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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

Happ y Birt hday

（平成 25 年１月 31 日受け付け分まで）
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え ま

麻ちゃん
（古城区）

城戸　大
や ま と

和くん
（赤崎区）

河邉　龍
りゅおん

音くん
（鷲巣区）

12．23 児島　維
いしん

芯 男 俊彦 宮ノ町

12．26 山本　明
め い

依 女 忠広 中町

１．４ 横手　純
じゅな

那 女 千瑞晶 向野北

１．４ 籾井　冬
と あ

聖 男 文人 下東

１．４ 石橋　　菫
すみれ

女 裕 向野北

１．５ 築地　咲
さ き

希 女 貴也 赤田

１．７ 黒田　舜
しゅんじろう

治郎 男 貴浩 向野北

１．８ 大角　雪
ゆきな

菜 女 裕司 鷲巣

１．９ 前田　　葵
あおい

男 信幸 宮ノ町

１．11 德山　麻
まりん

凛 女 勇一 平原

１．14 西原　叶
の え

笑 女 健治 向野

１．15 大関　杏
ありん

凛 女 慎 建浜

１．16 元村　　桂
けい

男 佳広 平原

１．16 志賀　　遥
はるか

女 伸幸 平原

１．20 山下　竜
りょうが

駕 男 竜司 向野

４月１日以降に生まれた子どもの
未熟児養育医療の窓口が変わります
　４月１日以降に生まれた子どもの未熟児養育医療
の申請窓口が町役場に変わります。※３月 31 日以
前に生まれた子どもは有明保健所での申請になりま
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、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。
■対象例
　①出生時の体重が 2,000 ｇ以下で生まれた子ども
　②運動が異常に少ない子ども
　③体温が摂氏 34 度以下の子ども
　④呼吸数が毎分 50 を超えて増加傾向にあるか、
または毎分 30 以下の子ども

　⑤生後 24 時間以上排便がない子ども
　⑥生後数時間以内に黄疸（おうだん）が現れるか、
異常に強い黄疸（おうだん）のある子ども

※これらは一例です。医師が入院養育を必要と認め
た子どもが対象となります。
■認定期間
　出生日から最長で１歳の誕生日の前日まで
■給付の内容
　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となり
ますので、医療機関で実費を支払う必要があります。
　未熟児養育医療は子ども医療費の助成の対象とな
ります。支払方法などについては、未熟児養育医療
申請時に説明します。
※申請には各種書類が必要になります。詳しくは子
育て支援課までお問い合わせください。
●問 有明保健所　 （☎ 72-2184）
　子育て支援課（☎ 78-3126）

期限迫る！任意予防接種費用の一部
助成の申請は３月29日まで
　各種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。
■申請受付期限　３月 29 日㊎
※接種を希望する人は早めに接種を受け、申請漏れ
がないようにしましょう。
※助成内容など詳しいことについては、すこやか館
へお問い合わせください。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を申請しましょう
　入院などで高額な医療費がかかる場合、限度額適
用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示
すると、窓口での支払いが自己負担限度額（下記表）
までとなります。
＜ 70歳未満の自己負担限度額（月額）＞

所得区分 ３回目までの限度額 ４回目以降
の限度額

上位所得者
150,000 円 ＋（ 医 療 費 －
500,000 円）×１％（医療
費が 500,000 円以下の場合
は 150,000 円）

83,400 円

一般
80,100 円 ＋（ 医 療 費 －
267,000 円）×１％（医療
費が 267,000 円以下の場合
は 80,100 円）

44,400 円

住民税非課
税世帯 35,400 円 24,600 円

＜ 70歳以上の自己負担限度額（月額）＞

所得区分 外来（個人） ４回目以降の限度額

現役なみの
所得がある
人

44,400 円
80,100 円 ＋（ 医 療 費 －
267,000 円）×１％（医療
費が 267,000 円以下の場合
は 80,100 円）

一般 12,000 円 44,400 円
低 所 得 者
（住民税非
課税）

8,000 円 24,600 円

■申請場所　福祉保健介護課　国保医療係
■持ってくるもの　印かん、保険証、領収証、
　　　　　　　　　世帯主の通帳
＜高額療養費をご存知ですか＞
　上記手続きをせずに限度額を超える支払いをした
場合などは高額療養費の支給対象となることがあり
ます。詳しくはお問い合わせください。
●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎ 78-3139）

ご利用ください！
子どもの急病やケガで心配なときの
小児救急電話相談
　県では、急な病気やけがに関する応急処置や受診
可能な医療機関の情報を提供しています。
■受付時間　毎日　夜間（午後７時～午前０時）
■電話番号　♯ 8000（ただし、ダイヤル回線、IP電話、
　　光電話からの使用不可）
　　096-364-9999（上記電話から使用する場合）
●問 熊本県健康福祉部健康局　医療政策課
　（☎ 096-333-2246）

