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掲載募集中！
初めての誕生日の記念に、

Happy Birthday
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掲載を希望する人は、写真と
コメントを添えてまちづくり課まで
お申し込みください（60 文字まで）
問 まちづくり課☎ 78‑3239
●

大角雪菜ちゃん

西尾紀良ちゃん

吉田絢美ちゃん

五十嵐旬亮ちゃん

平成 25 年１月８日 鷲巣
パパ 裕司さん ママ 由美さん

平成 25 年１月 27 日 腹赤
パパ 憲明さん ママ 恵美さん

平成 25 年 2 月 11 日 向野北
パパ 保さん ママ なつみさん

平成 25 年 2 月 2 日 下東
パパ 史紘さん ママ 生水さん

♡パパとママから

♡パパとママから

誕生日おめでとう！
いつもニコニコ笑顔の
わが家のアイドルです♡
最近の特技は投げキッス♡です！

わんぱくで甘えん坊な紀良くん♡
奏良兄ちゃんも悠良兄ちゃんも
紀良くんが大好き♡
３人まとめて大きくなぁ〜れ !!

強い歯で何でも
かめる元気な子 !
これからもむし歯ゼロで過ごしましょう！
１月10日に行われた３歳児健康診査
の歯科健診で、むし歯がなかった子ど
もたちを紹介します。

髙橋

心ちゃん

（向野北）

児島こころちゃん
（宮ノ町）

成澤しおんちゃん
（東荒神）

原田

♡パパとママから

♡パパとママから

１歳のお誕生日おめでとう！
いつもニコニコ笑顔のあみちゃん
がみんな大スキです♡
これからもお姉ちゃんと仲良く元
気に育ってね☆

とっても甘えん坊で笑顔のカワイ
イ旬ちゃん。
お誕生日おめでとう。
優しく、強く育ってね !!

̤ ͛ ́ ̹
誕生日

出生児

性

保護者名

行政区

11.24

大野琥太朗

男

誠

下東

11.25

小林

柑菜

女

英介

建浜

11.25

髙塚

柊志

男

博志

梅田

11.26

島添

梨世

女

輝紀

東荒神

11.26

野田蒼空菜

女

裕樹

大明神

11.30

宮島

湊大

男

健介

大明神

結衣ちゃん

（腹赤）

上野

12. ２

大城

瑠奈

女

翔太朗

古城

12.15

矢野

琴音

女

英雄

今町

12.17

秋冨

俊翔

男

光

宮ノ町

12.20

森永

晴大

男

健史

新山

佳祐くん

（向野）

大坪

凛ちゃん

（出町）

保 健・子 育 て 情 報

広報ながすに掲載しませんか。

（平成 25 年 12 月 31 日受付分まで、敬称略）

子どもをむし歯から守ろう！
町では、年３回むし歯予防のためのフッ化物塗布
を町内保育所・幼稚園で行っています。
町内保育所では、未就園児の受付も行っています
ので、この機
会にぜひご利
用ください。
希望する人
は、各保育所
へお問い合せ
の上、お申し
込みくださ
い。
■対象年齢 １歳〜３歳
■費用
無料
■持ってくるもの 印鑑
■日程
・上沖洲保育所（☎78-1818）
２月６日㊍ 午後1時〜
・長洲保育所 （☎78-2280）
２月７日㊎ 午後１時30分〜
・腹赤保育所 （☎78-0406）
２月19日㊌ 午前9時30分〜
・清里保育所 （☎78-0407）
２月20日㊍ 午後１時〜
・六栄保育所 （☎78-0954）
２月26日㊌ 午前9時30分〜
問
● すこやか館（☎65−7515）

