
Happ y Birt hday

（平成 25年５月 31日受け付け分まで）

吉田　愛
あ い み

海ちゃん
（向野区）

川田　彩
さ ら

愛ちゃん
（駅通区）

川越　海
か い り

里くん
（向野北区）

菊池　健
た け る

生くん
（向野北区）

山川　瑞
み つ き

月ちゃん
（赤崎区）

武藤　大
ひ ろ と

翔くん
（向野北区）

瀧口　大
は る と

翔くん
（磯町区）

中島　美
み う

羽ちゃん
（東荒神区）

濱嶋　茜
あ か り

吏ちゃん
（腹赤区）

西尾　彩
あや

ちゃん
（腹赤区）

田上　櫂
か い と

斗くん
（向野北区）

久賀　來
ら い き

輝くん
（向野区）

益田　毅
き ら

頼くん
（向野北区）

誕生日 出生児 性 保護者名 行政区

4．28 村里　悠
ゆう

雅
が

男 信彦 清源寺

4．28 村里　美
みさき

咲 女 信彦 清源寺

５．３ 山川　優
ゆう

菜
な

女 聖太 宮ノ町

５．３ 中島　妃
ひ

鞠
まり

女 元了 腹赤

５．４ 田上　暉
ひかる

男 耕一郎 清源寺

５．７ 伊藤　結
ゆ

惟
い

女 智博 腹赤新町

５．７ 大園　紗
さ

愛
な

女 真一 宝町

５．８ 髙橋　恵
けい

大
た

男 恵理 下東

５．９ 竹下　愛
あいり

莉 女 剛広 赤崎

５．10 島永　崚
りょうせい

生 男 厚彦 新山

５．12 池端　美
み

玲
れい

女 拓磨 清源寺

５．15 宮本　葵
あお

唯
い

女 浩貴 新町

５．17 吉里　　凛
りん

女 達也 古城

熱中症のピークがやってきました
　熱中症になると、体内に熱がたまり、筋肉痛や大
量の発汗症状が現れ、重症になると意識障害などが
起こります。熱中症になる前にしっかり自分自身で
予防を行うことが大切です。
■熱中症の予防法
○こまめに水分や塩分を補給する
○扇風機やエアコンを使ったり、遮光カーテンやす
だれなどを使ったりして室温が上がりにくい環境
を作る

○こまめに体温測定を行ったり、通気性のいい服を
着用したりして体調に合わせた対策を行う

○外出時は日傘や帽子を着用し、注意を払う
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

国民健康保険『限度額適用・標準負
担額減額認定証』の有効期限は７月
31日まで
　入院などで医療費が高額になった場合、窓口での
支払いが自己負担限度額までとなります。
＜すでに認定証がある人＞
　引き続き必要な人は８月以降に申請して認定証の
交付を受けてください。
■必要なもの　印鑑、保険証、現在持っている限度
額適用・標準負担額減額認定証
＜後期高齢者医療保険加入者の場合＞
　すでに持っている人には郵送します。住民税非課
税の人で必要な人は手続きが必要です。
■必要なもの　印鑑、後期高齢者医療保険証
●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎ 78-3139）

国民健康保健被保険者証（70歳～74
歳の人）と後期高齢者医療被保険者
証を郵送します
　新しい保険証は、７月中に簡易書留で郵送します
ので、８月１日からは新しい保険証をお使いくださ
い。
●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎ 78-3139）

後期高齢者向け肺炎球菌ワクチン
予防接種の費用を助成します
■対象者　接種日に町の後期高齢者医療被保険者の人
■助成額　1回 2,000 円を限度に助成します
■接種期間と申請期間　8月 1日～ 12月未
■申請方法　「領収書（各医療機関発行のもので、
受けた人の名前、肺炎球菌ワクチン予防接種料金と
わかるもの）」、「印鑑」「通帳」を持参して、助成の
申請手続きを行ってください。
●申 ・●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎ 78-3139）

