ん

掲

示

板
■県立南宇和病院から

専門的な医療をより早く患者様に提供します

9件

な

合計

い

3件

あ

〜防災ヘリコプターによる救急搬送への取組〜

25

■あいなん小児医療を守る会から

1月

２年間を振り返って

2件

関心のある方︑一緒に活動しま
せんか︒
今後とも﹁守る会﹂をよろし
くお願いします︒
﹁あ り が と う ポ ス ト ﹂ を 設 置
して３か月が経ちました︒メッ
セージを書いてくださった皆さ
ん︑もうすぐ私たちが皆さんの
思いを先生方︑看護師さんにお
届けしますので︑待っていてく
ださい！また︑２月中旬には鬼
北町の﹁医療を守る市民団体﹂
の視察に行ってきました︒今後
の守る会の活動の参考になる
有意義なものでした︒後日この
コーナーで詳しい内容をご紹介
したいと思っています︒

病院に隣
接する僧都
川河川敷を
臨 時 ヘ リ
ポートとし
て活用でき
る強みを生
かし︑屋上
ヘリポート
を備えた市立宇和島病院や県
立 中 央 病 院︵ 所 要 時 間 約 分 ︶
へ搬送することができるよう
になります︒
当院では︑今後とも救急医
療体制の充実に努め︑良質な
医療を患者様に提供するとと
もに︑地域の基幹病院として
愛南町の医療を守ってまいり
ます︒

12月

問合せ

南宇和病院では︑救急医療
体制の充実と良質な医療を迅
速に患者さんに提供するた
め︑平成 年５月︑屋上ヘリ
ポートを整備した新県立中央
病院の始動に合わせ︑防災ヘ
リコプターによる患者搬送に
積極的に取り組んでいます︒
現在︑愛媛県消防防災航空
隊が愛南町消防本部の要請に
基づき︑県立中央病院救命救
急センターの協力も得て︑長
距離搬送に伴う病状への負担
を軽減し︑迅速に搬送する体
制を整えています︒今後︑地
理的不利な条件にある愛南町
でも︑質の高い適切な医療を
受けることができるようにな
ります︒

1件

県立南宇和病院
７２ １
︱ ２３１

11月

あいなん小児医療を守る会
７３ ２
︱ ２８８

問合せ

2件

ainan.mamoru@gmail.com

０８９５ ２
︱ ３ ５
︱ ４３１

8月

30

1件

会長の砂田です︒２年の任期
を終え︑このたび会長を退くこ
とになりました︒今まで本当に
ありがとうございました︒会が
発足して２年︒たくさんの方々
と出会い︑一緒に活動できたこ
とは私の人生の宝物になりまし
た︒町の広報誌や新聞︑ＣＡＴ
Ｖなどで会の活動を取り上げて
いただき︑町民の皆さんからの
励ましの
声が私た
ちのやり
がいでも
ありまし
た︒今後
も︑会の
一員として活動を続けていきま
す︒小児にかかわらず︑医療に
自衛隊から

自衛隊宇和島地域事務所

防災ヘリによる
搬送件数
（平成25年度）

℡

応募締切 ４月２日︵水︶
応募締切 ４月 日︵金︶

予備自衛官補等を募集します

①予備自衛官補
②自衛隊幹部候補生

25

※①と②で︑
応募資格や試験日等が異なります︒
詳しくはお問い合わせください︒
問合せ

℡

7月

℡

お知らせ
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広報あいなん

10

11

℡

15

14

愛南町の皆様へ

元国保一本松病院附属内海診療所長

みき お

篠原 幹男

美しい景色のもと︑おいし
いものを食べ︑親切にしてい
ただき︑楽しく仕事させてい
ただいたこと︑忘れません︒
愛南町の皆様︑どうかお元
気にお過ごしください︒お幸
せをお祈りしています︒あり
がとうございました︒
平成 年２月９日

お知らせ
今月の﹁あいなん音故知
新﹂は誌面の都合により︑お
休みします︒

篠原幹男先生は︑医師不足
に悩む愛南町のために静岡市
から本町への赴任を決意して
いただき︑昨年６月１日付け
で国保一本松病院附属内海診
療所長に採用されました︒
短い期間ではありました
が︑愛南町の地域医療を支え
ていただいた篠原先生のご快
復を心からお祈り申し上げま
す︒

26

宇和島税務署から

問合せ

31

お済みですか 確定申告

24

22

確定申告は︑もうお済みですか︒期限を過ぎて申告や納税
をされると︑本税のほかに加算税や延滞税が必要になる場合
がありますのでご注意ください︒
確定申告書用紙などは︑国税庁ホームページ (http://www.
でダウンロードできます︒
nta.go.jp)
また︑同ホームページを利用して簡単に確定申告書を作成
することもできますので︑ぜひご利用ください︒
○申告と納税は期限内に
確定申告による所得税及び復興特別所得税の申告と納税は
３月 日︵月︶までです︒個人事業者の消費税及び地方消費税
の申告と納税は３月 日︵月︶です︒期限内に申告と納税をお
済ませください︒
︻振替納税を利用される場合の振替日︼
所得税及び復興特別所得税 ４月 日︵火︶
消費税及び地方消費税 ４月 日︵木︶
※指定された預貯金口座の残高を確認しておいてください︒
宇和島税務署 ０８９５ ２
︱ ２ ４
︱ ５１１
31

℡

愛南町ボランティア連絡会から

16

〜まちを元気に〜﹁げんき市﹂を開催します

20

昨年６月に着任した診療所
をわずか７か月で︑しかも突
然辞めてしまいました︒町民
の皆様は﹁どうして？﹂と驚
かれたことと思います︒
実は︑今年１月の検査で大
腸がんが見つかりました︒狭
窄が強く︑いつ腸閉塞を起こ
しても不思議ない状況でした
ので︑早く治療を始める必要
がありました︒手術と術後の
長期の化学療法が必要と診断
されたため︑急きょ辞職をお
願いしました︒このため︑関
係する多くの方々に大変なご
迷惑をおかけしてしまい︑本
当に申し訳ありませんでし
た︒また︑町民の皆様には︑
期待に応えられず心からお詫
び申し上げます︒
１月 日に入院して１月
日に手
術を受
け︑現
在順調
に経過
してい
ます︒

広報あいなん

p19

17

日時 ３月 日︵日︶ 時〜 時
︵歩行者天国 時〜 時︶
場所 城辺商店街︑プラザじょうへん
内容 リヤカー市などのバザー︑商店街ワ
ゴンセール︑オープンカフェ︑町のアー
ティスト展︑腕に覚えの素人展 など
問合せ 愛南町ボランティア連絡会
︵プラザじょうへん︶ ７３ ２
︱ ２８８

在職当時の篠原先生

お知らせ
お知らせ

