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♡パパとママから
小さな体で何でもよく食べるめいちゃん。
お兄ちゃんとお姉ちゃんと仲良く一緒に

大きくなろうね！

♡パパとママから
学ちゃん、１歳おめでとう♡
これからもお兄ちゃんと仲良く
元気にすくすく大きくなってね！

♡パパとママから
誕生日おめでとう。お姉ちゃん、
お兄ちゃんと一緒に なかよく元気に
成長することを楽しみにしています。

要注意！感染性胃腸炎が流行しています
　ノロウイルスに感染すると下痢、嘔吐などの症状
が出ます。通常２～３日で回復しますが、乳幼児や
高齢者の人は脱水症状を起こしたり、吐いた物を気
管内に飲み込んでしまい肺炎を起こしたりするなど
重症化することがあります。早めに医療機関を受診
しましょう。

■感染経路
○ノロウイルスが大量に含まれる便や嘔吐物から人
の手を介して感染します。

○洗浄や消毒が不十分でウイルスが残っていた場
合、乾燥して舞い上がったウイルスが口に入るこ
とで感染します。

○患者の便や嘔吐物が人を介して食品を汚染し、そ
の汚染された食品を食べて感染する場合がありま
す。

○汚染された二枚貝を加熱不十分で食べると感染す
る場合があります。

■嘔吐物・便などを処理する場合は
○処理する際はマスクや手袋を着用してください。
○ペーパータオルで嘔吐物や便などをふき取り、ビ
ニール袋に入れ、しっかり封をして廃棄してくだ
さい。

○汚染された場所の消毒には次亜塩素酸ナトリウム
（塩素系漂白剤）が有効です。以下を目安にしま
しょう。

■感染性胃腸炎から自分の身を守るために
○手洗い
　食事の前、トイレ
の後や嘔吐物など
を処理したあとに
は石っけんで手洗
いをしましょう。
ノロウイルスには
エタノール（アル
コール）の消毒効
果はありません。

○食品は加熱する
　加熱が必要な食品
は中心部までしっ
かり加熱（中心温
度 85 度以上１分以
上）しましょう。

○食器をよく洗う
　調理器具には十分
な洗浄と消毒を行
いましょう。

○そのほか、具合が悪い人（下痢、嘔吐などの症状
がある人）は、調理・配膳にかかわらないように
しましょう。

●問 すこやか館（☎ 65-7515）

ふき取り用 つけおき用
必要な塩素濃度 200 ～ 250ppm 1000ppm

作り方
水 1000ml に対し
ペットボトルの
キャップ１杯

水 1000ml に対し
ペットボトルの
キャップ５杯

任意予防接種費用の一部助成の
申請漏れはありませんか？

　町では、任意予防接
種の一部助成を行っ
ています。助成を受
けるためには、窓口
（すこやか館）での手
続きが必要です。
■申請手続き期限
３月 29 日㊎まで
※接種を希望する人は早めに接種を受けて、申請漏
れがないように気を付けてください。
※助成内容など、詳しいことについてはすこやか館
までお問い合わせください。

●問 すこやか館（☎ 65-7515）

１月～２月は「はたちの献血」
キャンペーンの期間です

　県では献血者の減
少による血液不足が
起きやすい１月～２
月の２カ月間、成人
式を迎える人を中心
に、多くの皆さんに
献血を行ってもらう
呼びかけをしていま
す。
　献血によって助けられる命があります。若い人で
献血をしたことがない人は、ぜひこの機会に献血を
行いましょう。

●問 有明保健所（☎ 72-2184）

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！

３歳児健康診査を 11 月９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。

（平成 24 年 11 月 30 日受け付け分まで）
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●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

1月の行事
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子育て支援センター

ベビーマッサージ　※事前申し込みが必要です

骨盤体操　※事前申し込みが必要です

抱っこ法講演会　※事前申し込みが必要です

１歳の誕生会

にこにこサロン「豆まき」

にこにこサロン「食」について学ぼう

ごきげんタイム（手遊びや折り紙、読み聞かせなど）

■日　時　２月４日㊊　午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■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　１月21日㊊午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対象者　未就学児親子20組
■持ってくるもの　飲みもの

■日　時　１月16日㊌午前10時～
■場　所　長洲町中央公民館
■託児定員　15人（託児は子育て支援センターで行います。）
※誰でも気軽に参加できます。

■日　時　１月25日㊎午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■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　２月７日㊍午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対象者　未就学児親子

■日　時　１月10日㊍午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対象者　未就学児親子
※簡単なおにぎりづくりと食の栄養を栄養士に直接質問など
　ができます。ぜひご参加ください。

■日　時　毎週火曜日　午前11時～
■場　所　子育て支援センター
■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　１月８日㊋、22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。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。

　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。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11月生）
■日　時　１月23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』

演奏会

ひも通し遊び

※月会費：100円
※第3・4・5木曜日、午前10時30分～午前11時30分
※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　１月24日㊍
■場　所　子育て支援センター

