
■健診期限　平成 26年 1月 31日㊎まで
■内容　特定健診のみ
　　　　（国民健康保険加入者 40～ 74歳）
■健診項目
質問（問診）、身体測定（身長、体重、BMI、腹囲）、
理学的検査（身体診察）、血圧測定、※脂質検査（中
性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール）、
肝機能検査（GOT、GPT、γ -GTP）※腎機能検査（血
清クレアチニン）
※代謝系検査（空腹時血糖、HbA1c、血清尿酸）、尿
検査（尿糖、尿タンパク、尿潜血）

■費用　1,000 円
※受付時間や休診日などは変わることがあります。
事前に医療機関に問い合わせ、予約の上、受診し
てください。

※受診券を持っていない人はご連絡ください。
●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎ 78-3139）

■実施医療機関

保健・子育て情報
Nagasu

  Health

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス
検査を受けませんか？
■対象　県内に住所があり、過去に同じ検査を受け

たことがない人
■場所　有明保健所（毎週火曜日午後から）
■検 査 料　無料
■申し込み　事前申し込みが必要です。
●申 ・●問 有明保健所（☎ 72-2184）

新しい保険証を郵送しました
　8月から使用できる国民健康保険被保険者証（70
歳～ 74 歳の人）と後期高齢者医療被保険証を郵送
しています。以前の保険証は７月 31 日までの有効
期限になっています。
　新しい保険証を受け取っていない人はお問い合わ
せください。
●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎ 78-3139）

後期高齢者肺炎球菌ワクチン
接種費用を助成しています
　肺炎球菌ワクチンを下記期間内に接種した人で、
申請すると接種費用の一部を助成します（接種時に
医療機関にて一旦全額お支払い後の助成となりま
す）。

■接種期間と申請期間　
8月 1日㊍～ 12月 27日㊎
■助成額　2,000 円　
■持ってくるもの
①領収書
　（ワクチン名、被接種者名が記載されているもの）
②通帳（本人名義のもの）
③印鑑（認印）
④後期高齢者医療被保険者証
●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎ 78-3139）

医療機関での特定健康診査を実施しています

医療機関名 電話番号 受付時間

有明成仁病院 78-1133 月～土　午前９時～正午

池本内科医院 78-0527 月～金　午前９時～ 11時 30分

いまおかクリニック 78-3410 月～土　午前９時～ 11時 30分

淡河黒田医院 78-6517 月～金　午前９時～ 11時 30分

多田隈内科医院 78-3011 月～金　午前９時～ 11時 30分

田宮春生堂医院 78-0551 月～金　午前９時～ 11時 30分

田宮二郎内科 78-2150 月～金　午前９時～ 11時 30分

西山クリニック 78-7811 月～土　午前９時～ 11時 30分

荒尾市民病院 63-1115 月～金　時間は問い合わせ

■助成対象　次に掲げる（1）～（4）の全てを満たす人
（1）予防接種当日に長洲町に住所がある
（2）昭和 39年 4月 2日から平成 2年 4月 1日まで

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妊娠を予定している、または希望している女

性（妊婦は不可）
（4）風しんにかかったことが無い、または予防接種

を受けたことが無い人
■助成金額など

対象となるワクチン 助成額
風しんワクチン

3,000 円
麻しん風しん混合（MR）ワクチン
※助成は、１人につき１回限り
■接種期間　4月 1日～平成 26年 3月 31日
■申請期限　平成 26年 3月 31日
■持ってくるもの　領収書（風しん予防接種という
記載があるもの）、印かん、通帳（接種者本人の口
座の確認ができるもの）、妻に交付された母子健康
手帳（接種者が男性の場合）
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

■先天性風しん症候群に注意
　妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、
赤ちゃんも風しんウイルスに感染し、生まれつきの
難聴、白内障、心疾患、発達が遅れるなどの障がい
のある赤ちゃんが生まれることがあります。
〈予防のためにできること〉
○妊娠前の女性
　風しんの予防接種をご検討ください。接種後２カ
月間は避妊が必要です。
○成人男性
　風しんにかかったことがない人、ワクチンを接種
していない人は任意での接種をご検討ください。
○妊娠中の女性の家族
　妊婦に感染させてしまう可能性がありますので、
任意の予防接種をご検討ください。妊婦は予防接種
を受けることができません。
○ 1歳児、年長児
　定期予防接種の対象です。麻しん風しん混合（MR）
ワクチンを接種しましょう。無料で接種することが
できます。

