
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／３月６日～４月５日届出分）
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日時：10（水）・23（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・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：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：９（火）の午前９時30分～正午
場所：内子分庁
※心配ごと相談は、予約制となりました。前日までに
　電話で申し込みください。
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６

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
  ７（日）八幡浜急患センター 0894（24）1199

 14（日）ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936

21（日）みかんこどもクリニック（八幡浜市） 0894（20）8800

28（日）亀井小児科（大洲市） 0893（24）3757

●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。

　山田　正樹
　宇都宮奈唯
　山下　　徹
　德田美知恵
　上森　洋佑
　磯﨑三代美

●たかさご

時間：１（月）の午前９時30分～正午
場所：内子町林業センター
問い合わせ：住民課　☎0893（44）6152

●人権相談

前田　精子（88）内子１
旭　　良明（67）内子２
藤﨑　晶榮（85）内子４
信髙　亦衞（89）内子７
永田シカヱ（90）内子７
池田　勇子（94）内子11
大野　勇生（105）内子18第2
玉岡　弘子（67）岡第１

●おくやみ

河内　定義（87）本町２
井上　繁雄（96）大久保
西山　稔男（61）立川中央
山本　絹惠（86）石畳９
佐倉アサコ（94）黒内坊
山岡　利勝（87）柿原
久保　勝俊（77）谷
東　ハルヱ（99）祝谷

●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

藤﨑　　淳様（内子４）
池田　光隆様（内子11）
住田カズ子様（内子12）
山崎　浩二様（内子13）
河内　美子様（本町２）
西山眞佐子様（立川中央）
上野　泰子様（小田下）

●まちの人口（27年４月１日現在／（　）内は前月比）

・人口　17,712人（△ 41）   　  男性　8,447人（△ 17）
　　　　　　　　　　　　　　女性　9,265人（△ 24）

・世帯数　 7,260戸（+ ４）

●母子保健

日 時間 場所 対象
１（月）

午前９時30分
～ 10時30分

五十崎保健センター
乳幼児２（火） 内子保健センター

４（木） 小田保健センター

育児相談

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

24年４・５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

25 年 10・11 
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

日 時間 場所

16（火）午前９時～ 10時 論田自治会館
午後１時～  ２時 立川自治会館

17（水）午前９時～ 10時 和田自治会館
午後１時～  ２時 川登自治会館

18（木）午前９時～ 10時 河内自治会館
午後１時～  ２時 石畳自治会館

19（金）午前８時30分～ 10時 立川小学校
午後１時～  ２時 長田自治会館

22（月）午前９時～ 10時 御祓自治会館
午後１時～  ２時 池田自治会館

23（火）午前８時30分～ 10時30分 大瀬中学校

24（水）午前９時～ 10時 村前自治会館
午後１時～  ２時 程内自治会館

29（月）午前８時30分～ 10時30分 内子保健センター30（火）

特定健診・後期高齢者健診・大腸がん検診・肝炎
ウイルス検診・肺がん（結核）検診・前立腺がん検診

●成人保健

日 時間 場所
19（金）午前８時30分～ 10時 立川小学校
23（火）午前８時30分～ 10時30分 大瀬中学校
29 （月）午前８時30分～ 10時30分 内子保健センター30（火）

胃がん検診

対象者／料金
40歳以上の人／ 1,200円（70歳以上無料）

日 受付時間 場所 対象

25（木）午前９時30分
～ 10時

内子
保健センター

26年４・５月
生まれ

１歳Ｃ
か む

ｏｍｅかむ教室（むし歯予防教室）

月の健康カレンダー６

　タバコは肺がんや心疾患をはじめ、さまざまな
病気の危険度を高めます。妊婦の場合、喫煙や受
動喫煙が胎児に悪影響を及ぼすことから大きな問
題とされています。

《胎児がタバコの影響を受けると……》
　妊婦が喫煙することで、赤ちゃんは低出生体重
児、流産・早産、死産などの危険にさらされます。
また妊婦が受動喫煙の被害を受けることで、喫煙
と同様の危険や肢体の不自由な子どもになる危険
が高まります。

《乳幼児が受けるタバコの悪影響》
　妊婦が喫煙すると、母乳に血液中の約３倍もの
ニコチンが含まれ、授乳中の赤ちゃんはニコチン
中毒になります。乳幼児が受動喫煙の被害を受け
ると乳幼児突然死症候群や喘息、中耳炎などの病
気の危険が高まります。

《禁煙のメリット》
　①自分が健康になる②家族の健康を害さない③
呼吸が楽になる④ニコチン切れによるイライラが
なくなる⑤肩こりが改善する⑥お金に余裕ができ
る⑦食事がおいしくなる⑧スタミナがつく⑨肌が
若返る⑩口臭が改善する――などの多くのメリッ
トがあります。

《禁煙しましょう》
　タバコは自分だけでなく、周囲の人々にも悪影
響を及ぼします。分煙で受動喫煙をなくす場合、
自宅の周囲を完全禁煙にしなければ意味がありま
せん。自分と大切な家族の健康を守るためにも禁
煙しましょう。禁煙外来や市販の禁煙補助薬（ニ
コチンガム、ニコチンパッチなど）の活用が、禁煙
には有効です。自力で禁煙する場合と比べて３～
４倍禁煙に成功しやすいことが分かっています。
ただし女性の場合、妊娠中や授乳中はこれらの薬
剤が利用できません。女性の喫煙は不妊の原因に
もなるため、妊娠前から禁煙に挑戦しましょう。

５月31日は「世界禁煙デー」
World No-Tobacco Day

※特定健診などの対象者と料金については、広報４月
　号「平成27年度検診カレンダー」をご覧ください。
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