
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３月 31日受け付け分まで）

黒田麟
りん た ろ う

太郎くん
（向野北区）

高橋　愛
まな

ちゃん
（宮ノ町区）

藤本　成
な る み

美ちゃん
（梅田区）

髙本妃
ひ な の

奈乃ちゃん
（向野北区）

髙松　海
み つ き

月くん
（東荒神区）

西尾萌
ほ の か

乃夏ちゃん
（古城区）

草野菜
な な み

々海ちゃん
（中町区）

谷口　葵
あおい

ちゃん
（古城区）

田成　理
り き

樹くん
（東荒神区）

野添　すずちゃん
（清源寺区）

村上　心
こ こ な

絆ちゃん
（向野区）

田中妃
ひ な の

奈乃ちゃん
（向野北区）

誕生日 出生児 性 保護者名 行政区

２．24 石田　千
ちさと

怜 女 貴光 東荒神

３．１ 松本　依
え な

奈 女 光司 大明神

３．５ 左村　青
あすみ

澄 女 圭一朗 上沖洲

３．10 杉浦　吏
り あ

愛 女 勇樹 折地

３．14 元村真
ま い か

衣佳 女 健一 梅田

３．17 福田　璃
り お

桜 女 鋭二 大明神

日本脳炎予防接種の特例対象者
は町負担で接種できます
　平成 17年度～ 21年度までに接種を受ける機会を
逃した人は、特例対象者として町の費用負担で接種
を受ける事ができます。
■対象者　平成７年４月２日～平成 19 年４月１日
生まれの人
■接種期間　対象者が 20歳になるまで
接種を希望する場合や、接種間隔など詳細について
は、すこやか館までお問い合わせください。また予
防接種を受ける場合は母子健康手帳を持参ください。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

風しんが流行しています。風しんを予防
するために予防接種を受けましょう
　風しんは、かかった人の飛まつ（唾液のしぶき）
などによって他の人にうつります。また、２～３週
間の潜伏期を経て、発疹、発熱、リンパ節の腫れな
どがみられますが、明らかな症状が出ない場合もあ
る病気です。 
　県内の今年１月からの累計報告数は 33 件で、昨
年１年間の報告数５件の６倍以上となっており、そ
の内の 24 件がこれまで予防接種を受ける機会のな
かった 20代～ 50代の成人男性となっています。
■妊婦は注意！
　妊娠初期に風しんにかかると、赤ちゃんの目や耳
や心臓に障がいをきたす可能性があります（先天性
風しん症候群）。風しんにかかっている人には近づ
かないようにしましょう。
■予防接種を受けて風しんを予防
　定期予防接種の対象者は、必ず予防接種を受けま
しょう。また、妊婦への感染を防ぐために、妊娠希
望者や妊娠する可能性の高い人、妊婦の夫や子ども
さんなどは、予防接種を受けることを検討しましょ
う（妊娠中は風しんの予防接種を受けることはでき
ません）。
　任意接種の費用は自己負担となります。詳しくは
小児科や内科などの医療機関にお問い合わせくださ
い。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

食肉から感染するＥ型肝炎に注意
　豚レバーやシカ肉、イノシシ肉の生食が原因で「Ｅ
型肝炎」を発症する場合があります。E型肝炎とは
E型肝炎ウイルスの感染によって引き起こされる急
性肝炎です。強い全身けん怠感を特徴とし、食欲不
振、おうだん、発熱などの症状があらわれる病気で
す。これからの季節、自分で肉を調理し食べる場合
は、以下の注意が必要です。
■肉を安全に食べるときの注意点
・肉（内臓含む）は決して生で食べないようにしま
しょう。

