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健康診査（特定健診・がん検診）を実施します
１．特定健康診査・がん検診（集団健診）
　６月の集団健診を希望した人を対象に健康診査を
実施します。新たに受診を希望する人は、すこやか
館までお申し込みください。（すでに申し込んでい
る人には、５月下旬に健診案内を郵送しています）
■日　　程　６月８日㊎～ 16 日㊏
■受付時間　午前７時 30 分～ 11 時
■場　　所　長洲町中央公民館
■内　　容
健診の種類 費　用 対　象　者

特定健診 1,500 円 40～74歳（国保加入者）
肺がん 400 円 40 歳以上
胃がん 1,500 円

40 歳以上大腸がん 500 円
子宮頸がん 1,100 円

乳がん
2,000 円 40 歳代
1,700 円 50 歳以上

子宮頸がん（任意） 3,900 円 20 歳以上で前年度受診者

乳がん（任意） 3,000 円 30 歳代、または 40 歳
以上で前年度受診者

肝炎ウィルス 600 円 40 歳以上で、過去未検査
骨粗しょう症 1,000 円 40.45.50.55.60.65.70 歳女性
腹部超音波 2,000 円 40 歳以上
前立腺がん 1,600 円 50 歳以上の男性
若年者健診 2,000 円 19 歳～ 39 歳
※国民健康保険以外の医療保険に加入している人は、加入先の医
療保険での特定健診を受診してください。

※肺がん、大腸がん、腹部超音波をすべて受診する場合は、セッ
ト料金（2,500 円）になります。

※混雑を避けるため、健診案内にあらかじめ日程・受付時間を指
定していますが、都合の悪い場合は期間内の変更ができますの
で、必ず事前にすこやか館までご連絡ください。

２．医療機関での特定健康診査（個別健診）
　対象となる人には、５月下旬に健診案内を郵送し
ています。
■日程　６月８日㊎～平成 25 年１月 31 日㊍
■場所　指定医療機関（下記参照）
■内容　特定健診のみ（国民健康保険加入者40歳～74歳）
■費用　1,500 円
■医療機関
医療機関名 電話番号 受付時間 休診日
有明成仁病院 ☎78-1133 午前９時～正午 日
田宮二郎内科 ☎78-2150 午前９時～ 11 時 30 分 土・日
多田隈内科医院 ☎78-3011 午前９時～ 11 時 30 分 土・日
西山クリニック ☎78-7811 午前９時～ 11 時 30 分 日
いまおかクリニック ☎78-3410 午前９時～ 11 時 30 分 日
池本内科医院 ☎78-0527 午前９時～ 11 時 30 分 土・日
淡河黒田医院 ☎78-6517 午前９時～ 11 時 30 分 日
田宮春生堂医院 ☎78-0551 午前９時～ 11 時 30 分 土・日
荒尾市民病院 ☎63-1115 お問い合わせ 土・日
※受付時間や休診日などは変更することがありますので、事前に
お問い合わせ、予約の上、受診してください。

無料でがん検診が受診できます
　次のがん検診で対象年齢に該当する人は、無料で検
診を受けることができますので、この機会に活用くだ
さい。対象となる人には、５月下旬に案内を郵送して
います。
■検診の種類と対象年齢
・子宮頸がん検診　20 歳、25 歳、30 歳、35 歳、40 歳の女性
・乳がん検診　　40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳の女性
・大腸がん検診　40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳の男女
※対象年齢は、平成 24 年４月１日時点の年齢になります。

●問　特定健診に関すること
　　福祉保健介護課　国保医療係（☎ 78-3139）
　　がん検診に関すること
　　すこやか館（☎ 65-7515）

９月から不活化ポリオワクチンが導入されます ナースアウト in 長洲 2012

献血（400ml）にご協力を

　ポリオ（小児まひ、急性灰白髄炎）を予防する
不活化ポリオワクチンの導入に伴い、以下のよう
に接種方法が変わります。
■接種方法
１．皮下接種（注射）になります
２．４回（初回３回、追加１回）の接種が必要です
３．初回接種年齢・・・生後３カ月～ 12 カ月
４．追加接種・・・初回接種終了後６カ月以上の
　　　　　　　　　間隔をおいて
■すでに生ポリオワクチンを接種した人は
　１回目の生ポリオワクチンを接種した人は、２
回目以降は不活化ポリオワクチンを受けることに
なります。（９月以降に３回接種）
　２回接種された人は、不活化ポリオワクチンの
追加接種は不要です。