風しん予防接種費用を助成します
■対象は次に掲げる（１）～（４）の全てを満たす人
（１）予防接種当日に町に住所がある人
（２）昭和 39 年 4 月 2 日～平成 2年 4 月 1 日の間

に生まれた人
（３）次のいずれかに該当する人

①妊娠している女性の夫
②妊娠予定か妊娠を希望している女性（妊婦は不可）

（４）風しんにかかったことがない、または予防接
種を受けたことがない人

■対象ワクチンと助成額
　・風しんワクチン：助成額 3,000 円
　・麻しん風しん混合（MR）ワクチン
　　　　　　　　　：助成額 3,000 円
　※助成は１人につきいずれか１回限りです。
　詳しくはお問い合わせください。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

日本脳炎予防接種の特例対象者は
町負担で予防接種できます
　日本脳炎の接種を受ける機会を逃した人は特例対
象者として、町負担で接種することができます。
■特例対象者　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　特例対象者が 20歳になるまで
■そ　の　他　問い合わせの際は母子健康手帳をご
　　　　　　　用意ください。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

マダニによる重症熱性血小板減少
症候群（SFTS）にご注意を
■重症熱性血小板減少症候群（SFTS）とは
　SFTS は、平成 23 年に初めて特定された新しい
ウイルス（SFTS ウイルス）に感染することによっ
て引き起こされる病気です。
■主 な 症 状　発熱、けん怠感、消化器症状、リン
パ節腫脹致死率 10％以上
■治 療 方 法　有効なワクチン、対症療法なし
■感 染 経 路　マダニによる咬傷（感染患者の血液・
　　　　　　　体液との接触感染も報告あり）
■潜 伏 期 間　６日～２週間
■ダニ媒介性疾患の予防対策　
①マダニが多く住む森林や草地に行くときは肌の露
出を少なくして、咬まれていないか確認する

②吸血中のマダニに気がついたときは病院で処置を
する

③マダニにかまれた後に発熱があった場合は病院を
受診する

●問 すこやか館（☎ 65-7515）

保健・子育て情報
Nagasu

  Health

竹原彩
さ わ

和ちゃん 林　啓
けいた

太ちゃん 多田百
ももは

葉ちゃん

平成 24年７月５日　下東区
パパ 由希さん　ママ 由紀子さん

♡パパとママから
1歳の誕生日おめでとう !!

食べることが大好きなさわちゃん♡
これからも元気いっぱい食べて、遊んで

元気に大きくなってね !!

平成 24年７月 17日　西荒神区
パパ 久幸さん　ママ 智美さん

♡パパとママから
１歳のお誕生日おめでとう !!

パパもママも啓太のかわいい笑顔
が大好きです♡これからもすくすく

大きくなってね♡

平成 24年７月 23日　腹赤区
パパ 肇さん　ママ 妙子さん

♡パパとママから
1歳の誕生日おめでとう！！

笑顔いっぱいのかわいいももちゃん♡
これからもお兄ちゃんとお姉ちゃんと

仲良く遊んでね !!

強い歯で何でも
かめる元気な子 !
これからも虫歯ゼロで過ごしましょう！

　5月10日（金）に行った
３歳児健康診査の歯科健診
で、虫歯がなかった子ども
たちを紹介します。

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

東山　佳
か の ん

暖ちゃん
（建浜区）

中島綾
あや

姫
め
ちゃん

平成 24年６月 28日　東荒神区
パパ 健太さん　ママ 美幸さん

♡パパとママから
1歳の誕生日おめでとう。

甘えん坊で泣き虫の綾姫ちゃん。
これからもお姉ちゃんと仲良く

元気に育ってね♡



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）

７月・８月の行事

子 育 て 情 報
Nagasu

  Health

子育て支援センター

クッキング教室　※事前申込が必要です。

１歳の誕生会　※事前に案内文を送付します。

７月にこにこサロン「七夕」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせなど）

８月にこにこサロン「水遊び」

人形劇鑑賞会　※事前申し込みが必要です。

■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
■持参品　エプロン・三角きん・水筒
■申込締切　７月６日㊏
■申し込み・問い合わせ　☎78-4100

