　義雄（96）天地
森本　マキ（101）西沖
河内　清重（90）下宿間
松野　博志（86）野村
𠮷川　凖一（82）北田
露口　和典（54）上川中
堀本　德義（90）中通り
水田　　子（66）中通り
梅川　好員（82）新田第２
山岡　髙生（99）恩地
正岡スギヱ（91）中田渡２
大久保伸子（82）上田渡峰

●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

大伴　惠喜様（内子17）
河内　由隆様（内子19第1）
中川　　宏様（宿茂）
古野　好行様（日之地）
宮岡　秀明様（上立山）
窪田　壽一様（石畳9）
髙橋　正法様（柿原）

平石　行子様（柿原）
河内　和浩様（下宿間）
北岡　　清様（宮原）
堀本美由子様（中通り）
谷岡　健一様（吉野川）
大久保正一様（上田渡峰）

●まちの人口（26年２月１日現在／（　）内は前月比）

・人口　17,780人　（△ 43）　  男性　8,486人（△ 18）
　　　　　　　                             女性　9,294人（△ 25）

・世帯数　　 7,258戸（△ 14）

●母子保健

日 時間 場所 対象
２（木）

午前９時30分
～ 10時30分

五十崎保健センター
乳幼児６（月） 小田保健センター

７（火） 内子保健センター

育児相談

●成人保健

日 受付時間 場所 対象／料金
16（木）

午後１時
～２時

五十崎保健
センター 20歳以上の女性／

料金1,000円
※ 70歳以上（昭和21
　年４月１日以前生ま
　れ）と20歳（平成６
　年４月２日～平成７
　年４月１日生まれ）
　の人は無料

17（金）

20（月）

21（火） 小田保健
センター22（水）

23（木）

内子保健
センター

24（金）

27（月）

28（火）

子宮頸がん検診

日 受付時間 場所 対象

１（水）午後１時
～１時15分

内子
保健センター

24年２・３月
生まれ

３歳児健康診査

日 受付時間 場所 対象

３（金）午後１時
～１時15分

内子
保健センター

25年８・９月
生まれ

１歳６カ月児健康診査
【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

月の健康カレンダー４

「うつ病」～心の声に耳を傾けて～

●自分自身がつらいとき
　うつ病は、ひどく落ち込んだり、楽しさを感じ
られなくなったり、日常生活に支障をきたす病気
です。「夜、眠れない」「朝起きるのがつらい」「や
る気がない」「だるい」という症状は、心の不調
の声かもしれません。２週間以上続く場合は、う
つ病の可能性があります。自分の心の声が聞こえ
てきたら、素直に受け止め、相談できる人に聞い
てもらいましょう。
●身近な人が悩んでいるとき
　つらい症状が出ていても、口に出せなかったり、
頑張り過ぎたり、本人がうつ病に気付きにくいこ
ともあります。もし身近な人に次のような症状が
みられたら、ちょっと声を掛けてみましょう。
▶表情が暗く、元気がない
▶体調の不良を訴えることが増えた
▶人付き合いを避けるようになった　など

　悩みごとは他人に打ち明けにくいもの。あなた
の声掛けが、その人に話すきっかけを与えます。
聞くときは、打ち明けてくれたことに謝意を示し、
抱えてきた苦労をねぎらいましょう。話を聞く人
自身がストレスをため込まないために、無理をせ
ずに周囲の人にも相談してください。
　内子町では、保健師による「こころの相談」を
随時しています。電話でも面接でも大丈夫です。
また専門家による相談日も、９月と３月ごろに予
定しています。気軽にご相談ください。

教室名 場所 対象者 回数

い喜い喜教室 町民会館 おおむね65
歳以上

月２回
はつらつビクス 六日市

自治会館 65歳以上

いきがい
チェアービクス

大瀬自治
センター 65歳以上

トライ＆トライ
教室

小田保健
センター 65歳以上

● 27年度転倒予防運動教室参加者募集

※各教室への参加を希望される人は、３月 31
　日までに地域医療健康増進センターにお申し
　込みください。

▶最近元気がないけど、どう
　かしたの？

▶良かったら話しをしない？

▶無理してない？

▶大丈夫？　ちょっと疲れてい
　るんじゃない？

●気付いたら、声を掛けてみて――