■日　時　１月31日㊍
■場　所　子育て支援センター

制作
■日　時　１月17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）

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/

今月の納期
－１月分 －

町県民税（普通徴収）４期・国民健康保険税（普通徴収）７期
介護保険料（普通徴収）７期・後期高齢者医療保険料（普通徴収）７期・保育料
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　１月31日㊍

（※上下水道使用料については、口座振替日が１月21日㊊となります）

＊口座振替をご利用の人は、入金の確認をお願いします。

休日在宅医
月　日 在　宅　医 ☎

１月 ６日㊐ 古庄胃内医院（玉名市岱明町） 57-0013

１月13日㊐ 有明成仁病院（宮野） 78-1133

１月14日㊊ 福本内科医院（玉名市岱明町） 57-2811

１月20日㊐ 田宮二郎内科（長洲） 78-2150

１月27日㊐ 淡河・黒田医院（梅田） 78-6517

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ふれあいセンター（中央児童館・子育て支援センター）
■中央公民館（生涯学習課）・・・・・・・・・・・・・・
■水道課（浄化センター）・・・・・・・・・・・・・・・・
■下水道課（浄化センター）・・・・・・・・・・・・・・
■すこやか館（保健センター）・・・・・・・・・・・・・
■総合スポーツセンター・・・・・・・・・・・・・・
■室内温水プール・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■健康福祉センター・・・・・・・・・・・・・・・・・
■社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■シルバー人材センター・・・・・・・・・・・・・・
■町民研修センター・・・・・・・・・・・・・・・・・
■地域福祉センター・・・・・・・・・・・・・・・・・
■障がい者虐待防止センター・・・・・・・・・・・・
■地域包括支援センター・・・・・・・・・・・・・・
■クリーンパークファイブ（清掃施設）（有明広域行政事務組合）
■ながす未来館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■長洲町図書館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■地域情報センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■金魚と鯉の郷広場・・・・・・・・・・・・・・・・・

☎78－3111（代）
☎78－4100
☎78－0053
☎78－0126
☎78－3515
☎65－7515
☎78－4777
☎78－6446
☎78－1037
☎78－1440
☎78－4642
☎78－5226
☎78－2377
☎78－3811
☎78－3114
☎78－4433
☎69－2005
☎69－2060
☎69－2061
☎78－3866

編集後記
　明けましておめでとうございます。2013年の幕開けです。
今年も皆さんの目に止まる紙面、読みたくなるような紙面づ
くりにまい進していきます。今年も「広報ながす」をよろし
くお願いします。▼今回の特集は「歩み」でした。高村光太
郎の詩「道程」の一節「僕の前に道はない。僕の後ろに道は
出来る」のようにまさに自分の歩んだ軌跡が今の自分を創り
上げています。さあ、2013 年はどんな歩みをするのでしょ
うか。　2013 年が終わるときにその道を振り返ってみたい
と思います（直）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

たらのトマト煮
〔材料〕（４人分）
たら小４切れ、こしょう少々、玉ねぎ160ｇ、人参80ｇ、
しめじ80ｇ、ブロッコリー80ｇ、スープの素小さじ
1/2、水２カップ、トマトピューレ130ｇ、バター大さ
じ１、小麦粉大さじ２弱、塩小さじ1/3
◎１人分の栄養価
　エネルギー137kcal、タンパク質15.2ｇ、脂質3.0ｇ、
　塩分1.1ｇ

〔作り方〕
❶たら１切れを２つに切り、こしょうをふる。
❷玉ねぎ、人参はくし型に切り、人参は面取りもす
る。しめじは小房に分ける。
❸ブロッコリーは小房に分けてゆでる。
❹鍋にバターを溶かし、玉ねぎを炒め、小麦粉をふり
入れ、トマトピューレ、スープの素、水を加えてよ
く混ぜる。煮立ったら人参、しめじを加え、火を弱
めて５～６分煮る。
❺❶を加えてあくを取り、塩で調味し、８分くらい煮
て❸を加える。

『ながすクッキング教室』を開催します
（毎月第３金曜日）
※事前申し込みが必要です

日　時　１月18日㊎　午前９時30分～午後１時
場　所　すこやか館　調理室
内　容　高血圧予防のための講習会
献　立　生ザケのポジャルスキー、
　　　　白菜のサラダ、
　　　　エビのコンソメスープ
持ってくるもの：エプロン、三角巾、
　　　　　　　  スリッパ、米半合、ふきん２枚
参加費　500円
締切日　１月15日㊋
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

男性の人も大歓迎です !!

※医院の都合で変更することがあります。
　詳しくは日曜在宅医自動案内 (☎73-6000) でお確かめください。
※診療時間はすべて午前９時～午後５時

第７回なかよし保育
■内　容　つくってあそぼう
■日　時　１月22日㊋
　　　　　午前10時30分～正午（受付開始：午前10時～）
■場　所　長洲幼稚園
■持ってくるもの　水筒

●問　長洲幼稚園（☎78-4680）


