
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／６月６日～７月５日届出分）
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日時：13（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：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
※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9

日 医院名 電話番号
２（日）八幡浜一次救急休日・夜間診療所 0894（24）1199

９（日）おおむら小児科（内子町） 0893（44）7117

16（日）みかんこどもクリニック（八幡浜市）0894（20）8800
17（月）亀井小児科（大洲市） 0893（24）3757

23（日）八幡浜一次救急休日・夜間診療所 0894（24）1199

24（月）ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936

30（日）守口小児科（八幡浜市） 0894（24）7770

●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。

日時：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

松岡　和男（85）内子11
米田　　猛（82）内子20
竹本　忠雄（86）内子22
横内　知子（86）宿茂
大野　　勝（89）松尾
髙田　良二（63）乙成
森井　　操（92）立川中央
田中　秀幸（64）下立山

●おくやみ

♣平野　太
たいが

翔　　　　　内子17

♣桝田　怜
れ お

皇　　　　　内子19第1

♣吉見　優
ゆ ら

良　　　　　内子21

♣𡈽井　尊
る お

凰　　　　　松尾

♥明智　凛
りんか

夏　　　　　乙成

●うぶごえ ―♣男の子 ♥女の子―

太郎
架樹
優一朗
ひな
涼
愛紀子
幸二
美麗
洋平
有希

山田　起久（84）石畳７
鷹屋　信子（86）妙見町
河野ツヱ子（94）八代
西岡　一衞（94）東沖
山本ヨシ子（92）上川中
河野喜三郎（87）上川上
東桃　満子（96）立石
向井イソ子（83）立石

●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

武智　幸雄様（内子10）
西山　眞琴様（内子12）
米田　孝幸様（内子20）
重岡　秀行様（内子21）
福岡　弘和様（鵜川）

山田　恭一様（石畳7）
沼井　亀雄様（平野）
児玉　武志様（亀井）
横内　　博様（松山市）

●まちの人口
　（30年７月１日現在／（　）内は前月比）

・人口　16,738人　（△ 20）
　　　　　　　男性　8,001人（△ 12）
　　　　　　　女性　8,737人（△８）
・世帯数　　 7,171戸（＋２）

　加藤　隆明
　二宮　知香
　大久保智貴
　三好　　彩
　五頭　武広
　大野亜都沙

●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。

健康寿命を延ばそう

　健康寿命とは、一生涯のうち健康で自立して暮
らすことができる期間のことです。
28 年の厚生労働省の発表によると、健康寿命は
男性が 72.14 歳、女性が 74.79 歳、平均寿命は男
性が 80.98 歳、女性が 87.14 歳でした。平均寿命
と健康寿命との差が自立した生活が送れない不健
康な期間で、男性は 8.8 年、女性は 12.3 年もあり
ます。この期間を短くするために、がんや生活習
慣病などの健康な生活を妨げる病気にならないこ
とが大切です。未来の健康を守るためにも、若い
うちから次のような事に気をつけましょう。

●健康寿命を伸ばす「７つのポイント」
① 主食・主菜・副菜を揃えたバランスの良い食事
を取り、誰かと一緒に食事する
② 毎日 10分程度のウォーキングなど、適度な運
動を定期的に行い継続する
③自分にあったストレス解消法を見つける
④十分な睡眠をとる
⑤禁煙する
⑥多量飲酒をせず、週1 ～ 2日は休肝日をつくる
⑦年に一回は特定健診・がん検診を受ける
　

月の健康カレンダー9

【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

●母子保健

日 受付時間 場所 対象

5（水）午前９時30分～ 10時30分 小田保健センター

乳幼児６（木）午前９時30分
～ 11時

五十崎保健センター

11（火） 内子保健センター

育児相談

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

29年12月～30年
１月生まれ

乳児健康診査

日 実施時間 場所 対象

13（木）午後６時～７時30分
内子保健
センター 妊婦とその家族

沐
もくよく

浴教室

日 受付時間 場所 対象

13（木）午前９時30分～正午
内子保健
センター 30年４月生まれ

離乳食教室

日 受付時間 場所 対象

21（金）午前９時30分～ 10時
内子保健
センター

28年６月・７月
生まれ

２歳Ｃｏｍｅかむ教室（虫歯予防教室）

日 実施時間 場所 対象

18（火）午前10時～ 11時
内子保健
センター

29年９月～ 30年
４月生まれ

ベビーマッサージ教室 ※事前に電話予約が必要です

●成人保健

※事前に電話予約が必要です。

日 受付時間 場所 対象

20（木）午前９時～正午
五十崎保健
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）

日 受付時間 場所 対象

27（木）

午前９時
～ 11時

五十崎保健
センター 昭和23、28、33、

38、43、48、53年度
生まれの女性
（個人負担500円）

午後１時
～３時

内子保健
センター

28（金）午前10時～ 11時
小田保健
センター

骨粗しょう症検診

日 受付時間 場所

２（日）午前８時30分～11時 五十崎自治センター

特定健診、腹部超音波検診、がん検診（肺がん・
胃がん・大腸がん・前立腺がん）