・中心部まで火が通るよう、十分に加熱して食べま
しょう。63℃で 30 分間と同等以上の熱処理で、
Ｅ型肝炎ウイルスは感染力を失います。

・生の肉類と加熱済みの肉類は分けて取り扱いま
しょう。取り扱う「はし」や皿も区別しましょう。

※営業目的で処理販売されるシカ肉などは食品衛生
法の許可を得た処理場での処理が必要です。

●問 有明保健所　保健予防課（☎ 72-2184）

鳥インフルエンザA(H7N9) に注意を

　最近では中国で鳥インフルエンザ（H7N9）に感
染した患者が報告されています。
　これまでのところ、ヒトからヒトへの感染は確認
されていない状況ですが、感染症を今後も予防して
いくために、下記内容に気を付けましょう。
■感染を防ぐために 
・食品を扱う前後およびその間、食事の前、トイレ、
動物やその排泄物に触れた後、手が汚れていると
きなど、頻繁に手洗いを行いましょう。家庭内に
病気の人がいるときには特に入念に行いましょ
う。 

・せきやくしゃみをする際には、口と鼻をハンカチ
やティッシュで覆いましょう。  

・高病原性の鳥インフルエンザウイルスが存在する
可能性のある場所では、ウイルスのついた手指か
ら鼻・口・結膜などにウイルスが付着するのを防
ぐため、手指の衛生（手洗いとアルコール消毒剤
の使用など）は非常に重要です。

●問 すこやか館（☎ 65-7515）

石原莉
り お

桜ちゃん島川玲
れいな

南ちゃん 福田麗
れ な

奈ちゃん 井手結
ゆづき

月ちゃん

平成 24年４月 30日　腹赤区
パパ 裕市郎さん　ママ 千惠さん

♡パパとママから
１歳の誕生日おめでとう！！

パパとママとお兄ちゃんの宝物♡
これからもお兄ちゃんと仲良く
すくすくと元気に成長してね♡

平成 24年５月 11日　向野区
パパ 竜二さん　ママ 由美子さん

♡パパとママから
玲南、１歳の誕生日おめでとう !!
お兄ちゃん、お姉ちゃんとたくさん
遊んで、元気いっぱい成長してね♡

あんたはかわいかね～。

平成 24年４月９日　宝町区
パパ 智樹さん　ママ あず美さん

♡パパとママから
おじいちゃん、おばあちゃん
いつも遊んでくれてありがとう。
これからもよろしくお願いします。

平成 24年４月 28日　腹赤新町区
パパ 誠さん　ママ 朋実さん

♡パパとママから
最近お話をすると「うん！うん！」と

うなずく結月♪
そんな姿に家族みんな癒されます。
これからもお兄ちゃんと仲良く

優しい子になってね☆

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３月８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。

保健・子育て情報
Nagasu

  Health

医療費・介護費情報（平成 25年２月分）
国民健康保険 後期高齢者医療保険 介護保険

被保険者数 4,445 人
（前月比△ 13人） 被保険者数 2,521 人

（前月比＋４人） 認定者数 936 人
（前月比△ 2人）

一人あたり
の費用　　

23,398 円
（前月比＋ 1,072 円）

一人あたり
の費用　　

68,344 円
(前月比△5,764円 )

一人あたり
の費用　　

133,578 円
（前月比△ 2,307 円）

※本人負担分を除いた費用を掲載しています。



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。

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

5月・6月の行事

子 育 て 情 報
Nagasu

  Health

子育て支援センター

パステルアート教室

１歳の誕生会

５月にこにこサロン「こいのぼり制作」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせなど）

６月にこにこサロン「幼児安全法」

■日　時　５月31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　10組
■申込期限　５月１日㊌～
※事前に申し込みが必要です。

■日　時　５月24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　５月２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

■日　時　６月６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

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　５月14日㊋・28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できます。
　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

２か月児あかちゃんひろば
■対　象　平成25年３月生まれ
■日　時　５月22日㊌　午前10時30分～正午

●申・●問すこやか館（☎65-7515）

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、測定しに遊びに来てください。
わからないことがあれば、職員までお尋ねくださ
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
－５月分 －

