
Happ y Birt hday

（平成 25年８月 31日受け付け分まで）

竹本　翔
しょうえい

瑛くん
（清源寺区）

白井　景
け い の

乃ちゃん
（古城区）

村里　明
は る か

花ちゃん
（清源寺区）

村上　琥
こ ど う

童くん
（腹赤区）

濱村　優
ゆ づ き

月ちゃん
（清源寺区）

誕生日 出生児 性 保護者名 行政区

７. ９ 西坂　光
こうき

貴 男 将平 東荒神

７.29 田口　心
こはる

晴 女 栄作 向野北

７.29 荒西仁
に あ な

愛奈 女 晃平 東荒神

７.30 村上怜
れ い な

衣菜 女 聡 平原

８. ２ 福田　了
りょうが

我 男 了樹 東荒神

８. ７ 森田　瑚
こ こ

々 女 健人 向野北

８. ７ 富岡昊
こうしろう

志朗 男 翔太 向野北

８. ７ 宮本　結
ゆ め

芽 女 敦 向野

８. ９ 村上　壱
いっせい

青 男 宜隆 向野北

８.12 西山　結
ゆ な

菜 女 直人 向野北

８.13 片山和
わ か こ

榎子 女 竜成 清源寺

８.19 松本　　尚
なお

男 悠 大明神

８.20 藤井　健
たける

瑠 男 健 向野北

８.20 栗原　玲
れいき

暉 男 悠 出町

８.24 竹村　蒼
そ ら

空 女 覚 平原

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！

９月20日に行った
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。

■検診の種類と対象年齢 ※平成25年4月1日時点の年齢
・子宮頸がん検診
　20歳、25歳、30歳、35歳、40歳の女性
・乳がん検診
　40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の女性
・大腸がん検診
　40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男女
■子宮頸がん・乳がん検診場所　荒尾市民病院健康管
理センターまたは公立玉名中央病院付属健診センター
■費　　用　無料
■無料クーポン券の有効期限　12月 27日㊎
■そ の 他
・子宮頸がんと乳がんの検診対象者には５月下旬に
案内を郵送しています。

・事前予約が必要です。がん検診手帳内に記載して
いる予約電話番号へご連絡ください。

・受診の際は、クーポン券と本人と確認できるもの
（運転免許証・保険証など）を提示ください。
・大腸がん検診対象で、まだ大腸がん検診を受けて
いない人には 10月下旬に案内を郵送します。

●問 すこやか館（☎ 65-7515）

■健診期間　10月１日㊋～ 25日㊎
■持ってくるもの
　・後期高齢者健康診査の質問票（個別通知）
　・後期高齢者医療被保険者証
■健診料金　800 円
■検査内容
　・問診、身体計測（身長・体重）、診察、血圧測定
　・尿検査（尿たん白・尿糖・尿せん血）
　・血液検査（脂質、糖代謝、肝機能、腎機能など）
■実施医療機関

※健診日は朝食をとらないでください。
※事前に問い合わせ・予約をしてください。
●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎ 78-3139）

■対　象　１～３歳の子ども
　　　　　（未就園児の受付も行っています）
■費　用　無料
■申請方法　各保育所にお申し込みください
■持ってくるもの　印鑑
■各保育所のフッ化物塗布の日程
　・上沖洲保育所（☎ 78-1818）
　　10月 ３ 日㊍ 午後１時～
　・六栄保育所 （☎ 78-0954）
　　10月 ９ 日㊌ 午前９時 30分～
　・長洲保育所 （☎ 78-2280）
　　10月 ９ 日㊌ 午後１時 30分～
　・清里保育所 （☎ 78-0407）
　　10月 10日㊍ 午後１時～
　・腹赤保育所 （☎ 78-0406）
　　10月 30日㊌ 午前９時 30分～
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

■接種期間　10月１日㊋～平成 26年１月 31日㊎
■助成対象者等

■申請方法
　領収書・通帳・印かんをすこやか館までご持参く
ださい。
※接種の際は必ず医療機関へ事前予約をお願いいた
します。
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

■日　時　10月 29日㊋
　　　　　（受付時間　午前９時30分～11時30分）
■場　所　役場玄関前
　※献血カードまたは献血手帳をお持ちください
●問 すこやか館（☎ 65-7515）

