
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／４月６日～５月５日届出分）
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日時：22（水）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：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
※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７

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）八幡浜急患センター 0894（24）1199

 12（日）おおむら小児科（内子町） 0893（44）7117

19（日）守口小児科（八幡浜市） 0894（24）7770

20（月）大洲ななほしクリニック 0893（25）7710

26（日）山下小児科（西予市） 0894（62）6801

●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。

　安永　大輔
　中野絵美理
　城戸　和典
　檜垣　紀子
　児玉　芳樹
　綱田　有希
　神岡　史郎
　善方　利美

●たかさご 体の健康は歯の健康から

――６月４～ 10日は「歯と口の健康週間」――

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

沖野　　進（68）内子18第1
山口　利明（57）内子18第2
福岡　一男（82）内子18第2
今田　宗武（74）内子18第2
宮田　有重（85）和田
中岡　清利（84）路木
井上　幸三（91）本町１
新居　　進（72）下立山
大野　　猛（86）石畳８
祖母井　学（34）上町
金森ナミヱ（88）上村
髙橋　久雄（93）中町

●おくやみ

♣松本　寛
かんだい

大　　　　　内子８

♥仙波　希
のぞみ

望　　　　　内子18第1

♥小林　芽
め い

生　　　　　内子21

♣宮岡丈
じょうじろう

蒔郎　　　　　川中１

♣重藤　　蓮
れん

　　　　　論田２

♥松田　詩
しおん

音　　　　　大久喜

♥和氣　実
みさき

咲　　　　　岡第２

●うぶごえ ―♣男の子 ♥女の子―

大助
純子
博樹
佳江
雅章
絵美
祥生
美和
吉朋
裕美
幸治
沙希
充裕
彩

志賀雄七郎（88）本町
沼井　眞一（76）豊秋町
橋本　律子（84）平野
西宮　博民（76）西沖
植田　幸男（83）柿原
大森アキヨ（97）岡第２
奥嶋金次郎（82）川上
大久保忠志（70）宮原
𠮷井　邦兒（89）水地
山口クニ子（93）小田上
宮岡　政照（80）臼杵上
谷　千代子（88）臼杵中

●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

永田　定義様（内子７）
福岡　正明様（内子18第2）
宮田　英男様（和田）
井上　淳一様（本町１）
新居カズコ様（下立山）

山本　　均様（石畳９）
橋本　二雄様（平野）
西宮　好子様（西沖）
植田　　豊様（柿原）

●まちの人口（27年５月１日現在／（　）内は前月比）

・人口　17,680人　（△ 32）
　　　　　　　男性　8,431人（△ 16）
　　　　　　　女性　9,249人（△ 16）

・世帯数　　 7,265戸（+5） 月の健康カレンダー７

●母子保健

日 受付時間 場所 対象
２（木）

午前９時30分
～ 10時30分

小田保健センター
乳幼児６（月） 五十崎保健センター

８（水） 内子保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 対象

７（火）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

26年10・11月
生まれ

乳児健康診査

【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

対象者／料金
○特定健診
　40 ～ 74歳の国民健康保険加入者／ 1,000円
○後期高齢者健診
　75歳以上の人、65歳以上で一定の障がいのある人／無料
○肝炎ウイルス検診　
　40歳以上で過去に検査していない人／無料
○肺がん検診（結核検診）
　40歳以上の人／ 700円（喀痰800円、70歳以上は無料）
○前立腺がん検診　
　50歳以上の男性／ 1,000円
○胃がん検診　
　40歳以上の人／ 1,200円（70歳以上は無料）

日 場所 時間
１（水）

～２（木）内子保健センター

午前８時30分
　～ 10時30分

３（金） うちこ福祉館
14（火） 森の里研修センター
15（水） 参川地区体育館
16（木） 立石自治会館
17（金） 小田保健センター
28（火）

～ 30（木）五十崎自治センター

31（金） 五十崎凧博物館

●成人保健

特定健診、後期高齢者健診、各種がん検診

●内子町では27年度から、妊婦歯科健康診査・
　歯周疾患検診を始めました

《妊婦歯科健康診査》
　妊娠中は虫歯が増加したり、歯周病が進行し
やすい傾向にあります。また歯周病は早産や低
体重児出産につながる危険があります。安定期
（妊娠5～ 7カ月）になったら町が委託している
歯科医院で検診を受けましょう。（個人負担金
は無料です）

《歯周疾患検診》
　歯の喪失予防、口腔内疾患の早期発見を図
るために実施します。対象の人（27年度内に40
歳、50歳、60歳、70歳になる人）には受診票を
送りますので、町が委託した歯科医院で検診を
受けましょう。（個人負担金は500円です）

●歯を失う最大の原因は「歯周病」
　日本では「歯周病」で歯を失う人が多くなって
います。特に高齢になると、その比率が高くなり
ます。
●歯周病は全身に影響する病気です
　歯周病は口の中だけの病気ではありません。近
年の様々な研究から①歯周病によってかむ機能が
低下すると肥満になりやすい②原因菌である歯周
病菌が血管に入るとインスリンの働きが悪くな
り、糖尿病を悪化させたり、動脈硬化、狭心症な
どにつながる③歯周病菌が唾液に混ざり肺に運ば
れると誤

ご え ん

嚥性肺炎を引き起こす――など、全身の
病気と深い関わりがあることが分かりました。
　生涯を通じて歯や口の中の健康を保つよう心が
け、虫歯や歯周病を予防しましょう。

○大腸がん検診
　40歳以上の人／ 500円（70歳以上および26年度中　
　に40、45、50、55、60歳になった人は無料）

日 受付時間 場所 対象

９（木）午前９時45分
～ 10時

内子保健
センター

27年１・２月
生まれ

離乳食教室

●子宮頸がん検診（医療機関検診）のお知らせ
　子宮頸がん医療機関検診を７～２月に行います。料金
は 1,500 円です。（70 歳以上は無料）新たに検診を希望
される人は、保健センターまでお申し込みください。


