
Happ y Birt hday

（平成 25年４月 30日受け付け分まで）

笹尾　大
だ い や

也くん
（東荒神区）

村上　龍
りゅうと

斗くん
（建浜区）

谷口　允
ま さ む

公くん
（腹赤区）

吉田　心
み ゆ

優ちゃん
（向野北区）

馬場　羽
は な

菜ちゃん
（清源寺区）

内野　志
し の ぶ

宣くん
（向野区）

谷口　仁
め ぐ む

公くん
（腹赤区）

大石　彩
あ や の

乃ちゃん
（東荒神区）

石本　理
り せ

世ちゃん
（腹赤区）

池本　琴
こ と ね

音ちゃん
（腹赤区）

上野　慶
よしゆき

之くん
（新町区）

馬場　好
こ の み

美ちゃん
（鷲巣区）

柳川　咲
さ き

希ちゃん
（宮崎区）

誕生日 出生児 性 保護者名 行政区

３．24 大川　凜
り こ

子 女 剛 塩屋

３．31 幸田愛
な な か

々彩 女 貴大 大明神

４．４ 作山　斗
と あ

逢 男 明幸 宝町

４．５ 大森　千
ちはる

暖 女 康瑛 向野北

４．５ 平田　悠
ゆうと

翔 男 敏也 　向野北

４．７ 古賀　　豊
みのる

男 武 向野北

４．９ 月岡　麻
あさと

人 男 丈晃 向野北

４．12 林田　結
ゆいな

菜 女 直樹 向野北

４．12 宮﨑　祐
ゆうと

百 男 桂子 赤田

４．16 後藤　伶
れ お

王 男 武士 葛輪

４．21 村野　琉
りゅうせい

星 男 正樹 清源寺

６月は児童手当の現況届提出月です
　毎年６月１日時点の所得状況や、子どもの養育状
況を確認するため、６月中に現況届を送付していま
す。６月以降の児童手当などを受ける場合は「現況
届」の提出が必要になります。※提出がない場合は、
６月以降の手当が受けられなくなります。
■現況届に必要な書類など
・児童手当現況届
・受給者（保護者）の健康保険証の写しなど
・本年度の児童手当用所得証明書（平成 25 年１月
１日に長洲町に住民登録がなかった人が対象で
す）

・児童の世帯全員の住民票
　（受給者と児童が別居している場合）
・印かん（シャチハタ不可）
※このほかにも、必要に応じて提出が必要な書類が
あります。

■支給対象者
０歳～中学校卒業まで（15 歳に達した後の最初の
３月 31日まで）の児童を養育している人
■所得制限
下表のとおり所得と扶養親族などの数に応じて所得
の制限があります。

※限度額以上の所得がある人には、子ども一人当た
り月額 5,000 円が支給されます。

※扶養家族が６人以上の場合は、一人につき 38 万
円を加算した額になります。

●問 子育て支援課（☎ 78-3126）

献血にご協力ください
　献血によって救える命があります。皆さんの善意
をこの機会に生かしませんか。ぜひご参加ください。
■日時　７月１日㊊
　　　　受付時間　午前９時 30分～ 11時 30分
■場所　役場玄関前
■主催　長洲有明ライオンズクラブ
※献血カードまたは献血手帳をご持参ください。
※ 400ml のみの受け付けとなります。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

健康は 食から 歯から 元気から
（平成 25年度　歯と口の健康週間標語）

　町では、本年度に 40歳と 50歳になる人を対象に、
早期発見・早期治療のための歯周疾患検診を実施し
ます。「自分は大丈夫」という人も、節目の年齢を
迎えたこの機会に受診しましょう。
■対　　象　本年度末現在で 40歳、50歳の人
■実施期間　11月 30日㊏まで
■実施場所　町内５歯科医療機関