ealth

平成 26 年度 放課後児童クラブ
（学童保育）の入所を受け付けます
■入所対象者 原則小学１〜３年生(※)
※定員には限りがあります。
■開所日 月〜土曜日
■閉所日 日曜日と祝日と８月14日〜16日
12月29日〜翌年の１月３日
■開所時間
小学校の授業日…放課後〜午後７時
土曜日、学校の振替休業日…午前８時〜午後７時
夏・冬・春休み期間…午前７時〜午後７時
■募集人数
長洲小学校放課後児童クラブ
40人
清里小学校放課後児童クラブ
20人
六栄小学校放課後児童クラブ
50人
腹赤小学校放課後児童クラブ
40人
■利用料金 月額4,000円
（ただし、８月のみ5,000円）
■申込方法 子育て支援課に印鑑を持参して、入所手
続きを行ってください。入所申込書など
の書類は子育て支援課で配布します。
■申込期間 ２月17日㊊〜28日㊎
問 子育て支援課（☎78−3126）
●

有明地域糖尿病予防講演会
〜目指せ！熊本糖尿病増加ストップ作戦〜
幸せは健康から延ばそう 健康幸福寿命
■日時 ２月20日㊍ 開場 午前11時30分〜
２月６日㊍までに申し込んだ人の中から30人に抽
選でブルーサークルメニュー（※）の試食が当たり
ます。
(※)1食600kcal、塩分3g未満の審査基準をクリア
したメニュー
■場所 玉名市民会館
■内容
<講演会> 午後1時〜3時10分
講演「糖尿病 正しい知識で予防と治療」
運動体験「毎日・毎日 まいまい運動」の実践
※講演会アンケート回答者の中からブルーサー
クルメニュー提供店の食事券が抽選で当たりま
す。
<体験コーナー> 午前11時30分〜午後１時
血管年齢測定、体組成測定
■参加料 無料
申・●
問 有明保健所保健予防課(☎72−2184)
●

▲ボランティアによる読み聞かせの風景（放課後子ども教室と合
同開催）

里親制度説明会を開催します
里親制度とは、さまざまな理由により家庭で生活
できなくなった子どもを、自分の家庭に迎え入れ、
温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境のもとで
養育する制度です。
説明会は誰でも参加できます。気軽にお越しくだ
さい。
■日時 ２月27日㊍ 午後１時30分
■場所 町中央公民館 研修室
■内容 ＤＶＤ視聴、里親制度説明、質疑応答、
個別相談
問 児童養護施設シオン園（☎62−0428）
●
子育て支援課（☎78−3126）
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２月の行事
長洲町食生活改善推進員協議会

今月の納期

簡単クッキング

−２月分 −
固定資産税４期・国民健康保険税（普通徴収）８期・介護保険料（普通徴収）８期
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）
８期
町営住宅使用料・し尿汲取手数料・上下水道使用料

納付期限・口座振替日

２月28日㊎

※口座振替をご利用の人は、入金の確認をお願いします。
※納期限を過ぎると、督促手数料が加算され、延滞金が発生する場合があります。

休日在宅医
月

日

在

宅

医

☎

２月 ２日㊐

多田隈内科医院（向野）

２月 ９日㊐

古庄胃腸科内科（玉名市岱明町大野下） 57-0013

２月11日㊋

有明成仁病院（鷲巣）

２月16日㊐

福本内科医院（玉名市岱明町鍋） 57-2811

２月23日㊐

田宮二郎内科（東荒神）

78-2150

３月 ２日㊐

淡河・黒田医院（駅通）

78-6517

78-3011

78-1133

※医院の都合で変更することがあります。
（☎73-6000）
でお確かめください。
※診療時間は 午前９時〜午後５時です。
小児科の夜間救急診療は、有明消防本部（☎73-5271）
または
公立玉名中央病院救急センター（☎73-5000）
へお問い合わせください。