風しんの予防接種費用を助成しています

■子どもの定期予防接種（対象者にはお知らせしています）
種類 接種費用 助成額 自己負担額

ヒブ 8,800 円

全額 0円

小児肺炎球菌 11,200 円
麻しん風しん混合（ＭＲ） 11,900 円
不活化ポリオ 9,900 円
四種混合 11,000 円
三種混合 5,850 円
ＢＣＧ 8,600 円
日本脳炎 7,000 円
二種混合 4,700 円
子宮頸がんワクチン（※） 15,900 円
※厚生労働省から通知があり、ヒトパピローマウイルス感染症（子
宮頸がん予防ワクチン）予防接種については、積極的勧奨を差
し控えています。予防接種を中止するものではありません。詳
細はすこやか館までお尋ねください。

■子どもの任意予防接種
種類 助成額

水ぼうそう 3,000 円
おたふくかぜ 3,000 円
■助成対象　1 歳～就学前の子ども
■申請期限　平成 26年 3月 31日
■持ってくるもの
①領収書（それぞれの予防接種という
記載があるもの）
②印かん
③通帳（保護者の口座の確認ができる
もの）
④母子健康手帳

●問 すこやか館（☎ 65-7515)

子どもの定期予防接種のすべてと任意予防接種費用の
一部を助成しています



■食品の衛生ルールを守りましょう
①調理する人は必ず手洗い
②調理場と服装はきれいに
　清潔に
③新鮮な原材料を用いる
④包丁などの調理器具を清潔に
⑤ゴキブリ、ネズミ駆除の
　徹底
⑥調理は迅速に、作り置き
　はしない
⑦冷蔵庫内の温度は常に
　10℃以下

●問 すこやか館（☎65-7515）

Happ y Birt hday

（平成 25年６月 30日受け付け分まで）

瓜生　尚稀くん
（向野北区）

村里友理奈ちゃん
（清源寺区）

荒木かなでちゃん
（新山区）

柿沼　美彩ちゃん
（東荒神区）

誕生日 出生児 性 保護者名 行政区

５．23 島﨑　　翔
かける

男 剛 宮ノ町

５．24 合志栄
えいのすけ

之維 男 尚記 平原

５．27 上村　琉
りゅうと

斗 男 麻也 立野

６．１ 大野結
ゆ ら な

蘭七 女 雄樹 腹赤

６．１ 中川美
み さ

咲妃
き

女 亜由美 上沖洲

６．３ 糸山　　湊
みなと

男 慎吾 下東

６．７ 久賀　心
ここな

那 女 祥平 向野

６．11 一色　寿
ひさと

飛 男 隆行 向野

６．12 水本　蓮
れん

翔
と

男 拓見 向野北

６．19 濱﨑　大
だいき

粋 男 慎太郎 大明神

６．23 坂井　陽
はるき

輝 男 幸二 梅田

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！

　７月10日㊌に行った３歳
児健康診査の歯科健診で、
むし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

猿渡　康生くん
（赤田区）

濱田幸
こう

志
し
ちゃん

平成 24年６月４日　建浜
パパ 徹さん　ママ 千秋さん

♡パパとママから
のんびり屋で甘えん坊だけれど
毎日少しずつ成長していく姿が
とてもたくましいです。
これからもお姉ちゃんと
仲良く元気に育ってね。

■家庭で特に注意すること
①食品は中心部まで火を通す
　こと
②調理した食品は早めに食
べる
③行楽時には、食べ物を前
日から作り置きしたり、
車内や直接日が当たる場
所に置いたりしないよう
に注意する
④手に切り傷がある人は、
手袋などをして、食品に
直接手を触れない

食中毒に注意しましょう！

　現況届は現在手当を受給している人も、支給停止
になっている人も提出しなければなりません。忘れ
ずに提出をお願いします。
■日時　８月12日㊊、13日㊋　午前9時～午後5時
■場所　役場１階ロビー
※当日は、事前に送付した封筒をお持ちください。
●問 子育て支援課（☎ 78-3126）

■支給対象
（１）生まれてから 18 歳になった最初の 3月 31 日

までの間で、次のいずれかの要件を満たす児童
を養育している父または母、父または母に代
わってその児童を養育している人
①父母が離婚した後、父または母のどちらかと生
活している児童

②父または母が死亡している児童
③父または母に重度の障がいがある児童
④父または母の生死が明らかになっていない児童
⑤父または母から引き続き１年以上遺棄されてい
る児童

