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ナースアウト in 長洲 2012
―日本同時授乳記録更新に挑戦―

「物忘れ相談窓口」を設置しました

食中毒の発生しやすい季節です
ご注意を！

　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　８月８日㊌午前 10 時～正午
■場　所　すこやか館
■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　日本同時授乳記録更新に挑戦
　　　　　母乳育児・おむつなし育児・離乳食につ
　　　　　いての座談会
■託　児　見守り託児

●問・●申　林田（☎ 78-0653）

物忘れ相談窓口では、物忘
れに関することや介護者の
負担軽減に対する相談が気
軽にできます。ぜひご利用
ください。

　生の肉や内臓は、新鮮なものでもＯ 157 などの細
菌による食中毒が発生する危険性があります。お子
さんやお年寄りなど抵抗力が弱い人は、よく加熱し
て食べましょう。
特に、牛のレバーなどの内臓は生で食べないように
しましょう。

●問　有明保健所　衛生環境課（☎ 72-2184）

熱中症に注意しよう
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

　熱中症の発生は、７月～８月がピークになります。
熱中症を正しく理解し、予防に努めましょう。

■熱中症の予防法は「水分補給」と「暑さを避ける」
こと

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
子どもたちです。
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♡パパとママから
幸姫がいてくれるだけで、
みんなが笑顔になれるよ。
これからもたくさん笑って

たくさん遊んで元気に育ってね !!

♡パパとママから
いつもニコニコ笑顔が
素敵な瑞樹くん。
これからも大好きな
一樹お兄ちゃんと

仲良く元気で大きくなってね。

♡パパとママから
生まれが大きかった成琉。

お兄ちゃん大好きでいつも後ろを
ついていってるね。
これからも兄弟仲良く
元気に成長してね !!

♡パパとママから
いつもニコニコ元気な幸輝くん。

これからも、
ご飯をたくさん食べて
すくすく育ってね。

①水分補給・塩分補給
（のどの渇きがなくても
こまめに水分補給を）

③体調に合わせた対策（通
気性の良い吸湿・速乾の
衣服着用、保冷剤、氷など）

②室内環境整備（扇風機、エ
アコンによる温度調整、こま
めな換気、すだれ、打ち水など）

④外出時の注意（日傘や
帽子の着用、日陰の利用、
こまめな休憩など）

事業所名 電話番号
（0968）

有明成仁病院 78-1133
長洲町社会福祉協議会
指定訪問介護事業所 78-5143

ヘルパーステーション瑞 78-7310
訪問看護ステーション　ありあけ 78-7212
熊本県看護協会
訪問看護ステーションながす 78-7788

デイサービス　ハルコスモス 78-1133
長洲町社会福祉協議会
指定通所介護事業所 78-5143

デイサービスセンター　月華苑 69-2018
ライフケア長洲
デイサービスセンター 78-7767

デイサービスセンター　きんぎょ 78-3940
デイサービスセンター　心の花 78-0063
通所介護ながす 78-8588
まごころデイサービス 78-3338
コスモス通所リハビリテーション 78-1133
聖ルカ苑通所リハビリテーション 78-5521
熊本県看護協会
介護支援事業所ながす 78-7788

長洲町社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所 78-5143

せいわ居宅介護支援事業所 69-2654
月華苑居宅介護支援事業所 69-2079
まつおかケアプラン事業所 78-3378
ケアプランセンター瑞 78-7310
グループホームひまわり 21 長洲 78-8880
グリーンライフ　ヴィラ 78-1161
せいわながすの里 78-8022
花しのぶ 78-0636
特別養護老人ホーム　月華苑 69-2018
介護老人保健施設　聖ルカ苑 78-5521
池本医院 78-0524
長洲町地域包括支援センター 78-3114

■物忘れ相談窓口設置場所一覧

●問　長洲町地域包括支援センター（☎ 78-3114）



ベビーマッサージ　※事前申し込みが必要です
■日　時　８月６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

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

7月の行事
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子育て支援センター

にこにこサロン「七夕」

骨盤体操　※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「水遊び」

ふれあい体操　※事前申し込みが必要です

■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
■申し込み　６月18日㊊～

■日　時　７月27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　８月２日㊍午前10時30分～
■対象者　未就学児親子

■日　時　８月３日㊎午前10時30分～
■対象者　未就学児親子、高齢者20組程度
■持ってくるもの　飲みもの・タオル１枚

第３回なかよし保育
■内　容　楽しいおはなし
■日　時　７月10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　７月10日㊋、24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

◎場所はいずれも子育て支援センター

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５月生）
■日　時　７月25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』

Let’s 夏遊び

※月会費：100円　※時間：午前10時30分～11時30分まで
※０歳の赤ちゃんから未就園児の親子など、どなたでも気
　軽にお越しください。

■日　時　７月12日㊍
トランポリン＆絵本の読み聞かせ
■日　時　７月19日㊍

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

新聞紙遊び
■日　時　７月26日㊍

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/

予防接種
＜日本脳炎予防接種＞
日本脳炎予防接種を希望する人は、母子健康手
帳で日本脳炎予防接種の履歴を確認してからす
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㊍
＜二種混合予防接種＞
小学６年生が対象です。対象者には、個別に通
知を発送しています。
■接種日　８月１日㊌、３日㊎、22日㊌※
＜ＭＲ３期＞
中学１年生が対象です。対象者には、個別に通
知を発送しています。
■接種日　８月７日㊋、８日㊌、22日㊌※
※予防接種の受付時間は、午後１時30分～２時
　20分です。
　母子健康手帳と予診票をご持参ください。
※22日㊌は予備日

●問　長洲幼稚園（☎78-4680）

◎場所はいずれも子育て支援センター

おじいちゃん、おばあちゃんと、ふれあいなが
ら体操をして、楽しい時間を過ごしませんか。
おじいちゃん、おばあちゃんご一緒の参加もお
待ちしています。