■日　時　７月26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　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　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　８月８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　８月５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
■申込期間　７月15日㊊～８月３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　７月９日㊋・23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。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

２か月児あかちゃん広場
■対　象　平成25年５月生まれ
■日　時　７月24日㊌　午前10時30分～正午

●申・●問すこやか館（☎65-7515）

●申・●問すこやか館（☎65-7515）

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
－７月分 －

国民健康保険税（普通徴収）　1期　介護保険料（普通徴収）　1期
後期高齢者医療保険料（普通徴収）　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31日㊌

（※上下水道使用料については、口座振替日が７月22日（月）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 ☎

７月 ７日㊐ 坂田内科医院（岱明町高道） 66-8600

７月14日㊐ 棚瀬医院（岱明町高道） 57-0103

７月15日㊊ 多田隈内科医院（宮野） 78-3011

７月21日㊐ 古庄胃腸科内科（岱明町大野下） 57-0013

７月28日㊐ 有明成仁病院（宮野） 78-1133

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
　7月に入り、いよいよ本格的に夏がやってきました。と同
時に 1年の半分が終わってしまったという時間の早さにた
だただ驚くばかりです。来月はのしこら祭。またこの季節が
やってきたなという感じです▼先日町内で初めてホタルを見
ました。ホタルってとてもきれいなんですね。思わず時間を
忘れて見とれてしまいました。ホタルはきれいな川沿いにい
るそうです。毎年ホタルが見られる町って何かいいな、そう
感じた夜でした（直）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

アジと豆腐の冷やしチリ
〔材料〕（４人分）
アジ160g、酒小さじ１と1/2、片栗粉大さじ1弱、だし
２カップ、絹ごし豆腐600g、キュウリ60g、ミニトマト
120g、ねぎ20g、しょうが少々、レモン2/3個
｛だし120cc、塩小さじ1/6、しょうゆ小さじ2

◎１人分の栄養価
エネルギー165 kcal、タンパク質16.8 g、
脂質6.1 g、塩分0.9 g

〔作り方〕
❶アジは一口大のそぎ切りにし、酒と片栗粉をまぶし、煮
立てただしでゆでて水気を切り、冷やす。

❷豆腐は熱湯で静かにゆでる。水にとって冷まし、冷蔵庫
で冷やし、四角に切る。

❸だしと調味料を合わせて冷やす。
❹キュウリは切り離さないように細かく切り目を入れ、ひ
と口大に切る。

❺ミニトマトは、たて２つに切る。
❻ねぎは小口切りにし、しょうがはすりおろす。
❼器にアジ、豆腐、野菜、くし切りのレモンを盛り合わ
せ、❻を豆腐に盛り付ける。

❽❸のだしをかけ、レモンを絞る。

　暑さで食欲がないときにもおすすめのさっぱりメニュー
です。塩分を抑えていますが、レモンの酸味でおいしく食
べられます。魚は臭みが残らないよう、できるだけ新鮮な
ものを使いましょう。

『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　７月19日㊎　午前9時30分～午後1時
■場　所　すこやか館　調理室
■内　容　減塩の工夫
■献　立　アジの梅しそ天ぷら、
　　　　　かぼちゃのカレー炒め、
　　　　　旬菜サラダ、
　　　　　もずくの味噌汁
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
参加費　500円
申込期限　７月16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３回なかよし広場
■内　容　たのしいおはなし
　　　　　（お話会と親子でできる手遊び)
■日　時　７月９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・タオル
※動きやすい服装、汚れてもいい服で来てください。

●問　長洲幼稚園（☎78-4680）

定期予防接種のお知らせ
　昨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。ご注意ください。

※子宮頸がんワクチンについては、平成 25年４月
から定期予防接種となりましたが、現在、積極的な
接種勧奨を一時差し控えています。

☆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、測定しに遊びにお越しください。ご不明
な点があれば、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
小児肺炎球菌ワクチン

生後 2カ月～ 5歳未満の
こども


