
保健・子育て情報

原田爽渚ちゃん

さやな

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！

5月19日㊍、3歳児健康診査をすこやか館で行いました。　
歯科健診で、むし歯がなかった子どもたちです。
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　6月に実施した健康診査を受診されなかった人は、
町内の医療機関で個別に受診できます。生活習慣病の
予防のため、年に一度、特定健康診査を受けましょう。
■受診期間　9月30日㊎まで
■場　所　　町内医療機関
■対象者　　国民健康保険に加入している40歳～74
　　　　　　歳の人
問 福祉保健介護課　国保医療係 ☎78-3139

国民健康保険　特定健康診査を受けましょう！

　ナースアウトとは、英語でNurse「授乳する」、Out「外
で」という意味で、外に出てみんなで集まりおっぱいを
あげようというイベントです。
　授乳に関する講演や親子で楽しめるライブなどを予
定しています。お気軽にご参加ください。
■日　時　8月9日㊋　午前9時30分～午後2時
■場　所　長洲町中央公民館
■対象者　授乳中の人、それを応援する人
※女性限定ですが、お父さんの参加は可能です。
■持参するもの　カップ、箸
■内　容　講演（講師：開業助産師　村上恵理　氏）
　　　　　ナースアウト
　　　　　川原一沙さんライブ
　　　　　昼食
■参加費　500円（前売券）
■託　児　1歳～未就学児　定員20人（無料）
問　 林田 ☎78-0653
　　ホームページアドレス http://cutuecutue.jimdo.com

ナースアウト in 長洲2011

　今年は電力供給不足に備えた節電対策が求められ
ています。これまで以上に熱中症の予防が必要です。
●熱中症予防のポイント
　・野外では帽子や日傘を用いたり、日陰を選んだりし
　 て暑さを避ける。
　・喉が渇く前に、こまめに水分を摂るよう心がける。
　・運動時は、休憩を30分に1回とる。
　・睡眠を十分取る。
●熱中症が疑われるときは
　・風通しが良く涼しい場所で休む。
　・吐き気がなければスポーツ飲料などで水分を補給する。
　・体温が高いときは、濡れタオルを当てて身体を冷やす。
　・改善が見られないときは医療機関を受診する。
問 福祉保健介護課　保健予防係 ☎65-7515

熱中症に備えましょう！
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誕生日 出生児 性別 保護者名 行政区
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（平成23年5月31日受付分まで）
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上田浩雅ちゃん

こうが

平成２２年５月６日　大明神
パパ 慎太郎さん　ママ 実甫さん

いつも元気いっぱいでみんな
を笑わせてくれる浩雅♡
笑顔ではしゃぐ浩雅がパパと
ママは大好きだよ！！

♡パパとママから

Happy Birthday
はじめての

ハッピーバースデー
掲載を希望される人は、写真とコメントを添えて、
まちづくり課までお申込みください。（60文字まで）

問まちづくり課☎78-3239

雨にも負けず！
－よい歯の広場を開催－

赤ちゃんと一緒に癒しの時間を過ごしませんか？

入院費の自己負担が軽減される手続きを知ってますか？

■申

　入院で医療費が高額になった場合、限度額適用・標
準負担額認定証を提示すると、入院費が自己負担限度
額までになります。
●すでに認定証をお持ちの人
　7月末日が有効期限になっていますので、更新申請
　をして交付を受けましょう。
■申請期間　7月25日㊊～（平日のみ）
　　　　　　午前8時30分～午後5時15分
■申請場所　福祉保健介護課
■持ってくるもの　印かん、保険証、現在お持ちの認
　　　　　　　　  定証
●後期高齢者医療保険へ加入している人
　すでに認定証をお持ちの人は、新たに認定証(水色)   
　を郵送しますので、更新の手続きは不要です。該当さ
　れる人でまだお持ちでない人は手続きが必要です。
■持ってくるもの　印かん、後期高齢者保険証
問 福祉保健介護課　国保医療係 ☎78-3139

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

　皆さんがお持ちの保険証は、7月31日までの有効期
限になっています。新しい保険証は、7月中に簡易書留
で郵送しますので、8月1日からは新しい保険証をお使
いください。
問 福祉保健介護課　国保医療係 ☎78-3139

国民健康保険証(70歳～74歳)、
後期高齢者医療被保険証を郵送します

　7～8月は「愛の血液助け合い運動」の期間です。夏
場は長期の休みや暑さにより、献血者が減少することが
心配されています。みんなで献血の輪を広げましょう！
■日　時　7月20日㊌
■場　所　あらおシティーモール
■時　間　午前10時～午前11時30分
　　　　　午後0時45分～午後４時
問 すこやか館　 ☎65-7515

