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平成25年度　保育所入所児童を募集します健康診査（特定健診・結核検診・がん検診）を実施します

町内保育所４園の民営化が決定しました

　平成 25 年度の保育所の入所児童を募集します。
町外の保育所を希望する人も町での申し込みが必要
です。受付期間中にお申し込みください。

　９月の定例議会で、平成 25 年度より長洲・清里・
腹赤・上沖洲の４園が民営化されることが正式に決
定しました。詳細は、下表の通りです。各保育所の
入所申し込みや保育料徴収はこれまでどおり町で実
施します。

■受付期間
　11 月 26 日㊊～ 12 月７日㊎
　午前８時 30 分～午後５時 15 分（土、日を除く）
　※必要書類などの配布は、11 月 15 日㊍より開始
　　します。ただし、土日、祝日は除きます。
■書類配布、受付場所
　子育て支援課および町内の各保育所
■入所対象
　児童の保護者や同居する親族などが、仕事など何
らかの理由により家庭で児童を保育することができ
ない場合が対象になります。幼児教育を受けさせた
い、集団保育に慣れさせたいなどの理由では入所で
きません。

●特定健康診査・がん検診（集団健診）
　本年度まだ健康診査を受けていない人を対象に、
健康診査を実施します。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。
■日時
　12 月 17 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

●医療機関での特定健康診査（個別健診）
　指定医療機関（下記参照）で特定健診を実施して
います。新たに受診を希望する人は国保医療係まで
お申し込みください。（国民健康保険加入者40～74歳）
※受付時間など、下記と異なる事がありますので事
前に連絡して予約してください。
■期間
　平成 25 年１月 31 日㊍まで
■料金
　1,500 円
■指定医療機関一覧

●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。対象となる人には、５
月下旬に無料クーポンなどを郵送しています。
＜検診の種類と対象年齢＞
○子宮頸がん検診
　20、25、30、35、40 歳の女性
○乳がん検診
　40、45、50、55、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日時点での年齢です。
※クーポン券には有効期限があります。詳しくはが
　ん検診手帳をご確認ください。

■その他
　平成 25 年１月下旬～２月上旬頃に入所判定に伴
う面接を実施する予定です。

　定員を超えて申し込みがあった場合には、家庭状
況などから判断し、「保育の必要性、緊急性」が
高い児童から入所を決定します。

※時間の都合がつかない場合は、事前にご連絡くだ
さい。

　詳しくは必要書類とともに配布する「平成 25 年
度　保育所入所案内」をご覧ください。

●問  子育て支援課（☎ 78-3126）

保育所名 移管する法人 既存の運営施設

長洲保育所 社会福祉法人　　
せるふねっと 21
（理事長　松本　秀藏）

おおくらの森保育園
（玉名市）清里保育所

腹赤保育所 社会福祉法人　　
　有明中央福祉会
（理事長　菅原　秀一）

きくすい保育園
（和水町）

南関こどもの丘保育園
（南関町）上沖洲保育所

健診の種類 料金 対象者 健診の種類 料金 対象者
特定健診
（国保加入者） 1,500 円 40 ～ 74 歳 子宮頸がん（任意） 3,900 円 20 歳以上で前年度受診者

結核検診 無料 65 歳以上
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肺がん 400 円
40 歳以上胃がん 1,500 円 肝炎ウイルス 600 円 40 歳以上で、過去未検査

大腸がん 500 円 骨粗鬆症 1,000 円 40.45.50.55.60.65.70 歳女性
子宮頸がん 1,100 円 20 歳以上 腹部超音波 2,000 円 40 歳以上

乳がん
2,000 円 40 歳代 前立腺がん 1,600 円 50 歳以上男性
1,700 円 50 歳以上 若年者健診 2,000 円 19 ～ 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される場合は、セット料金（2,500 円）となります。

