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任意予防接種費用の一部助成の
申請は３月29日㊎まで
　任意予防接種の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。
※インフルエンザ予防接種の助成対象となるのは２
月末日接種分までです。

■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）

４月１日から未熟児養育医療の申請が
町でできるようになります

　４月１日以降に生まれ
た子どもから未熟児養育
医療の申請窓口が町役場
に変わります。
■未熟児養育医療とは…
　身体の発育が未熟なま
ま生まれた赤ちゃんに対
して、生後すみやかに適
切な処置を講じるために、
指定した医療機関におい
て必要な医療の給付を行
うものです。

■給付対象者例
（1）出生時の体重が 2,000 ｇ以下で生まれた子ども
（2）体温が摂氏 34 度以下の子ども
（3）生後 24 時間以上排便がない子ども
これらの症状などは一例です。医師が入院養育を必
要と認めた子どもが対象です。
■認定期間　出生日から最長で１歳の誕生日まで
■給付内容　健康保険法で対象としている医療が給
付の対象となります。健康保険対象外のもの（差額
ベッド代、おむつ代など）は未熟児養育医療でも対
象外ですので医療機関で実費を支払うことになりま
す。
●問 子育て支援課（☎ 78-3126）
　有明保健所　 （☎ 72-2184）

平成25年度放課後児童クラブ
（学童保育）の入所を受け付けます

■開所日　月～土曜日
■閉所日　日曜日と祝日および８月 14 日～８月 16 日
　　　　　12 月 29 日～翌年の１月３日
■開所時間
月～金曜日は放課後～午後７時まで（土曜日と春休
み・夏休み・冬休み期間中は午前８時～午後７時まで）
■募集人数
長洲小学校放課後児童クラブ（40 人）
清里小学校放課後児童クラブ（10 人）
六栄小学校放課後児童クラブ（50 人）
腹赤小学校放課後児童クラブ（40 人）
■利用料金　月額 4,000 円
　　　　　　（ただし 8月は 5,000 円）
■申込方法　子育て支援課に印鑑をご持参の上、入
所申込みの手続きを行ってください。（入所申込書
は子育て支援課で配布）
■申込期限　２月 18 日㊊～ 28 日㊍
※入所対象は原則として小学１～３年生まで
※定員に限りがあり、入所できない場合があります
●問 子育て支援課（☎ 78-3126）

高齢の人は入浴時に注意を

　近年、高齢者の入浴時
の事故が増加しており
20 年前の３～４倍と言
われています。
　入浴中の事故で多いのは、浴槽内で溺れるほかに
不整脈や心筋梗塞、脳血管疾患などを起こすことに
よるものです。救急搬送される人の大半は高齢者で、
冬場に増加します。脱衣所や浴室など寒い場所で、
急激な温度変化により心臓に負担がかかることが原
因と考えられています。
＜今日からできる入浴時の事故予防＞
　浴室内の温度管理や湯船へのつかり方、水分補給
などである程度は予防ができます。できるところか
ら予防を行っていきましょう。
１．湯温は 39 ～ 41℃くらいで、長湯をしない
２．脱衣所や浴室の室温が低くならない工夫をする
３．食事直後や深夜に入浴しない
４．気温の低い日は夜早めに入浴する
５．心肺の慢性疾患や高血圧症をあわせ持つ人は半
　　身浴を行うようにする

●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
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毎日幸せを与えてく
れる雄馬はパパとマ
マの宝物だよ。
マイペースで優しい
雄馬らしくのびのび
育ってね♡

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１月 11 日に
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 12 月 31 日受付分まで）

松岡　咲
さく

也
や

くん
（下東区）

下口　一
かず

樹
き

くん
（大明神区）

榮　優
ゆういちろう

一郎くん
（下東区）

岩切　智
とも

弥
や

くん
（大明神区）

大河　颯
そう

真
ま

くん
（平原区）

猿本　輝
き ら り

凜ちゃん
（向野北区）

西尾　一
かず

真
ま

くん
（赤崎区）

古澤　叶
と

愛
あい

ちゃん
（赤崎区）

12. ４ 岡　慎
しん

也
や

男 達也 平原

12.11 大寺　結
ゆ あ

絢 女 秀幸 向野北

12.13 上野　茉
ま ほ

帆 女 浩一 向野

12.19 髙谷　凜
りん

花
か

女 峰隆 出町

12.21 田上　結
ゆい

翔
と

男 将太朗 腹赤新町



●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

2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

１歳の誕生会

にこにこサロン「おはなし会・おくる会」

にこにこサロン「豆まき」

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　３月11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　２月22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　３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　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　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　２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。パートナーの同伴も可能です。
　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で
きます。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12月生）