400ml献血にご協力をお願いします！

■日　時　７月：午後１時30分（約２時間以内）
11日㊊、 13日㊌、 20日㊌、 25日㊊、 27日㊌
８月：午前10時30分(約２時間以内)
1日㊊、 3日㊌、 8日㊊、 10日㊌、 15日㊊、 17日㊌、
22日㊊、 24日㊌、 29日㊊※、 31日(水)※　
※は午後1時30分から
■申請期間　7月8日㊎
■費　用　　300円(温水プール使用料)
問 　保健センターすこやか館 ☎65-7515

水中運動教室（７月、８月）　参加者募集！！

　よい歯の広場を6月11日㊏、ながす未来館で開催
しました。
　同日は大雨だったにも関わらず、子どもからお年
寄りまで、200人を越える人たちが参加しました。
　会場内では、無料の歯科健診・相談をはじめ、フ
ッ素塗布、ブラッシング指導、栄養指導、子どもに
人気のおもちゃの当たるくじ引きなどが実施され、
会場は大変盛り上がりました。

■申



7月の行事
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◎子育て支援センターで行われるもの

◎子育て支援センターで行われるもの

◎中央公民館　視聴覚室で行われるもの

◎松原海岸（玉名市岱明町）で行われるもの

荒玉地域
子育て
サークル

あはは
お話し会、ミニクッキングや親子体操など
毎月さまざまな内容で行っています。
平尾 ☎090-2397-0358 
 ホームページアドレス http://ahaha-smile.jugem.jp/

■問

母乳育児cutue・cutue(クチュクチュ)
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！
大野 ☎090-7926-7376
 ホームページアドレス http://cutuecutue.jimdo.com/

■問

育児サークル『てんとうむしくらぶ』

にこにこサロン「七夕」
■日　時 ７月７日㊍

にこにこサロン「水遊び」
■日　時 ８月４日㊍

トランポリンではねてみよう
■日　時
■持ってくるもの

７月21日㊍
　　　くつ下

※月会費：100円　※時間：午前10時30分～11時45分
※０歳の赤ちゃんから未就園児の親子など、どなたでも
　気軽に遊びに来てください。

■・■　子育て支援センター（☎○4100）78申 問

長洲幼稚園『なかよし保育』
第４回　なかよし保育
■内　容

■日　時

■場　所

■持ってくるもの

たのしいおはなし（ノンタンの会）

７月１２日㊋　午前10時30分～正午

　　　　　　　（受付：午前10時～）

長洲幼稚園

　　　　水筒

※託児が必要な人は申し出てください。

※現地集合、現地解散となります。

※事前に案内文を送付します。

■・■　長洲幼稚園（☎○4680）78申 問

にこにこサロン「七夕」

子育て支援センター

■日　時

■対象者

７月７日㊍　午前10時30分～

未就学児親子

骨盤体操　※事前申し込みが必要です

■日　時

■対象者

■持ってくるもの

７月11日㊊　午前10時30分～

未就学児親子

　　　　バスタオル１枚、飲みもの

抱っこ法講演会　※事前申し込みが必要です

■日　時

■対象者

７月15日㊎　午前10時～正午

子育て中の人、子育てに興味のある人

ごきげんタイム（手遊びや折り紙、読み聞かせなど）

■日　時

■対象者

毎週火曜日　午前１１時～

未就学児親子

砂遊び ※事前申し込みが必要です（雨天時：子育て支援センター）
■日　時
■持ってくるものについてはお問い合わせください。

７月28日㊍

◎すこやか館で行われるもの

卵・牛乳を使わないおやつ作り 

■日　時
■材料費
■持ってくるもの

７月14日㊍　午前10時～午後1時30分
300円
        エプロン、三角巾、ふきん、スリッパ、水筒

にこにこサロン「水遊び」

■日　時

■対象者

８月４日㊍　午前10時30分～

未就学児親子

１歳の誕生会
■日　時

■対象者

７月22日㊎　午前11時～

１歳のお誕生日を迎える幼児とその保護者

■・■　子育て支援センター（☎○4100）78申 問

保健センター「すこやか館」
母子健康手帳の交付・ミニ母親学級

■日　時

■持ってくるもの

７月１２日㊋と２６日㊋
午前10時～11時30分
（開始時間10分前までにおいでください）

　　　　筆記用具、電卓、出産の経験が
　　　　ある人は以前の母子健康手帳

２カ月児あかちゃん広場（平成23年５月生）
■日　時 ７月２８日㊍　午前10時30分～正午

日本脳炎予防接種（事前にお申し込みください）

■接種日
■受付時間
■持ってくるもの

７月７日㊍、１９日㊋、２８日㊍
午後１時30分～２時20分
　　　　母子健康手帳

※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。
　都合が悪い人は、指定日以外での交付も可能ですので、前もっ
　てご相談ください。

平成7年6月1日～平成19年4月1日生まれの人は、定期予防
接種ができるようになりました。

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
康手帳の交付をうけましょう。県では、妊娠１１週以内での
届出を勧めています。

■・■　すこやか館（☎○7515）65申 問

 ※事前申し込みが必要です（申込締切：7月11日（月））