クーポン券でがん検診を無料で受診できます 後期高齢者健康診査を実施します

フッ化物塗布を行います

インフルエンザ予防接種の助成を行います

400ml 献血にご協力ください

保健・子育て情報
Nagasu

  Health

福田龍
たつのすけ

之助ちゃん 木下幸
ゆきと

音ちゃん 西田碧
りいど

杜ちゃん

平成 24年９月 10日　建浜区
パパ 浩太郎さん　ママ 志穂美さん

♡パパとママから
○たくましくて ○つよくて ○のびのび。
○すべって転んで　○けがしても毎日
元気な龍之助。みんな大好きです。

平成 24年９月 26日　新山区
パパ 和幸さん　ママ 三幸さん

♡パパとママから
好奇心旺盛で目が離せなくて大変
だけど、幸音の笑顔を見ると癒さ
れるよ。
パパとママの所に生まれてくれて
ありがとう。

平成 24年９月 14日　向野北区
パパ 智さん　ママ 由佳さん

♡パパとママから
お誕生日おめでとう。
毎日ニコッとした笑顔に癒されてるよ。
りいどの食べっぷりはいつもたくまし
いね！
お姉ちゃんとお兄ちゃんとこれからも
いっぱい楽しく遊ぼうね♡

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

医療機関名 住　所 電話番号 受付時間 休診日
有 明 成 仁
病 院 宮野2775 78-1133 午前９時～

正午 日・祝祭日

池 本 内 科
医 院 長洲1354 78-0527 午前９時～

11時30分 問い合わせ

い ま お か
クリニック 宮野1468-1 78-3410

午前９時～
11時30分
〈要予約〉

日・祝祭日

淡 河 黒 田
医 院 梅田696-1 78-6517 午前９時～

11時30分 日・祝祭日

多田隈内科
医 院 宮野187-1 78-3011 午前９時～

11時30分
土・日・
祝祭日

田宮春生堂
医 院 長洲1392 78-0551 午前９時～

11時30分
土・日・
祝祭日

田 宮 二 郎
内 科 長洲2932-3 78-2150 午前９時～

11時30分
土・日・
祝祭日

西 山
クリニック 清源寺2794-1 78-7811 午前９時～

正午 日・祝祭日
対象 助成回数 助成額 町内医療機

関での接種
町外医療機
関での接種

①予防接種当日に、
65歳以上の人、ま
たは60歳～64歳の
人で心臓・腎臓・呼
吸器の機能などに障
がいのある人（身体
障害者手帳１級程
度）

１回 自己
負担額
1,000円

助成
上限額
3,700円

自己負担額
の1,000円を
医療機関窓
口で支払っ
て接種しま
す。助成申
請は必要あ
りません。

医療機関窓
口で一旦全
額支払い、
助成申請を
してくださ
い。

②乳幼児～小学生 ２回 自己
負担額
1,000円

助成
上限額
2,000円

医療機関窓口で一旦全額支
払い、助成申請をしてくだ
さい。③中学校～高校３年

生、妊婦、心臓・腎
臓・呼吸器の機能など
に障がいのある人（身
体障害者手帳１級）

１回

④生活保護世帯に属
する人（全額助成）

①③１回
②２回

全額 予防接種後に助成申請をし
てください。



今月の納期
－10月分 －

町県民税３期・国民健康保険税（普通徴収）４期・介護保険料（普通徴収）４期
後期高齢者医療保険料（普通徴収）４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　10月31日㊍

（※上下水道使用料については、口座振替日が10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。
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 ☎

10月 ６日㊐ 淡河・黒田医院（駅通） 78-6517
10月13日㊐ 福本内科医院（玉名市岱明町鍋） 57-2811
10月14日㊊ 田宮二郎内科（東荒神） 78-2150
10月20日㊐ 有明成仁病院（鷲巣） 78-1133
10月27日㊐ いまおかクリニック（古城） 78-3410
11月 ３日㊐ 本田医院（玉名市岱明町大野下） 57-0012
11月 ４日㊊ 西山クリニック（腹赤） 78-7811

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
今回は高齢者の特集でした。特集の中でいろんな高齢者の人にお
会いしましたが、皆さん年齢を感じさせないぐらい元気、元気。
自分の方が年寄りじゃないかと思うぐらいパワーがみなぎってい
ました。自分が果たして同じぐらいの年齢になったときに同じよ
うに元気に生き生きと過ごしていられるだろうか、そういう意味
では今のうちから体づくり、健康づくりを始めることも考えない
といけないですね。うーん、何やろうか。まずは歩いてみるか。
いや、スポーツ、いや、筋トレ、うーん、しばらく考えます（直）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

