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西海 B

城辺 A

城辺 B

城辺 C

大敷貞芳作業所、荒樫、魚神山
亀井作業所、油袋漁民センター、
旧川村光男作業所、兵頭郁生さ
ん宅前、旧内海支所、魚神山船
越・平碆・柏崎各集会所

内尾串駐輪場、上大道公民館、
広見・中川各コミュニティセン
ター、一本松・満倉・小山本村・
正木各集会所

武者泊消防車庫前、麦ケ浦バス
停裏、福浦駐在所手前、樽見小
学校跡、大成川・小成川・下久家・
久家各集会所

中泊埋立駐車場、西海支所、西
海保健センター、外泊・内泊・
船越・小浦・弓立・越田各集会
所

城の辺学習館、東海公民館、矢
の町第２・松本・蓮乗寺・敦盛
各集会所

僧都ふれあい交流館、緑基幹
集落センター、三島団地、愛
南町役場、山出・太場・豊田・
長野各集会所、中ノ谷・鼻共
同住宅横

中玉バス停跡、旧深浦漁協冷蔵
庫前、久良ふるさとセンター・
深浦公民館、小屋の浦・古月・
鯆越・脇本各集会所

馬場消防詰所横、和口町営住宅
駐車場、和口第二・馬瀬・深泥・
寺新町各集会所、節崎コミュニ
ティセンター

御荘菊川農村研修センター、御
荘文化センター、平山・長洲・
長崎・貝塚・八幡野各集会所

中浦漁村振興センター、御荘中
学校前、赤水コミュニティセン
ター、長月公民館、猿鳴・左右水・
尻貝・高畑各集会所

新聞・雑誌ダンボール等収集区分詳細

一般内科・救急病院連絡先のご案内

御荘 A

御荘 B

御荘 C

内海

一本松

西海 A

備考

１．診療時間は午前９時から午後４時まで。

２．診療科目は内科系の救急患者とします。

犬・猫の引取り
については、決められた時間
内に、認め印を持って環境衛
生課または各支所まで連れて
来てください。なお、飼い犬・
飼い猫の場合は有料（愛媛県
収入証紙が必要）ですのでご
注意ください。
※9月の引取日は、5日、12日、
19日です。
問合せ

環境衛生課（TEL72-7316）

県立南宇和病院
城辺甲 TEL72-1231

西本病院
御荘平城 TEL73-2121

山の日

p22広報あいなん 2018.8

救急病院県立南宇和病院

当直医（一般内科）県立南宇和病院

新聞・雑誌ダンボール等収集

城辺Ａ（9月の収集は19日）

新聞・雑誌ダンボール等収集

御荘Ｂ（9月の収集は5日）

新聞・雑誌ダンボール等収集

一本松（9月の収集は12日）

育児相談「みるく広場」
●一本松保健センター  9：30～11：00

乳・子宮頸がん検診・骨粗鬆症検診
●深浦公民館  12：30～14：00

乳・子宮頸がん検診・骨粗鬆症検診
●僧都ふれあい交流館
　12：30～14：00

1歳6か月児健診
●城辺保健福祉センター
対象年齢
　H28年11月1日～H29年1月31日生まれ
　（受付時間 12：50～13：20）

特定健診・肺・大腸・前立腺・肝炎検査
●城辺保健福祉センター
　9：30～11：00、13：30～14：30

胃がん検診
●御荘文化センター
　7：00～8：30

乳・子宮頸がん検診・骨粗鬆症検診
●一本松保健センター
　12：30～14：00

消費生活相談員相談日
●本庁2階　9：00～16：00

9月の主な行事予定
  1日（土）

　〃
  6日（木） 
　〃
12日（水）
　〃
13日（木）
20日（木）
22日（土）
27日（木）

13：00～

14：00～21：00
9：00～16：00

10：00～
13：00～15：00
13：00～15：00
9：00～16：00
9：00～16：00

11：45～17：00
9：00～16：00

愛媛マンダリンパイレーツ公式戦 VS
高知ファイティングドッグス[愛南町応援DAY]
八朔相撲大会
消費生活相談員相談日
平成30年第3回愛南町議会定例会初日
行政なんでも相談（城辺・御荘地域）
行政なんでも相談（内海・一本松・西海地域）
消費生活相談員相談日
消費生活相談員相談日
愛-1グランプリ2018
消費生活相談員相談日

南レク城辺球場

緑ふれあい広場土俵
本庁2階
本庁3階議場
城の辺学習館・御荘文化センター
DE・あ・い・21・一本松支所・西海公民館
本庁2階
本庁2階
南レク城辺多目的広場
本庁2階