医療機関名 住　　　所 電話番号 受付時間 休診日

有明成仁病院 宮野2775 78-1133 ９：00 ～
正午 日

池本内科医院 長洲1354 78-0527 午前９時～
11 時 30 分 土・日

い ま お か
ク リ ニ ッ ク 宮野1468-1 78-3410 午前９時～

11 時 30 分 日

淡河黒田医院 梅田696-1 78-6517 午前９時～
11 時 30 分 日

多 田 隈
内 科 医 院 宮野187-1 78-3011 午前９時～

11 時 30 分 土・日

田 宮 春 生 堂
医 院 長洲1392 78-0551 午前９時～

11 時 30 分 土・日

田宮二郎内科 長洲2932-3 78-2150 午前９時～
11 時 30 分 土・日

西 山
ク リ ニ ッ ク 清源寺2794-1 78-7811 午前９時～

11 時 30 分 日

荒尾市民病院 荒尾市荒尾2600 63-1115 問い合わせ 土・日

●問  福祉保健介護課

　 特定健診に関すること

　 国保医療係（☎ 78-3139）

　 がん検診に関すること

　 すこやか館（☎ 65-7515）

■各保育所の移管先法人

▲上沖洲保育所

▲清里保育所

▲腹赤保育所

▲長洲保育所



久保　杏
あん

菜
な

ちゃん
（腹赤）
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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！

３歳児健康診査を９月 14 日、
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。

８.30 笹部　玲
れい

榎
か

女 亜衣 大明神

９.10 福田龍
たつ

之
の

助
すけ

男 浩太郎 建浜

９.14 西田　碧
りい

杜
ど

男 智 向野北

９.15 田畑　空
そ

彩
あ

女 嘉之 向野北

９.17 先成　花
か

夏
な

女 真一 古城

９.19 坂本　光
こう

輝
き

男 和章 向野

（平成 24 年９月 30 日受け付け分まで）

前村　綾
あや

乃
の

ちゃん
（東荒神）

町井　里
り

穂
ほ

ちゃん
（上沖洲）

江良　優
ゆう

香
か

ちゃん
（向野北）

大﨑　祐
ゆう

真
ま

くん
（出町）

大仁田　誠
せい

一
いち

郎
ろう

くん
（向野）

藤田　颯
そう

志
し

くん
（上沖洲）

馬渕瑞
みず

帆
ほ
ちゃん 仕明洸

ひろ

人
と
くん 永原琉

り

空
く

斗
と
くん

♡パパとママから
我が家の好奇心旺盛なみずほちゃん。

みんないつもハラハラ、
ドキドキの毎日です。

お姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。
大好きだよ♡

♡ママから
洸人、1歳の誕生日おめでとう♡

毎日笑顔いっぱいの洸人が大好きだよ。
これからもすくすく元気に

育ってね♡

♡パパとママから
りっくん誕生日おめでとう！
元気に 1年過ごすことができて
パパとママは幸せだよ。

これからも可愛い笑顔みせてネ！！
大好き♡

インフルエンザ
予防接種
費用の一部を
助成しています

■助成回数
　１人１回
（小学６年生までは１人２回）
■手続き方法
①定期予防接種の人（65歳以上高齢者など）
　町外の医療機関で接種した場合、領収書、予診票、
印かん、通帳をすこやか館へ持参し申請してくださ
い。
※生活保護世帯の人で、町内の医療機関で接種した
場合、領収書・印かん、通帳をすこやか館へ持参し
申請してください。
②任意予防接種の人（子ども、妊婦など）
　町内、町外どちらの医療機関で接種した場合でも、
領収書・印かん、通帳をすこやか館へ持参し申請し
てください。
※詳細は 10 月号またはホームページをご覧になる
か、下記までお問い合わせください。
■接種期間　平成 25 年２月 28 日㊍まで
■申請期限　平成 25 年３月 29 日㊎
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

任意予防接種
（おたふくかぜワ
クチン、みずぼう
そうワクチン）
費用の一部を助成
しています
■助成対象者
（次の条件をすべて満たす人）
 ・接種日において、町に住所を有し、１歳から就学
　前の人
 ・おたふくかぜ、みずぼうそうの予防接種を受けた
　ことがない人
 ・おたふくかぜ、みずぼうそうに現在かかってない
　人、または過去にかかったことがない人
■助成額
 ・子ども一人あたり１回 3,000 円を限度に助成しま
　す。
■助成の申請方法
　接種の際は接種料金を全額医療機関に支払い、接
種後に領収書（各医療機関発行のもので、おたふく
かぜ、みずぼうそう予防接種料金とわかるもの）、
印かん、保護者名義の通帳を持参して、すこやか館
で助成の申請手続きを行ってください。
■申請期限
　平成 25 年３月 29 日㊎
　●問 すこやか館（☎ 65-7515）