●問 すこやか館（☎ 65-7515）

　ナースアウトとは、外に出てみんなで集まり赤
ちゃんにおっぱいをあげるイベントです。さまざ
まなイベントも用意していますので、気軽にご参
加ください。
■日時　７月 13 日㊎　午前 10 時～午後２時
■場所　長洲町中央公民館
■対象者　授乳中・育児中の人、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。
■内容　講演、ライブなど

●問・●申　林田（☎ 78-0653）

■日時　６月28日㊍　午前９時30分～11時30分
■場所　長洲町役場（玄関前）
■持ってくるもの　献血カードまたは献血手帳

●問 すこやか館（☎ 65-7515）

Happ y Birt hday
掲載募集中！

はじめての誕生日の記念に、
広報ながすに掲載しませんか。
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

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 11 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
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♡パパとママから
お兄ちゃん大好きな蓮斗くん。

これからも３人仲良く元気に育ってね。

♡パパとママから
お兄ちゃんを大好きな知希くん。

毎日素敵な笑顔でパパもママも幸せだよ。
これからも、もりもり食べて元気に

育ってね。

翔
♡パパとママから

素敵な笑顔の和ちゃん。
いつもみんなを癒してくれてありがとう。
お姉ちゃんと仲良く遊んでたくましく優しい

男の子になってね♡

よい歯のひろば
日　時：６月９日㊏午前 10 時～午後４時
場　所：玉名市保健センター
内　容：無料歯科健診・歯科相談、無料フッ化
　　　　物塗布、歯のみがき方指導
　　　　歯周病チェックや健康・栄養指導、各
　　　　種展示コーナー　など

●問 玉名郡市歯科医師会（☎ 74-5114）

歯周疾患検診
対　　象：平成 24 年度末現在で 40 歳・50 歳の人
　　　　　（対象の人には通知を送付しています。）
実施期間：６月１日㊎～８月 31 日㊎
実施場所：町内５歯科医療機関
負担金　：500 円
　　　　　（詳細は送付された通知をご覧ください。）

●問 すこやか館（☎ 65-7515）



●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

6月の行事
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子育て支援センター

にこにこサロン「親子体操」

ベビーマッサージ　※事前申し込みが必要です

１歳の誕生会

ごきげんタイム（手紙や折り紙、読み聞かせなど）

にこにこサロン「七夕」

骨盤体操　※事前申し込みが必要です

■日　時　６月７日㊍午前10時30分～
■対象者　未就学児親子
■持ってくるもの　タオル１枚、飲みもの

■日　時　６月11日㊊午前10時30分～
■対象者　１歳未満の乳児とその保護者
■持ってくるもの　バスタオル１枚

■日　時　６月22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
※事前に案内文を送付します。

■日　時　毎週火曜日　午前11時
■対象者　未就学児親子

■日　時　７月５日㊍午前10時30分～
■対象者　未就学児親子

■日　時　７月９日㊊午前10時30分～
■対象者　未就学児親子　20組程度
■持ってくるもの　飲みもの
■申込開始日　６月18日㊊～

第２回なかよし保育
■内　容　つくってあそぼう
■日　時　６月12日（火）
　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　６月12日㊋、26日㊋／午前10時～11時30分
※９時50分までにお越しください。
※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。

　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
も可能ですので、事前にご相談ください。

◎場所はいずれもすこやか館

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。

２ヵ月児あかちゃん広場（平成24年４月生）
■日　時　６月27日㊌　午前10時30分～正午

●申・●問すこやか館（☎65-7515）

育児サークル『てんとうむしくらぶ』

歯について知ろう

※月会費：100円　※時間：午前10時30分～11時30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。

■日　時　６月14日㊍
■場　所　子育て支援センター
■持ってくるもの　歯ブラシ

運動遊び
■日　時　６月21日㊍
■場　所　子育て支援センター

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

絵本の読み聞かせ
■日　時　６月28日㊍
■場　所　子育て支援センター

荒玉地域
子育て
サークル

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！
●問 林田 ☎ 090-4475-9525
　　ホームページアドレス http://cutuecutue.jimdo.com/

日本脳炎予防接種
日本脳炎予防接種を希望される人は、母子健康
手帳で日本脳炎予防接種の履歴を確認されてか
ら、すこやか館にお問い合わせください。
■接 種 日　７月５日㊍、11日㊌、24日㊋、26日㊍
　　　　　　８月２日㊍、９日㊍、16日㊍、23日㊍
■受付時間　午後１時30分～２時20分
■持ってくるもの　母子健康手帳

☆お 知 ら せ☆
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。気軽に遊びに来てください。
ご不明な点は、子育て支援センターまでお尋ねください。

●問　長洲幼稚園（☎78-4680）

◎場所はいずれも子育て支援センター