■費用　500 円
●申 ・●問 すこやか館（☎ 65-7515）

熱中症が流行しています
ご注意を
　熱中症が発生しやすい季節になりました。熱中症
を正しく理解し、予防に努めましょう。
■熱中症の予防方法
「水分補給」と「暑さを避けること」が大切です。
①水分・塩分補給
　（のどの渇きがなくてもこまめに水分補給を）
②室内環境整備
　（扇風機・エアコンによる温度調整、こまめな換気、
遮光カーテン、すだれ、打ち水など）

③体調に合わせた対策
　（通気性の良い吸湿・速乾の衣服着用、保冷剤・氷・
冷たいタオルなどによる体の冷却、こまめな体温
測定）

④外出時の注意
　（日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休憩、
通気性の良い吸湿・速乾の衣服着用、天気の良い
日の昼下がりの外出を控える）

　暑さの感じ方は人によって異なります。自分の体
調の変化に気を付け、暑さの抵抗力（感受性）に合
わせて予防を心がけましょう。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

保健・子育て情報
Nagasu

  Health

大岡宗
そうすけ

介ちゃん 森田優
ゆづき

月ちゃん 姫野優
ゆうな

菜ちゃん

平成 24年 6月 4日　松原区
パパ 亮介さん　ママ 志穂美さん

♡パパとママから
そうくん１歳の誕生日おめでとう！
これからもお姉ちゃんと仲良く遊んで
たくさんの笑顔を見せてね。

大好きだよ♡

平成 24年６月 13日　清源寺区
パパ 義己さん　ママ 里奈さん

♡パパとママから
じっじ、ばっばへ♡

可愛がってくれてありがとー♡
どんどんやんちゃになるボクだけど
これからも何卒よろしくお願いします！

平成 24年６月７日　葛輪区
パパ 泰隆さん　ママ 希美さん

♡パパとママから
１歳の誕生日おめでとう !!
名前を呼ぶとニコッと

手をあげてくれるゆうな♡
これからもお姉ちゃんとお兄ちゃんと

仲良く元気に育ってね !!

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！

よい歯の広場に参加しませんか？
■日時　６月８日㊏午前 10時～午後４時
■場所　玉名市保健センター
■内容　無料歯科健診、歯科相談、無料フッ化物
塗布、歯のみがき方指導、歯周病チェックなど
●問 玉名郡市歯科医師会事務局（☎ 74-5114）
※６月と７月に町内保育所でフッ化物塗布を行
います。希望する人はお問い合わせください。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

　３歳児健康診査を３月８日と５月10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。

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

扶養親族などの数 所得制限限度額
０人 622 万円
１人 660 万円
２人 698 万円
３人 736 万円
４人 774 万円
５人 812 万円

歯科医療機関名 所在地（電話）

加藤歯科医院 長洲町大字清源寺 3272-8
（☎ 78-7181）

たかさき歯科医院 長洲町大字長洲 442-4
（☎ 78-4181）

なかむら歯科医院 長洲町大字腹赤 11-4
（☎ 78-1040）

前田歯科医院 長洲町大字長洲 1379-1
（☎ 78-0100）

六栄歯科診療所 長洲町大字宮野 275-1
（☎ 78-7044）

６月４～10日は「歯と口の健康週間」



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）

6月の行事

子 育 て 情 報
Nagasu

  Health

子育て支援センター

ベビーマッサージ　※事前に申し込みが必要です。

１歳の誕生会　※事前に案内文を送付します。

６月にこにこサロン「幼児安全法」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせなど）

７月にこにこサロン「七夕」

クッキング教室　※事前に申し込みが必要です。

■日　時　６月20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
■申込期間　６月１日㊏～

■日　時　６月28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

■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
※当日は主に日常生活で起きるやけど・嘔吐・打撲・誤飲な
どの対処法の実践を交えながら学びます。

■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　７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　７月12日㊎午前10時
■場　所　子育て支援センター
■対象者　未就学児親子　12組
■持ってくるもの　エプロン・三角布
■申込期間　６月24日㊊～７月６日㊏