⑥婚姻によらないで生まれた児童
（２）20歳未満で障がいのある児童を養育している父

または母や、父または母に代わってその児童を
養育している人（外国人を含む）

■手当額（児童一人につき）
・4月～ 9月まで
　全額支給　　　（月額）41,430 円
　一部支給　　　（月額）41,420 円～ 9,780 円
　第２子　　　　 5,000 円加算（月額）
　第３子以降　　 3,000 円加算（一人につき月額）
・10月から
　全額支給　　　（月額）41,140 円
　一部支給　　　（月額）41,130 円～ 9,710 円
　第２子　　　　 5,000 円加算（月額）
　第３子以降　　 3,000 円加算（一人につき月額）
■申請書類
　①戸籍謄本　　②住民票（世帯全員のもの）
　③年金手帳（年金加入者のみ）　
　④所得証明書（転入者）
　⑤通帳　⑥印かん
●問 子育て支援課（☎ 78-3126）

児童扶養手当現況届を提出しましょう 児童扶養手当制度でひとり親家庭
に手当てを支給します

■助成対象
　次の条件に全て当てはまる人
①町内に住所がある人
②ひとり親家庭の父または母、その者が扶養する児
童（生まれてから 18 歳になった最初の 3月 31
日までの間の児童）または父母のいない児童

③健康保険に加入している児童
④生活保護を受けていない児童
⑤児童扶養手当法に定める所得の範囲内の人
■助成内容
　医療機関および調剤薬局にかかった３分の２（100
円未満は切り捨て）を助成します。
※一定額以上の所得があるときは助成を停止する場
合があります。

●問 子育て支援課（☎ 78-3126）

ひとり親家庭等医療費助成制度で
医療費の一部を助成します

　同じ年代の子どもを持つママ同士が集まることで、
ママ友の輪が広がり、リフレッシュにもつながりま
す。一緒に楽しくサークルで活動してみませんか。
■活動内容
・毎月１回または２回
・場所は長洲町中央公民館（原則）
・基本的には、親子一緒に活動を行いますが、母親
のみの講座（託児付き）も実施。

　その際には、託児保険料として 100 円徴収します。
・会費　無料（材料代が必要な場合は別途徴収）
※８月の活動内容については26ページをご覧ください。
■対象　町在住の未就園児親子
※託児ボランティア・指導者ボランティアも随時募
集しています（登録制）。
●申 ・●問 子育て支援センター（☎ 78-4100）

子育てサークル「出てこんね～」
会員募集

■開所時間
①変更前　午前８時～午後７時
②変更後　午前７時～午後７時
■変更対象期間　各小学校の長期休業期間中
※長期休業期間中以外の土曜日と学校の振替休業日
の開所時間は午前８時～午後７時

●問 子育て支援課（☎ 78-3126）

学童保育所の長期休業期間中の
開始時間が変更となります



今月の納期
－8月分 －

町県民税2期・国民健康保険税（普通徴収）2期・介護保険料（普通徴収）2期
後期高齢者医療保険料（普通徴収）2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　9月2日㊊

（※上下水道使用料については、口座振替日が８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 ☎

8月  4日㊐ 福本内科医院（玉名市岱明町） 57-2811

8月11日㊐ 田宮二郎内科（東荒神） 78-2150

8月18日㊐ 淡河・黒田医院（駅通） 78-6517

8月25日㊐ 田宮春生堂医院（上町） 78-0551

9月  1日㊐ 本田医院（玉名市岱明町） 57-0012

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･･････････････････････････････････････ ☎78-3111（代）
■ふれあいセンター（中央児童館 ･子育て支援センター） ☎78-4100
■中央公民館（生涯学習課） ･････････････････････ ☎78-0053
■水道課（浄化センター）････････････････････････ ☎ 78-0126
■下水道課（浄化センター）･･････････････････････ ☎ 78-3515
■すこやか館（保健センター）････････････････････ ☎ 65-7515
■総合スポーツセンター･･････････････････････ ☎ 78-4777
■室内温水プール････････････････････････････ ☎ 78-6446
■健康福祉センター･･････････････････････････ ☎ 78-1037
■社会福祉協議会････････････････････････････ ☎ 78-1440
■シルバー人材センター･･････････････････････ ☎ 78-4642
■町民研修センター･･････････････････････････ ☎ 78-5226
■地域福祉センター･･････････････････････････ ☎ 78-2377
■障がい者虐待防止センター･･････････････････ ☎ 78-3811
■地域包括支援センター･･････････････････････ ☎ 78-3114
■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） ☎ 78-4433
■ながす未来館･･････････････････････････････ ☎ 69-2005
■長洲町図書館･･････････････････････････････ ☎ 69-2060
■地域情報センター･･････････････････････････ ☎ 69-2061
■金魚と鯉の郷広場･･････････････････････････ ☎ 78-3866