認知症啓発
キャンペーン
2012 in くまもと

　認知症について正しい知識を
持ってもらい、地域で認知症の
人とその家族を支えるという意
識を広げていく「認知症啓発キャンペーン 2012 in
くまもと」を県内、各会場で実施します。
＜荒尾・玉名会場＞
■日時および場所
　11 月４日㊐
①午前 10 時～ 11 時　ビックミカエル玉名店
②正午～１時　ながす未来館
③午後２時～３時　あらおシティモール
■内容
○街頭啓発活動
　認知症に関するチラシ、啓発グッズの配布
○認知症出張相談会
　認知症相談窓口の設置
○物忘れタッチパネルの設置
　物忘れタッチパネルの体験
●問 公益社団法人　認知症の人と家族の会
　熊本県支部事務局（☎ 096-223-0825）

生計困難者に対する
利用者負担軽減制度
をご活用ください

■対象者
　住民税非課税世帯で、生計が困難と町が認めた生
計困難者が対象です。該当者には確認証を交付しま
す。
■軽減内容
　社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用
する場合に、利用者負担額の一部（原則１/４、老
齢福祉年金受給者１/２）を軽減します。軽減対象
費は、利用者の１割負担と食費・居住費（滞在費・
宿泊費）
■対象サービス
　訪問介護※、通所介護※、短期入所生活介護※、
夜間対応型訪問介護※、認知症対応型通所介護※、
小規模多機能型居宅介護※、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス
（※印は介護予防サービス含む）
※確認証の交付には、申請書の提出が必要となりま
す。詳しくは福祉保健介護課までお問い合わせくだ
さい。
●問 福祉保健介護課　介護保険係（☎ 78-3144）



●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

1 1月の行事
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子育て支援センター

骨盤体操　※事前申し込みが必要です

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

パステルアート教室　※事前申し込みが必要です

にこにこサロン「クリスマス会」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙、読み聞かせなど）

■日　時　11月５日㊊午前10時30分～
■対象者　未就学児親子20組
■持ってくるもの　飲みもの

■日　時　12月10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　11月16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　11月30日㊎午前10時30分～
■対象者　未就学児親子20組
※親子一緒にかわいいポストカードを作ります。当日は講師
の先生をお呼びし、丁寧に教えていただきます。作品はお持
ち帰りできます。

■日　時　12月６日㊍午前10時30分～
■対象者　未就学児親子

■日　時　毎週火曜日　午前11時～
■対象者　未就学児親子

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　11月20日㊋と27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。パートナーの同伴も歓迎
します。
　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9月生）
■日　時　11月28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』

スクラップ教室　※事前申し込みが必要です

みかん狩り　※事前申し込みが必要です

※月会費：100円
※０歳の赤ちゃんから未就園児の親子など、誰でも気軽に
　お越しください。

■日　時　11月８日㊍午前10時～11時30分
■場　所　すこやか館
■定　員　12組
■参加費　500円

■日　時　11月26日㊊
■場　所　一先宮
■集合時間／集合場所　午前10時／地域福祉センター
■持ってくるもの　帽子、水筒、長ぐつ、
　みかんを切るはさみ（家に持っている人のみ）
■申込期限　11月15日㊍まで
※汚れてもいい服装でお越しください。

リズム遊び
■日　時　11月15日㊍午前10時30分～11時30分
■場　所　子育て支援センター

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

荒玉地域
子育て
サークル

☆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。気軽にお越しください。
不明な点は、子育て支援センターまでお問い合わせく
ださい。

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/

◎場所はいずれも子育て支援センター

第６回なかよし保育
■内　容　みんなであそぼう（運動あそび）
■日　時　11月13日㊋
　　　　　午前10時30分～正午
　　　　（受付：午前10時～）
■場　所　長洲幼稚園
■持ってくるもの　帽子、水筒

●問　長洲幼稚園（☎78-4680）