消費生活相談員相談日
●本庁2階　9：00～16：00

消費生活相談員相談日
●本庁2階　9：00～16：00

おでかけ県立図書館in愛南
●御荘文化センター
　12：30～16：00

消費生活相談員相談日
●本庁2階　9：00～16：00 愛南サッカーフェスティバル

2018 中学生の部
●南レク城辺公園
   10：00～17：00

愛媛スポレク祭2018グラウンド・
ゴルフ競技愛南町予選会
●南レク御荘多目的広場
   7：50～12：00

第14回 愛南町スポーツ
少年大会 相撲競技
●御荘B&G海洋センター相撲場
　9：00～13：00

シュノーケリング体験教室[第１回]
●須ノ川海岸  10：00～16：30



ご家庭の

行事や用事の

メモとしても

ご利用ください。
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救急病院県立南宇和病院

当直医（一般内科）県立南宇和病院

救急病院県立南宇和病院

当直医（一般内科）県立南宇和病院

救急病院県立南宇和病院

当直医（一般内科）県立南宇和病院

救急病院県立南宇和病院

当直医（一般内科）西本病院

犬・猫の引取日
●環境衛生課または各支所
　 8：30～9：30

犬・猫の引取日
●環境衛生課または各支所
　 8：30～9：30

犬・猫の引取日
●環境衛生課または各支所
　 8：30～9：30

犬・猫の引取日
●環境衛生課または各支所
　 8：30～9：30

新聞・雑誌ダンボール等収集

御荘Ｃ（9月の収集は6日）

新聞・雑誌ダンボール等収集

西海Ｂ（9月の収集は18日）

新聞・雑誌ダンボール等収集

城辺Ｃ（9月の収集は25日）

新聞・雑誌ダンボール等収集

内海（9月の収集は11日）

新聞・雑誌ダンボール等収集

西海Ａ（9月の収集は13日）

新聞・雑誌ダンボール等収集

城辺Ｂ（9月の収集は20日）

新聞・雑誌ダンボール等収集

御荘Ａ（9月の収集は4日）

新聞・雑誌ダンボール等収集

御荘Ｃ（9月の収集は6日）

新

育児相談「みなみっ子」
●御荘夢創造館  10：00～11：30

9月5日（水）

乳・子宮頸がん検診・骨粗鬆症検診
●中浦ふれあい交流館
　12：30～14：00

乳・子宮頸がん検診・骨粗鬆症検診
●東海公民館  12：30～14：00

育児相談「うみのこ広場」
●福浦公民館　10：00～11：30

乳・子宮頸がん検診・骨粗鬆症検診
●一本松保健センター
　12：30～14：00

乳・子宮頸がん検診・骨粗鬆症検診
●魚神山老人福祉センター
　9：30～10：30
●家串公民館  13：00～14：00

院

病態栄養相談
●城辺保健福祉センター
　13：30～15：30 ※要事前申込み

育児相談「すくすく相談」
●城辺保健福祉センター
　 9：30～11：00

特定健診・肺・大腸・前立腺・肝炎検査
●城辺保健福祉センター
　9：30～11：00、13：30～14：30

育児相談「げんきっ子」
●内海保健センター  10：00～11：30

9月7日（金）

胃がん検診
●城辺保健福祉センター
　7：00～8：30

乳・子宮頸がん検診・骨粗鬆症検診
●上大道集会所  13：00～14：00

乳・子宮頸がん検診・骨粗鬆症検診
●篠山小学校体育館
　13：00～14：00

犬
●●

新聞新聞 雑誌ダンボ ル等収集 新

新新聞・雑誌ダンボール等収集

城辺Ｂ（9月の収集は20日）

乳 子宮頸がん検診 骨粗鬆症検診
●東海公民館  12：30～14：00

●

乳乳

２０１８年
平成３０年８月暮らしカレンダー

行政なんでも相談
（城辺・御荘地域）

●城の辺学習館、御荘文化センター

行政なんでも相談
（内海・一本松・西海地域）

●DE・あ・い・21、一本松支所、西海公民館
　13：00～15：00

南宇和高校同窓会総会
●ホテルサンパール
　18：30～20：30

海のレジャー体験「シーウォーカー」
運用シーズン　7月14日㈯～9月2日㈰ 毎日運用
●鹿島　●問 愛南町西海観光船　☎0895－82－0280

城辺夏まつり
●城辺商店街 18：00～21：00

久良の能山踊り
●久良真浦 古木庵　8：00～

シーパークふなこし夏祭り
●船越漁港公園周辺
   18：20～20：10

シュノーケリング体験教室[第２回]
●須ノ川海岸  10：00～16：30

愛南サッカーフェスティバル
2018 U-18女子の部
●あけぼのグラウンド
   9：00～17：00

生涯学習講座
「愛南町の戦争遺跡」

●御荘文化センター
   13：30～15：00

ワクワク体験教室
「シーカヤックに挑戦しよう」

●須ノ川海岸　12：30～16：30

第35回 四国西南地区
少年剣道大会
●一本松交流促進センター
   8：30～17：00

南レクジャンボプール
開園期間　6月30日㈯～9月2日㈰ 
●南レクジャンボプール　☎0895－73－0170

愛南サッカーフェスティバル
2018 中学生の部
●南レク城辺公園
   9：00～17：00

御荘夏まつり
●平城商店街ほか  14：30～21：30

はなとりおどり[増田]
●安養寺境内　13：00～

ワクワク体験教室
「石に絵を描いてみよう」

●須ノ川海岸・内海中学校
　9：00～13：00


