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特定健診・がん検診に行こう

●母子保健

日 時間 場所 対象
１（木）

午前９時30分
～ 10時30分

五十崎保健センター
乳幼児７（水） 小田保健センター

８（木） 内子保健センター

育児相談

日 受付時間 場所 対象

13（火）午前９時30分
～ 10時

内子保健
センター

25年11・12月
生まれ

離乳食教室

日 受付時間 場所 対象

２（金）午後１時
～１時15分

内子保健
センター

25年８・９月
生まれ

乳児健康診査

●４月から「がん検診」が始まります
　がんは日本人の死因の１位で、死亡数は年々増
えています。内子町でも24年の死因の１位はが
んで、約５人に１人ががんで亡くなっています。
　早期に発見し治療することで、治せるがんも増
えています。そのため、症状がなくても定期的に
がん検診を受けて、早期発見することが大切で
す。検診を受け、自分の健康を守りましょう。
●６月から「特定健診」が始まります
　日本人の死因の約3割は心筋梗塞や脳卒中など
の生活習慣病といわれます。特定健診は、生活習

【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

❶内子町の主要死因（平成24年）
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月の健康カレンダー5

慣病の前兆となるメタボリックシンドロームに着
目した健診です。
●特定健診にはこんなメリットがあります
▷生活習慣病を早期発見できる
▷特定保健指導対象者になると、専門家の支援
　を受けて生活習慣を改善できる
▷継続して自分の健康状態を確認できる
▷生活習慣病の発症などを防ぐことで、医療費
　を節約できる
年に1回、特定健診を受けて、今の自分の健康
状態と向き合い、改善しましょう

●助成対象　町内に住所があり、次のいずれか
　に該当する人①24歳から40歳（昭和49年４
　月２日から平成２年４月１日生まれの人）
　②妊娠を計画している41歳以上の夫婦　
●対象予防接種　風疹ワクチンおよび麻疹風疹
　混合ワクチン（どちらか１回分）
●対象医療機関　町内の医療機関
●接種料金と個人負担金

●申込方法　希望される人は保健センターへご
　連絡ください。必要な書類を送付します。
【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

種類 接種料金 町の助成 個人負担金
風疹 6,000円 3,000円 3,000円

麻疹風疹 9,400円 5,000円 4,400円

大人の風疹予防接種費用の助成について

（％）

40歳代 全体50歳代 60歳代 70歳代

（％）

40歳代 全体50歳代 60歳代 70歳代
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15.2
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3.0
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❷メタボリックシンドローム出現率（平成25年）
　　　メタボ該当　　　　予備群

［男性］

［女性］
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日時：13（火）・20（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。予約の際に基礎年金番号を
　お知らせください。
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：13（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：13（火）の午前９時30分～正午
場所：内子分庁
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５

　向井　英二
　上田　早紀
　西村　和明
　宮岡　紀代

●たかさご

時間：13（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

♣植田　健
けんた

太　　　　　内子18第１

♣平野　介
かいせい

彗　　　　　西沖

●うぶごえ ―♣男の子 ♥女の子―

圭一
由加
英治
このみ

幸田　一郎（93）内子８
泉　　正数（63）内子13
稲積一二三（67）内子19第１
牧　　順子（88）内子21
松岡　　緑（62）内子22
横内　秀義（67）護国
梶野　幸子（79）本町３
中塚アヤコ（75）江子
佐伯フジコ（96）立川中央
松岡正太郎（98）立川中央
晃宗　若子（62）下立山
長田　正幸（91）下立山
近井　孝一（87）論田２
篠﨑サガミ（82）論田３

●おくやみ

谷　　倫將（90）論田３
西本　　宏（58）石畳８
志賀千代子（85）本町
久保　喜一（96）八代
京中トモヱ（93）東沖
上田アヤ子（100）天地
東田　正生（92）岡第２
亀田　ハナ（84）宮原
石山　　延（80）宮原
砂野ヤスヨ（82）森
西岡　　博（87）立石
村上　　正（83）立石
山本カズ子（87）小田下
北岡ウメ子（100）吉野川

●まごころ銀行　
　次の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
新上　俊文様（内子21）
松岡　　朗様（内子22）
伊庭　　忠様（護国）
晃宗　茂勝様（護国）
梶野　俊弘様（本町3）
山本　哲昭様（川登）
入山　敏國様（上立山）
本田　政盛様（下立山）
谷　　貞幸様（論田3）
志賀雄七郎様（本町）
森岡　　勉様（大久喜）

谷口　艶子様（平野）
東田　和孝様（岡第2）
久保　隆義様（駄場）
吉岡　幹夫様（下宿間）
岩本ナヲヱ様（中通り）
冨岡　勝寿様（日野）
北岡　幸雄様（吉野川）
藤原　晴夫様（吉野川）

○一般寄付
愛媛南部ヤクルト販売㈱

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

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

４（日）大洲ななほしクリニック 0893（25）7710
５（月）山下小児科（西予市） 0894（62）6801

 ６（火）ごとう小児科（大洲市） 0893（23）0510
11（日）八幡浜急患センター 0894（24）1199
18（日）さわい小児科医院（大洲市） 0893（24）7530
25（日）ごうお小児科医院（大洲市） 0893（24）3936

●小児在宅当番医

※変更になる場合がありますので、役場までご確認ください。

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

●まちの人口（26年３月１日現在／（　）内は前月比）

◦人口　17,987人 （△ 29）

◦世帯数　7,280戸（△６）

男性 8,568人（△７）
女性 9,419人（△ 22）
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