小児救急

夜間・休日診療

○月〜土 午後７時〜10時
玉名地域保健医療センター（☎72‑5111）
○日・祝 午前10時〜午後10時
公立玉名中央病院（☎73‑5000）

公共施設電話番号
■役場･･････････････････････････････････････ ☎ 78-3111
（代）
■ふれあいセンター（中央児童館 ･ 子育て支援センター）☎ 78-4100
■中央公民館（生涯学習課）･････････････････････ ☎ 78-0053
■水道課（浄化センター）････････････････････････ ☎ 78-0126
■下水道課（浄化センター）･･････････････････････ ☎ 78-3515
■すこやか館（保健センター）････････････････････ ☎ 65-7515
■総合スポーツセンター･･････････････････････ ☎ 78-4777
■室内温水プール････････････････････････････ ☎ 78-6446
■健康福祉センター･･････････････････････････ ☎ 78-1037
■社会福祉協議会････････････････････････････ ☎ 78-1440
■シルバー人材センター･･････････････････････ ☎ 78-4642
■町民研修センター･･････････････････････････ ☎ 78-5226
■地域福祉センター･･････････････････････････ ☎ 78-2377
■障がい者虐待防止センター･･････････････････ ☎ 78-3811
■地域包括支援センター･･････････････････････ ☎ 78-3114
（有明広域行政事務組合） ☎ 78-4433
■クリーンパークファイブ（清掃施設）
■ながす未来館･･････････････････････････････ ☎ 69-2005
■長洲町図書館･･････････････････････････････ ☎ 69-2060
■地域情報センター･･････････････････････････ ☎ 69-2061
■金魚と鯉の郷広場･･････････････････････････ ☎ 78-3866

編集後記
今年も大盛り上がりだった的ばかい。毎年大人たちがふんどし
一枚で的を取り合う姿は圧巻の一言です。私も 2 年前出場させて
もらいました。的を奪いました。次の日インフルエンザでした。
というわけで今年もカメラで参加させてもらいました。表紙の写
真から少しでも的ばかいの迫力が伝わればと思います▼成人式を
彩る新成人の皆さん。ああ、自分にもこんな時があったんだなと
思ったら、ん？下手したら干支一周するんじゃないか？と疑問に。
新成人を通じて自分の老いを痛感しました（直）

子 育 て 情 報

ネバネバどんぶり
〔材料〕（４人分）
ごはん適量、納豆２パック、山芋150ｇ、オクラ80ｇ、ほ
うれん草100ｇ、わかめ（乾燥）６ｇ、A｛だし大さじ２、
酢小さじ２、しょうゆ小さじ５｝、わさび少々、のり1/2枚
◎１人分の栄養価
※ごはん150ｇの場合
エネルギー379kcal、タンパク質13.2ｇ、脂質4.9ｇ、
塩分1.2ｇ

〔作り方〕
❶山芋は皮をむき３〜４つくらいに切ってポリ袋に入れ、
麺棒などで細かくたたく。オクラはがくを切って塩でも
み、さっとゆでて小口切りにする。ほうれん草はゆでて２
㎝の長さに切り、わかめは水で戻してひと口大に切る。
❷どんぶりにごはんを盛り、❶と納豆を盛り付ける。
❸Ａを混ぜて上からかけ、わさびをのせ、細切りにしたの
りを添える。
手がかゆくなったりして面倒な山芋のすりおろしです
が、袋に入れてたたけば簡単！ぜひお試しください。

（毎月第３金曜日） ※事前申し込みが必要です
■日
■場
■内
■献

時
所
容
立

２月21日㊎ 午前９時30分〜午後１時
すこやか館 調理室
減塩の郷土料理
男性も
つなしの丸寿司、
大歓迎
!!
のっぺ汁、
ピーナツあえ
■持ってくるもの エプロン、三角巾、米半合、
■参加費
■締切日

◎場所はいずれもすこやか館
母子健康手帳の交付・ミニ母親学級
■日 時 ２月12日㊌、25日㊋
午前10時〜11時30分
※ミニ母親学級を行いますので、妊婦さん本人
がお越しください。パートナーも同伴できま
す。
また、当日は筆記用具と電卓、出産の経験の
ある人は上のお子さんの母子健康手帳をご持
参ください。
お勤めなどで都合が悪い場合は、指定日以外
での交付もできます。事前にご相談くださ
い。