もやしナムル
〔材料〕（２人分）
もやし１袋（200ｇ）、水大さじ２、Ａ｛鶏がらスープ（粉
末）小さじ1/2、ごま油小さじ１、濃口しょうゆ小さじ１｝、
いりごま小さじ1/2
◎１人分の栄養価
エネルギー42kcal、タンパク質2.3g、脂質2.6g、塩分0.7g

〔作り方〕
❶もやしは洗って、耐熱容器に入れる。
❷水を加えてラップをかけ、電子レンジ600Ｗで２分加熱
する。
❸湯を捨て、Ａと混ぜ合わせる。
❹器に盛って、ごまを散らす。

忙しいときでも、手軽に野菜100ｇを食べることができる
メニューです。お好みでラー油をたらして、お酒のつまみ
にもどうぞ。

※医院の都合で変更することがあります。
　☎73-6000でお確かめください。
※診療時間は　午前９時～午後５時です。
　小児科の夜間救急診療は、有明消防本部（☎73-5271）または
　公立玉名中央病医院救急センター（☎73-5000）へお問い合わせください。

●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

1 0・11月の行事

子 育 て 情 報
Nagasu

  Health

子育て支援センター

１歳の誕生会　※対象者には、事前に案内文を送付します。

10月にこにこサロン「子育て講演会」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせなど）

はいはい・よちよち大会　※事前申し込みが必要です。

■日　時　10月25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　10月３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
■講師名　江口竜一
　　　　　演題「大切なあなたへ伝えたいこと」

■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

11月にこにこサロン「ふれあい遊び」
■日　時　11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
■講師名　中山里佳
■内　容　キッズ（ベビー）ビクスやバランス
　　　　　ボールを使ったふれあいあそびなど

■日　時　10月30日㊌　午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対象者　はいはいの部：１歳未満
　　　　　よちよちの部：１歳～２歳未満
■申込期限　10月19日㊏
※当日は、10分前までに受付を済ませてください。
※上記年齢はあくまで参考年齢ですので、職員にお尋ねくだ
さい。

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うけましょう。
県では、妊娠11週以内での届出を勧めています。

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　10月８日㊋、22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

２か月児あかちゃんひろば（平成25年８月生まれ）
■日　時　10月23日㊌　午前10時30分～正午

子育てサークル「でてこんね～」

ママ力アップ
■日　時　10月10日㊍ 午前10時30分～11時30分
■場　所　中央公民館　教養文化室　すこやか館（託児場所）
■対象者　未就園児の母親　※託児有り
■内　容　骨盤体操（骨盤のゆがみを正す体操、
　　　　　ピラティス）
■費　用　100円（託児保険料として）
■定　員　15組　※定員になり次第締め切ります。
■持ってくるもの　バスタオル・水分補給用の飲みもの

◎全て事前申し込みが必要です

ママ力アップ
■日　時　10月24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　カラーセラピーのノウハウ＋実技
　　　　　〈ぷちパステルアート体験〉
　　　　　（色により潜在意識の中の本当の自分

に気づいてみませんか。ストレスの
解消や人付き合いに大活躍）

■材料費　500円（額付き）
■定　員　15組　※定員になり次第締め切ります。
■申込期限　10月17日㊍

荒玉地域
子育て
サークル

☆待っています☆
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。

☆おしらせ☆
２月に子育て支援センターで「おゆずり会」を実
施します。家にある「もう着れないなぁ」「誰か
にゆずってもいいかなぁ」という服があれば子育
て支援センターまでお持ちください。
なお、こちらに持参した洋服は返却いたしません。
あらかじめご了承ください。
　◆回収期間　10月３日㊍～平成26年２月10日㊊
　◆回収対象品　子ども服（130㎝までの洋服）、
　　　　　　　子ども用品、小物　など
　　　　　　　※洋服は、夏物・冬物どちらでも可

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/

『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　10月18日㊎　午前９時30分～午後１時
■場　所　すこやか館　調理室
■内　容　牛乳料理講習会（骨粗しょう症予防）
■献　立　ピザ２種、
　　　　　サラダピクルス、
　　　　　人参のスープ
■持ってくるもの エプロン、三角巾、
　　　　　　　 　スリッパ、ふきん２枚
■参加費　500円
■申込期限　10月15日㊋
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

男性も大歓迎 !!