固定資産税　１期　軽自動車税　全期
町営住宅使用料・し尿汲取手数料・上下水道料金
納付期限・口座振替日　５月31日㊎

（※上下水道料金については、口座振替日が５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。
納期限を過ぎると、督促手数料が加算され延滞金が発生する場合があります。

休日在宅医
月　日 在　宅　医 ☎

５月 ３日㊎ 坂田内科医院（玉名市岱明町） 66-8600
５月 ４日㊏ 棚瀬医院（玉名市岱明町） 57-0103
５月 ５日㊐ 多田隈内科医院（宮野） 78-3011
５月 ６日㊊ 古庄胃腸科内科（玉名市岱明町） 57-0013
５月12日㊐ 有明成仁病院（宮野） 78-1133
５月19日㊐ 福本内科医院（玉名市岱明町） 57-2811
５月26日㊐ 田宮二郎内科（長洲） 78-2150
６月 ２日㊐ いまおかクリニック（宮野） 78-3410

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
　異動なし。今年も広報を担当させていただくことになりま
した。昨年以上に長洲町の良さ、それを創り出す住民の皆さ
んをたくさん取り上げていけるよう全力で頑張ります。よろ
しくお願いします▼長洲町役場に新人が 8人入庁しました。
私も 3年目、あっという間に先輩というポジションになっ
てしまいました。いつまでも新人じゃないんだなと思いなが
らも、広報はいつまでも新人の気持ちを持つことが大事だな
と感じます。いや、3年目なんてまだまだ新人みたいなもん
か。フレッシュな気持ちで頑張ろう（腰と肩痛いけど）。（直）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

ごぼう茶
〔材料〕（約20杯分）
ゴボウ１本

〔作り方〕
❶ゴボウは皮つきのまま、泥を落とす程度に洗う。
❷水分をふき取り、20㎝位の長さに切る。
❸耐熱皿に重ならないように並べてラップをし、つま
楊枝がささるくらいまで電子レンジにかける。
❹ゴボウを４つ割りにし、５㎜くらいのさいの目に切
る。
❺２日くらい天日に干す。
❻フライパンで色よく煎る。
❼急須に小さじ２杯（２～４杯分）ほど入れて湯をそ
そぎ、１分ほどして湯呑にそそぐ。

　香ばしいゴボウの味でおいしく飲めます。ゴボウに
含まれる水溶性の食物繊維や、カリウムなどの栄養素
がお茶の中に溶け出しており、便秘やむくみのある人
におすすめです。お茶を入れたあとのガラも、炊き込
みご飯などの料理に利用できます。

『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　５月17日㊎　９時30分～午後１時00分
場　所　すこやか館　調理室
内　容　適正体重を知り、日々の活動に見合った食事量を
献　立　イサキと豆腐の冷やしちり、
　　　　大根とアサリの炒め物、
　　　　かぶのゆかりあえ、
　　　　かきたま汁
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、電卓
参加費　500円
締切日　５月13日㊊
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

男性の方も大歓迎です !!

※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１回なかよし保育
■内　容　みんなでなかよくあそびましょう
■日　時　５月28日㊋
　　　　　午前10時30分～正午
　　　　　（受け付け：午前10時～）
■場　所　長洲幼稚園
■持ってくるもの　水筒
※動きやすい服装でお越しください。

●問　長洲幼稚園（☎78-4680）

各種ワクチンが無料で予防接種
できるようになりました
　4月 1日から各種ワクチンが定期予防接種とな
り、対象者は無料で接種できるようになりました。
　接種を希望される人はすこやか館までお問い合わ
せください。※平成 25年３月までに長洲町で発行
した予防接種予診票は使用できませんのでご注意く
ださい。

ワクチンの種類 対　　象
ヒブワクチン
小児肺炎球菌ワクチン

生後 2月～ 5歳のこども

子宮頸がん予防ワクチン
小学 6年生～高校 1年生
相当の女子