１歳の誕生会 ※対象者には、事前に案内文を送付します。
■日 時 ２月28日㊎ 午前10時30分〜
■対象者 １歳の誕生日を迎える幼児とその保護者

妊娠が分かったら、
できるだけ早く妊娠届を提出し、
母子健康手帳の交付を受けましょう。
県では、妊娠11週以内での届け出を勧めています。

３月にこにこサロン「おはなし会・おくる会」
■日 時 ３月６日㊍ 午前10時30分〜
■対象者 未就学児親子

２か月児あかちゃんひろば（平成25年12月生まれ）

☆お知らせ☆
２月19日㊌に子育て支援センターで「おゆずり会」
を実施します。それに伴い、家にある「もう着れな
いなぁ」「誰かにゆずってもいいかなぁ」というお
洋服があれば子育て支援センターまでご持参くださ
い。なお、持参した洋服は返却しませんので、ご了
承ください。
■回収期間 ２月10日㊊
、
■回収対象品 子ども服（130㎝までの洋服）
子ども用品、小物など
※洋服は、夏物・冬物どちらでも可

申・●
問 子育て支援センター
●
（☎78‑4100）

第６回
■内

なかよし広場

容

なかよしクッキング
〜親子で簡単にできるおやつをつくりましょう〜
■日 時 ２月18日㊋午前10時30分〜正午
（受付時間 午前10時〜）
■場 所 長洲幼稚園
■持ってくるもの 水筒・タオル
※保護者は、エプロンをご持参ください。

スリッパ、ふきん２枚、
500円
２月17日㊊

申・●
問 すこやか館
●
（☎65‑7515）

保健センター「すこやか館」

２月にこにこサロン「豆まき」
■日 時 ２月６日㊍ 午前10時30分〜
■対象者 未就学児親子
おゆずり会
■日 時 ２月19日㊌ 午前10時〜正午
■対象者 未就学児親子やその家族、興味のある人
■内 容 おゆずり会では、子ども服130㎝ま
での洋服や小物などがあります。
（夏物も冬物もあります）気に入る
洋服が見つかるかもしれません。
お友達も誘って気軽にご参加ください。

☆遊びに来ませんか☆
子育て支援センターでは、子どもの身長・体重の
測定がいつでもできます。気軽にお越しください。
不明な点は職員までお問い合わせください。

『ながすクッキング教室』を開催します

ealth

子育て支援センター
※場所はいずれも子育て支援センター
ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせ など）
■日 時 毎週火曜日 午前11時〜
■対象者 未就学児親子

（※上下水道使用料については、口座振替日が２月20日㊍となります）

agasu

（９時50分までにお越しください。）

■日

２月26日㊌

午前10時30分〜正午

申・●
問 すこやか館
●
（☎65‑7515）

子育てサークル「でてこんね〜」
２月の活動は、お休みです。
■活動内容紹介
子育てサークル「でてこんね〜」は、子育て
のスキルアップと体と心のリフレッシュの時
間です。手作りをしたり、体操をしたり、疲
れを癒したりする時間にぜひご活用ください。
■今までの活動内容
親子一緒の活動は
・ベビースキンケア ・リトミック
・パステルアート
・カラーセラピー ・ベビーマッサージ など
母親のみの活動
・アロマ ・オムツケーキ ・骨盤体操
・スクラップブッキング
・野菜を使った時短レシピを学べる料理教室
など
■参加者親子の声
・ほとんど毎回参加しています。料理やおやつ
などとても勉強になります。
・思いきって参加して他のママたちの話が聞け
て勉強になるし、気分転換になってよかった
です。

問 長洲幼稚園
●
（☎78‑4680）

荒玉地域
子育て
サークル

時

申・●
問 子育て支援センター
●
（☎78-4100）

母乳育児 cutue-cutue（クチュクチュ）

子育て支援ワーカーズぽっかぽか

ナースアウト、食育講座、料理教室、排泄コミュニケーション
など、子育て情報を発信中！参加者募集中！

たくさんのお母さんがぽっかぽかの笑顔になれるよう
子育て支援をしています。

問 林田 ☎ 090-4475-9525
●

問 岩﨑 ☎ 080-2792-3913
●

ホームページアドレス http://cutuecutue.jimdo.com/

pokkapoka-house@docomo.ne.jp