編集後記
いよいよ来月はのしこら祭り。今月の広報でもバッチリ宣伝
させていただいています。夏を締めくくるまつりとして皆さ
んぜひお越しください▼何度も同じ失敗をしています。成長
が見えない自分に本当に情けないばかりです。それでも声を
掛けてくれる人がいて、心配してくれる人がいて、自分は本
当に支えられながら生きているんだなとつくづく感じていま
す。同じ空の下、つながっていることを決して忘れずに、こ
れからも歩んでいかなければならない、その気づきの心に気
づくことができたような気がします（直）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

オクラと山芋のゼリーよせ
〔材料〕（４人分）
オクラ40g、塩適量、山芋80g、薄口醤油（下味用）小さじ2、
粉ゼラチン小さじ1、水大さじ2、Ⓐ（だし75cc、薄口醤油
小さじ1、みりん小さじ1）

◎１人分の栄養価
エネルギー25kcal、タンパク質1.7g、脂質0.1g、塩分 0.7g

〔作り方〕
❶ オクラは塩を振って板ずりし、熱湯でさっとゆでる。湯
切りして3mmくらいの小口切りにする。

❷ ゼラチンは分量の水でふやかしておく。
❸ 山芋は3cmくらいの棒状に切る。❶のオクラと山芋を混
ぜ、薄口しょうゆで下味をつける。

❹ Ⓐを鍋に入れて火にかけ、煮立ち始めたら❷のゼラチン
を加えて溶かす。火から下して粗熱を取り、鍋底を氷水
で冷やす。冷めたらバットに流して冷蔵庫で冷やす。

❺❸を器に盛り付け、❹をスプーンでかき混ぜてかける。

　見た目も涼しげな夏メニューです。山芋は棒状に切ると
シャキシャキした食感が楽しめます。

新イベント！『男性料理教室』開催！
料理は苦手…、長いこと包丁を使ってない…という男性の
皆さん！初心者でも簡単にできる料理をご紹介します。

■日　　時　8月28日㊌　午前9時30分～午後1時

■場　　所　すこやか館　調理室

■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

■申込期限　8月23日㊎ ※事前申し込みが必要です

●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

※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。
※診療時間は全て午前９時～午後５時

●問すこやか館（☎65-7515）

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）●問　長洲幼稚園（☎78-4680）

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

８月・９月の行事

子 育 て 情 報
Nagasu

  Health

子育て支援センター

人形劇鑑賞会　※事前申込が必要です。

１歳の誕生会　※対象者には、事前に案内文を送付します。

８月にこにこサロン「水遊び」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせなど）

ベビーマッサージ　※事前申込が必要です。

■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
■申込締切　８月３日㊏

■日　時　８月23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　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　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

９月にこにこサロン「ミニ運動会」
■日　時　９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

■日　時　９月12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
■持参品　バスタオル１枚
■申込開始　８月24日㊏～

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。

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　８月13日㊋、27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（平成25年６月生まれ）
■日　時　８月28日㊌　午前10時30分～正午

子育てサークル「でてこんね～」

ママ教育
■日　時　８月９日㊎　午前10時30分～11時30分
■場　所　中央公民館　教養文化室
■対象者　未就園児親子
■内　容　赤ちゃんサイン（視覚言語コミュニケーション）
　　　　　ベビースキンケア（スキンケアの正しいやり方）
　　　　　骨盤体操（体の歪みを正す体操）
■定　員　15組
※定員になり次第締め切ります。

◎全て事前申し込みが必要です

ママ力アップ
■日　時　８月22日㊍　
　　　　　午前10時30分～11時30分
■場　所　中央公民館　研修室　
■対象者　未就園児の母親 ※託児有
■内　容　カラーセラピー（色で心を癒すカウンセリングのノウハウ）
　　　　　パステルアート（絵が苦手でも簡単に描けます）
■費　用　材料代：500円、託児保険料：100円
■定　員　15組
■申込期限　８月15日㊍
※定員になり次第締め切ります。

荒玉地域
子育て
サークル

第４回　なかよし広場
■内　容　水であそぼう
■日　時　８月６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・タオル・帽子・
　　　　　　　　　水遊び用パンツ
★水遊びをしますので、パンツとタオルをお持ちください。
　（水遊びのおもちゃなどを持参も可）
　雨天の場合は、親子で手遊びや、先生達と楽しく遊びます。

☆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/


