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正しい飲み方を知って、お酒と楽しく付き合おう

　健康的な生活を送りながら、お酒を楽しむため
には「正しいお酒の飲み方」と「適度な飲酒量」
を身につけ、実践することが大切です。
●一日の適度な飲酒量
　適度な飲酒は、1 日の平均純アルコール摂取
量が 20㌘程度です。純アルコール 20㌘の目安は
「ビールなら中瓶１本（500ml）、ウイスキーなら
ダブル 1 杯（60ml）、日本酒なら１合（180ml）」
です。一般的に女性はアルコールの分解が遅く、
臓器障害をおこしやすいので、この目安の２分の
１から３分の２程度が適量です。
●正しいお酒の飲み方
　（公社）アルコール健康医学協会が、正しいお酒の

飲み方とマナーを「適正飲酒の 10 か条」として
標語にまとめているので、ご紹介します。

●母子保健～すくすく子育て～

日 受付時間 場所 対象

10（金）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

28年 12月、29年
１月生まれ

１歳６カ月児健康診査

日 受付時間 場所 対象

８（水）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

27年６月・ ７月
生まれ

３歳児健康診査

日 受付時間 場所 対象

１（水）午前９時30分
～ 11時 五十崎保健センター

乳幼児２（木）午前９時30分
～ 10時30分 小田保健センター

６（月）午前９時30分
～ 11時 内子保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 対象

17（金）午前９時30分
～ 10時

内子保健
センター

29年６月・ ７月
生まれ

１歳Ｃｏｍｅかむ教室（虫歯予防教室）

月の健康カレンダー8
●成人保健

乳がん検診（マンモグラフィー）

◎申し込みがまだで、健診を希望する人は地域医療・
　健康増進センターまでご連絡ください。

◎事前に電話予約が必要です。

日 受付時間 場所

19（日）午前８時30分～ 11時 内子東自治センター

日 受付時間 場所
２（木）
３（金）
６（月）

午前９時～ 11時30分
午後１時～ ３時30分 五十崎保健センター

７（火）午前９時～ 11時30分
20（月）
21（火）

午前９時～ 11時30分
午後１時～３時30分 小田保健センター

22（水）午前９時～ 11時30分

23（木）
24（金）
27（月）
28（火）
29（水）

午前９時～ 11時30分
午後１時～３時30分 内子保健センター

【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 受付時間 場所 対象

22（水）午前９時
～正午

内子保健
センター

食生活が気にな
る人

個別栄養相談（管理栄養士が個別に相談を受けます）

特定健診、肺レントゲン、腹部超音波検診、肝炎
検診、がん検診（胃がん・大腸がん・前立腺がん）

――　適正飲酒の 10か条　――
１．談笑し 楽しく飲むのが基本です
２．食べながら 適量範囲でゆっくりと
３．強い酒 薄めて飲むのがオススメです
４．つくろうよ 週に二日は休肝日
５．やめようよ きりなく長い飲み続け
６．許さない 他人への無理強い・イッキ飲み
７．アルコール 薬と一緒は危険です
８．飲まないで 妊娠中と授乳期は
９．飲酒後の運動・入浴 要注意
10．肝臓など 定期検査を忘れずに



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：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／５月６日～６月５日届出分）
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日時：９（木）・23（木）の午前10時～午後３時30分
場所：内子自治センター　※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

●年金１日相談

日時：７（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：７（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です。前日までに電話でお申
　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8

日 医院名 電話番号
５（日）守口小児科（八幡浜市） 0894（24）7770

11（土）大洲ななほしクリニック 0893（25）7710

12（日）八幡浜一次救急休日・夜間診療所 0894（24）1199

19（日）山下小児科（西予市） 0894（62）6801

26（日）ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510

●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。

濵井　　勉（84）内子５

森本サヨ子（67）内子11

西山　高貴（69）内子12

髙橋　忠雄（80）内子16

重岡　幸明（87）内子21

福本　朋子（44）内子21

宮岡　栄一（60）宿茂

●おくやみ

♣大本　稜
りょうま

真　　　　　内子17

♣松森　陽
はるき

気　　　　　内子18第1

♥森田　彩
い ろ は

絆　　　　　内子19第1

♥内海　瑛
え ま

万　　　　　内子19第2

♥緒方　　菖
しょう

　　　　　内子21

♥沖野　媛
ひ め か

香　　　　　上町

♥藤田　琴
こ と は

華　　　　　上町

♣小野　蒼
あ お と

和　　　　　西沖

♣山本　蒼
そ う や

也　　　　　宮原

●うぶごえ ―♣男の子 ♥女の子―

貴史
彩華
大亮
ひろか
将慶
梨緒
崇晴
歩
佑次
映里
正二
祐希
直土
麻美
優樹
詩織
康平
絵梨子

井上　光江（90）本町１

福岡要三郎（90）鵜川
辰本　正俊（77）立川中央
沼井　久子（89）平野
宮内ウメカ（94）駄場
𠮷川𠮷𠮷𠮷（87）上川西
横田政一郎（62）小田下

●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

福本　智之様（内子21）
井上　淳一様（本町1）

井上　隆一様（本村）
上中　　昭様（吉野川）

　谷本　正𠮷
　山崎　綾子

●たかさご

診療科目 診療時間

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

●大洲喜多休日夜間急患センター    ☎0893（23）1156

※当センターの診療は応急措置のみです。休日や夜間に急に　
　具合が悪くなった、中学生以上の人が診察できます。

・人口　
　16,758人（△７）
　男性　8,013人
　　　　（△７）
　女性　8,745人
　　　　（±０）

・世帯数　　 
　7,169戸（+２）

●まちの人口
　30年６月１日現在

　（　）内は前月比