濱﨑成
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希ちゃん中山陽
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♡パパとママから
誕生日おめでとう！

２人のお兄ちゃんに囲まれて
たくましい女の子になるのかな？
これからもみんなでたくさん遊ぼ

うね。

♡パパとママから
我が家のアイドル埜愛ちゃん♡
１歳の誕生日おめでとう !!
もうすぐお姉ちゃんになるね。
誰にでも愛される子に育ってね☆

♡パパとママから
活発でやんちゃな我が家の
ニューフェイス駿希くん。
お誕生日おめでとう！
これからも元気いっぱい

で大きくなれ！

♡パパとママから
陽斗くん、１歳の

お誕生日おめでとう♡
たくさん食べて大きくなって大好
きな優斗お兄ちゃんと仲良く一緒

に遊ぼうね！

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。



●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

3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

にんぎょうげき鑑賞会　※事前申し込みが必要です

１歳の誕生会

にこにこサロン「おはなし会・おくる会」

にこにこサロン「お花見」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙、読み聞かせなど）

■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　３月25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
■内　容　人形芝居かすぺる
　　　　　上演演目　こびとのくつや
■申込期限　３月18日㊊

■日　時　３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　４月４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　３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。

　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カ月児あかちゃんひろば
■日時①　３月27日㊌　午前10時30分～正午
■対　象　平成25年１月１日～11日生
■日時②　３月28日㊍　午前10時30分～正午
■対　象　平成25年１月12日～31日生

●申・●問すこやか館（☎65-7515）

育児サークル『てんとうむしくらぶ』
※月会費100円
※第2・3・4木曜日　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。

絵本の読み聞かせ

お別れ会　※事前申し込みが必要です

■日　時　３月14日㊍
■場　所　子育て支援センター

■日　時　３月21日㊍
■場　所　子育て支援センター
■申込期限　３月14日（木）まで

●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
－３月分 －

町営住宅使用料・し尿汲取手数料・上下水道使用料・保育料
下水道受益者負担金４期

納付期限・口座振替日　４月１日㊊
（※上下水道使用料については、口座振替日が３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 ☎

３月 ３日㊐ 棚瀬医院（玉名市岱明町） 57-0103

３月10日㊐ 多田隈内科医院（宮野） 78-3011

３月17日㊐ 古庄胃内医院（玉名市岱明町） 57-0013

３月20日㊌ 有明成仁病院（宮野） 78-1133

３月24日㊐ 福本内科医院（玉名市岱明町） 57-2811

３月31日㊐ 田宮二郎内科（長洲） 78-2150

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
　今回の特集の取材の中で生産者の人からたくさんのノリを
いただきました。そしてびっくりするほど本当においしいん
です。こちらから忙しい中お願いさせていただいたにもかか
わらず、快く取材に応じてくれた生産者の皆さん。ノリを食
べて「生産者の皆さんの人柄がこれに宿っているんだな」と
感じました。きっと町にはノリ以外にも町には魅力的なもの
があふれているはず。これからも広報を通じて皆さんに、こ
の町の魅力を伝えていきたいと改めて思いました。（直）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

白菜のサラダ
〔材料〕（４人分）
白菜50ｇ、みかん50ｇ（1/2個）、かいわれ大根少量、
サラダ油小さじ1/2、酢大さじ1/2、塩少量（0.5ｇ）、
だし大さじ1/2
◎１人分の栄養価
　エネルギー50kcal、タンパク質0.8ｇ、脂質2.1ｇ、
　塩分0.5ｇ

〔作り方〕
❶白菜は短冊切りにする。
❷みかんは皮をむいて１房ずつ袋から出す。
❸サラダ油、酢、塩、だしを混ぜ、白菜、みかん、か
いわれ大根をあえる。

『ながすクッキング教室』を開催します
※事前申し込みが必要です

日　時　３月29日㊎　午前９時30分～午後１時
場　所　すこやか館　調理室
内　容　適量をバランスよく
献　立　カラフル和風弁当（五穀米、
　　　　含め煮、ブロッコリーのごま和え、
　　　　紅白なます、牛肉の野菜巻き、
　　　　厚焼き卵）
持ってくる物：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　３月25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

献血（400ml）にご協力ください
■日　時　３月８日㊎　午前９時 30分～ 11時 30分
■場　所　役場（玄関前）
■主　催　長洲町婦人会
※献血カードをお持ちください。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）


