
人のうごき

曜日 病院名 電話番号
月・火 市立大洲病院 0893（24）2151

水 日中：加戸病院 0893（44）5500
夜間：喜多医師会病院 0893（25）0535

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 大洲中央病院 0893（24）4551

日
日中：大洲中央病院 0893（24）4551
夜間：市立八幡浜総合病院 0894（22）3211

●救急病院

（敬称略／ 10月６日～ 11月５日届出分）
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日時：14（木）・28（木）の午前10時～午後３時30分
場所：内子自治センター　※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：12（火）の午前９時30分～正午
場所：町民会館／内子分庁／小田自治センター
問い合わせ：総務課　☎0893（44）6150

●行政相談

日時：12（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1

日 医院名 電話番号
１（金）山下小児科（西予市） 0894（62）6801

２（土）ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510

３（日）八幡浜一次救急休日・夜間診療所 0894（24）1199

10（日）ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936

11（月）みかんこどもクリニック（八幡浜市） 0894（20）8800

17（日）おおくぼこどもクリニック（大洲市）0893（57）9366

24（日）ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510

31（日）八幡浜一次救急休日・夜間診療所 0894（24）1199

●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。

診療科目 診療時間

内科
○昼間：午前９時～午後６時（日曜・祝日）
○夜間：午後８時～ 11時（平日、土・日曜日）

●大洲喜多休日夜間急患センター    ☎0893（23）1156

※ 12月30日（水）～１月２日（土）は午前９時～午後６時
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宮岡　久美（53）内子10

山本　俊一（91）内子13

藤岡　 子（86）松尾
井上　　寅（97）護国
小泉シヅ子（96）本町１

福井　成清（88）熊ノ滝
馬場　　文（97）喜田村
森岡　恭子（86）立川中央
篠﨑キミコ（101）論田３

●おくやみ

岡本喜代野（101）石畳９

吉田　岩雄（80）中野
曽根　　勉（86）平野
松岡　照夫（87）柿原
永見　髙好（89）上重松
田中　用子（63）恩地
奥谷吟太郎（93）吉野川
神岡　一子（86）吉野川

●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

正岡日出男様（内子２）
篠田イツ子様（村前）
山崎　　弘様（本町１）
吉田　信子様（中野）
一木　正数様（立川中央）

森岡　光男様（立川中央）
岡本　喜義様（石畳９）
片倉　健充様（中町）
坪田　　功様（本町）

曽根　英俊様（平野）
德田　孝子様（下宿間）
竹﨑　孝志様（水元）
奥谷　義一様（吉野川）

・人口　
　16,095人（△ 23）
　男性 7,737人（△ 13）
    女性 8,358人（△ 10）

・世帯数　　
　 7,108戸（△７）

●まちの人口
　２年 11月１日現在

　（　）内は前月比

変更
11月号掲載の「12月の小児在宅当番医」に変更がありました。
詳しくはホームページをご確認ください。

お元気ですか
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今年の冬は特にインフルエンザ対策を
重要なのは予防接種と感染対策

　いまだに収束の兆しが見えない新型コロナウイ
ルス感染症（以下、コロナ）ですが、今年の冬は
インフルエンザとの同時流行が心配されています。
●インフルエンザの予防接種を受けましょう
　インフルエンザとコロナは症状が似ていて、区
別がつきにくいです。インフルエンザも高齢者や
乳幼児、持病がある人などがかかると重症化する
恐れがあります。予防接種により、ある程度は発
症や重症化を防ぐことが可能なので、積極的に受
けましょう。
●日々の予防が大切
　予防接種を受けても、発症を必ず防げるわけで
はありません。うがいや手洗いなどの予防が大切
です。インフルエンザもコロナも予防の方法は同
じなので、次のことを実践して、感染予防を心掛
けましょう。
《感染予防のためのポイント》
▷３密を避ける……学校や職場など大人数が集ま
　る所は、定期的に換気をしましょう。対角線上
　にある窓を２カ所開けると、室内の空気が流れ
　やすくなります。
▷マスクをする……人にうつさないだけでなく、
　�ウイルスが付いた手で口や鼻に直接触れること
を防ぎます。

▷小まめに手を洗う……せっけんで 10 秒もみ洗
　いした後、流水で 15 秒すすぐことで、ウイル
　スをかなり洗い流すことができます。食事の前
　など、小まめな手洗いを忘れず、帰宅したとき
　には顔も洗いましょう。
▷規則正しい生活を心掛ける……バランスの良い
　食事や適度な運動、十分な睡眠を心掛けて、体
　の抵抗力を高めましょう。
●受診の前にまずは電話で相談を
　発熱などの風邪の症状が出たら、まずは電話で
かかりつけ医などの病院に相談してください。相
談する病院を迷う場合は、受診相談センターへ連
絡すると、最寄りの医療機関を紹介してくれます。
〇受診相談センター
☎０８９（９０９）３４８３

月の健康カレンダー１
●母子保健

日 受付時間 場所 対象

13（水）午前９時45分
～ 10時

内子保健
センター

令和２年７月・
８月生まれ

離乳食教室

日 受付時間 場所 対象

19（火）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

令和２年４月・
５月生まれ

乳児健康診査

【問い合わせ】
内子町保健センター
☎０８９３（４４）６１５５

日 受付時間 場所 対象

７（木）午前９時30分
～ 10時30分 小田自治センター

乳幼児８（金）
午前９時30分
～ 11時

五十崎保健センター

14（木） 内子保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 対象

28（木）午前９時30分
～ 10時

内子保健
センター

平成 30年 10月・
11月生まれ

２歳Ｃｏｍｅかむ教室（むし歯予防教室）

　コロナ感染者に対する差別や偏見は、発熱者な
どの相談や受診をためらわせます。感染拡大や重
症化につながる危険性があるので、安心して医療
機関を受診できるように、地域や家庭、職場での
雰囲気づくりが大切です。思いやりのある、暮ら
しやすい内子町をみんなで目指しましょう。

やさしい気持ちでみんなで乗り越えよう