フッ化物塗布のおしらせ

学齢期歯科保健研修会を開催します

■日　時　２月27日㊌　午前10時30分～正午

　町では、１～３歳児を対象に、フッ素でむし歯を予防
するフッ化物塗布を実施します。
■対　象：町内に住所があり、フッ化物塗布を実施する
　　　　　日の時点で１～３歳の幼児
■実施場所および日時

■日　時　２月27日㊌　午後１時30分～４時まで
■場　所　町中央公民館
■講　演「学校における歯科保健活動について」（仮題）など
●問 熊本県歯科医師会　☎096-343-8020
　 有明保健所　☎72-2184

■申込方法：事前に希望する保育所へ行き、申込書に必
　　　　　　要事項をご記入ください。
　　　　　　申込の際は印かんを持参ください。
※希望の保育所で定員を超えた場合は、ほかの保育所などへ調整す
る場合があります。あらかじめご了承ください。

●申・●問すこやか館（☎65-7515）

育児サークル『てんとうむしくらぶ』

郷土料理

ひな人形づくり

※月会費：100円　※第2・3・4木曜日、午前10時30分～午前11時30分

■日　時　２月21日㊍午前10時～
■場　所　保健センター
■持ってくるもの　エプロン、三角巾、スリッパ、ふきん、水筒
■参加費　500円
■申込期限　２月14日㊍まで
※託児は、子育て支援センターで行います。

■日　時　２月28日㊍
■場　所　子育て支援センター

リズム遊び
■日　時　２月14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

☆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。

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
－２月分 －

固定資産税４期・国民健康保険税（普通徴収）８期
介護保険料（普通徴収）８期・後期高齢者医療保険料（普通徴収）８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　２月28日㊍

（※上下水道使用料については、口座振替日が２月20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 ☎

２月 ３日㊐ 田宮春生堂医院（長洲） 78-0551

２月10日㊐ 本田医院（玉名市岱明町） 57-0012

２月11日㊊ 福本内科医院（玉名市岱明町） 57-2811

２月17日㊐ いまおかクリニック（宮野） 78-3410

２月24日㊐ 坂田内科医院（玉名市岱明町） 66-8600

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
　今回の特集の成人式では「感謝」がテーマでした。感謝と
いうのは普段ではなかなか気づきにくいもの。そこに気付く
ことができれば実は普段の生活の中に感謝しないといけない
ことはたくさんあります。「ありがとう」と言える成人になっ
てほしい、私なりのエールを特集にして新成人の皆さんに送
りたいと思います▼的ばかいで無病息災を願って的を取り合
う血気盛んな男たちの周りにも、いい写真を撮ろうと血気盛
んなカメラ小僧の人たちのポジション争いが繰り広げられて
いました。もちろん私のポジションは知らないうちに取られ
ていたのは言うまでもありません（直）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

かぶのナムル
〔材料〕（４人分）
かぶ200ｇ、赤ピーマン20ｇ、かぶの葉60ｇ、塩小さ

じ1/3弱、

白ごま小さじ１強、しょうゆ小さじ2/3、ごま油小さ

じ2/3、赤唐辛子、生姜

◎１人分の栄養価

　エネルギー30kcal、タンパク質1.0ｇ、脂質1.6ｇ、

　塩分0.5ｇ

〔作り方〕
❶かぶはいちょう切りにし、赤ピーマンは薄く切り、

さっとゆでて塩をふる。

❷かぶの葉はゆでて２㎝長さに切る。

❸赤唐辛子は小口切り、生姜はみじん切りにする。

❹Ｂを混ぜ合わせ、❶、❷を和える。

『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　２月15日㊎　午前９時30分～午後１時
場　所　すこやか館　調理室
内　容　腎機能低下を防ぐ生活習慣
献　立　さばのおろし煮、
　　　　れんこんのきんぴら
　　　　小松菜のからしあえ、
　　　　凍り豆腐の味噌汁
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　２月12日㊋
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

男性も大歓迎です !!

※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) でご確認ください。
※診療時間はすべて午前９時～午後５時

第８回なかよし保育
■内　容　寒さにまけるな！親子体操
■日　時　２月26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

●問　長洲幼稚園（☎78-4680）

施設名 日 時
長洲保育所（☎ 78-2280） ２月５日㊋ 午後０時 30分～
清里保育所（☎ 78-0407） ２月７日㊍ 午後１時～
六栄保育所（☎ 78-0954） ２月 13日㊌ 午前９時 30分～
腹赤保育所（☎ 78-0406） ２月 13日㊌ 午前９時 30分～
上沖洲保育所（☎ 78-1818） ２月 21日㊍ 午後１時 00分～
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