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　６月11日㊋・25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。パートナーも同伴できます。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か月児あかちゃん広場
■対　象　平成25年４月生まれ
■日　時　６月26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

☆子育て支援センターに遊びに来ませんか☆
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/

今月の納期
－６月分 －

町県民税　第１期　
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　７月１日㊊

（※上下水道使用料については、口座振替日が６月20日（木）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 ☎

６月 ２日㊐ いまおかクリニック（古城） 78-3410

６月 ９日㊐ 田宮春生堂医院（上町） 78-0551

６月16日㊐ 本田医院（玉名市岱明町大野下） 57-0012

６月23日㊐ 西山クリニック（腹赤） 78-7811

６月30日㊐ 淡河・黒田医院（駅通） 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
　今年は例年よりも早く梅雨入りしましたね。暑いのがあま
り得意ではない自分にとってはこのジメジメの暑さは苦手な
ので早く明けてくれるのを待つばかりです▼５月末に研修で
鹿児島のある地域に行く機会がありました。そこでは区長さ
んを中心に「行政に頼らない地域づくり」を行っており、行
政から補助金を一切もらわずに自分たちでアイデアを出し
合って地域づくりを行っていました。
「あきらめるな。本気になれば誰でもできる」―。何度も何
度も伝えるその言葉に私の尊敬する人と重なる部分がありま
した。もっと頑張ろう。そう思えた３泊４日でした（直）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

にんじんケーキ
〔材料〕（アルミカップ12コ分）
薄力粉175g、シナモン小さじ１、じゅうそう小さじ１、
ベーキングパウダー小さじ1/2、塩小さじ1/4、にんじん
140g、サラダ油150cc、卵２個、砂糖140g
◎１個分の栄養価
エネルギー224 kcal、タンパク質2.4 g、
脂質12.9 g、塩分0.2 g

〔作り方〕
❶薄力粉、シナモン、じゅうそう、ベーキングパウダー、
塩を合わせて、２回ふるう。

❷にんじんは皮をむき、すりおろす。(フードプロセッサー
でも可)

❸オーブンを160℃に予熱する。
❹ボールにサラダ油、卵、砂糖を入れ、泡立器でよく混ぜ
る。

❺❹を約3分滑らかになるまで混ぜる。
❻すりおろしたにんじんを加えてよく混ぜあわせる。ゴム
べらでボールのふちをきれいにしながら混ぜる。

❼❶のふるった粉を一度に入れ、木しゃもじで粉の粒がな
くなるまで混ぜ合わせる。

❽型の八分目まで生地を入れ、160℃のオーブンで25～30
分焼く。竹串を刺して、何もつかなければ焼き上がり。

　シナモンの風味が強いので、子ども用にはシナモンを抜
くか、香りづけ程度にすると良いでしょう。人参には成長
に必要なビタミンAがたっぷり！にんじん嫌いな子に、にん
じんのおいしさを教えてあげましょう。

『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　６月21日㊎　午前9時30分～午後1時
場　所　すこやか館　調理室
内　容　生活習慣に基づいた食品の基準量
献　立　飾りシュウマイ、
　　　　切り干し大根のピーナツ風味、
　　　　アスパラとベーコンのソテー、
　　　　わかめとオクラのスープ
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
申込期限　６月17日㊊
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

男性も大歓迎 !!

※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２回なかよし広場
■内　容　作ってあそぼう
■日　時　６月11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・タオル
※動きやすい服装、汚れてもいい服でお越しください。

●問　長洲幼稚園（☎78-4680）

各種予防ワクチン接種が
定期予防接種になりました！
　本年度よりヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワ
クチン、子宮頸がん予防ワクチンの対象者は無
料で接種できるようになりました。
　平成 24年度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。接種を希望する人
はお問い合わせください。

ワクチンの種類 対　　象
ヒブワクチン
小児用肺炎球菌ワクチン

生後 2月～ 5歳未満の
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


