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（平成 25年 11月 30日受付分まで）
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翠くん
（向野北）

誕生日 出生児 性 保護者名 行政区
10.21 福本　華

か こ

子 女 聖 腹赤新町

10.30 宮本　大
たいが

雅 男 祥貴 向野北

10.30 冨永　唯
ゆいか

嘉 女 尚弥 向野北

10.30 梅村凜
りんたろう

太郎 男 誉史 駅通

11. ６ 久保　聖
せいら

愛 女 誠一 清源寺

11.11 中川　達
たつや

也 男 幸二 出町

11.13 髙木　梨
りんか

花 女 敏夫 古城

11.14 田上　天
そらと

翔 男 直樹 宮崎

11.19 村上　紅
こうが

牙 男 亮 塩屋

11.21 中島　花
かすみ

純 女 直哉 東荒神

11.24 橋本こころ 女 善弘 向野北

11.25 千代原楓
かのん

音 女 一弘 東荒神

子どもの歯をむし歯から守ろう！
　町では、年3回むし歯予防のためのフッ化物塗布を町
内保育所・幼稚園で行っています。就園児以外の受け
付も行っています。希望する人は、各保育所へお問い
合せの上、お申込みください。

■対象年齢　1～３歳の子ども
■費　　用　無料
■持ってくるもの　印鑑
■場　　所
・長洲保育所（☎78-2280）２月７日㊎午後１時30分～
・上沖洲保育所（☎78-1818）２月６日㊍午後１時～
・腹赤保育所（☎78-0406）２月19日㊌午前９時30分～
・清里保育所（☎78-0407）２月20日㊍午後１時～
・六栄保育所（☎78-0954）２月26日㊌午前９時30分～

●問 すこやか館（☎65-7515）

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！

11月８日におこなった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。

德山麻
まりん

凛ちゃん 元村　桂
けい
ちゃん

平成 25年１月 11日　平原
パパ 勇一さん　ママ 麻美さん

♡パパとママから
お誕生日おめでとう。
ママのお腹にいるときから元気良くて
麻凛の笑顔見るだけでみんなが元
気になるよ。パパとママの子ども
に生まれてくれてありがとう。
大好きな大好きな麻凛。

平成 25年 1月 16日　平原
パパ 佳広さん　ママ 彩香さん

♡パパとママから
1歳の誕生日おめでとう！
桂くんの元気な姿と笑顔に
みんなパワーをもらっています。
これからもたくましく育ってくだ
さい♡

掲載募集中！
初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

　全国的にインフルエンザの患者が増加しており、
県内でも、今シーズン初のインフルエンザ疾患によ
る学年・学級閉鎖の報告がありました。インフルエ
ンザは、これから増加し始め、１月から２月にかけ
てピークを迎えます。
　次の対策をしっかり行い、感染を予防しましょう。
（１）ワクチンを接種する
　インフルエンザワクチン
は、感染後に発病する可能性
を低減させる効果と、インフ
ルエンザにかかった場合の重
症化防止に効果があります。
（２）咳（せき）エチケット
を守りましょう
　インフルエンザは主に「せ
き」や「くしゃみ」の際に口
から発生される小さな水滴
（飛沫（ひまつ））で感染し
ます
（３）外出後は手を洗う
　流水・石鹸による手洗い
は、感染症の原因になるウイ
ルスなどを取り除くのに有効
な方法です。インフルエンザ
ウイルスにはアルコール消毒
も効果的です。
（４）湿度を50％～60％に
保つ
　空気が乾燥すると気道の粘
膜が弱くなり、インフルエン
ザにかかりやすくなります。
特に乾燥しやすい室内では、
加湿器などを使って適切な湿度（50～60％）を保
つことが効果的です。
（５）十分な栄養とバランス
が取れた食事
　身体の抵抗力を高めるため
に、十分な休養とバランスの
とれた栄養摂取を日ごろから
心がけましょう。
（６）人混みや繁華街への外
出を控える
　インフルエンザが流行して
いるときは、人混みや繁華街
への外出を控えましょう。や
むを得ず外出して人混みに入
る可能性があるときには、ある程度の飛沫(ひまつ)
を防ぐことができる不織布（ふしょくふ）のマスク
を着用しましょう。
●問 すこやか館（☎65-7515）

■接種期限　１月31日㊎
■申請期限　３月31日㊊
■助成対象者
（１）定期接種
①予防接種当日に65歳以上の高齢者
②予防接種当日に60歳～64歳の人で、心臓や腎
臓、呼吸器などに障がいがある人（身体障害者
手帳１級程度）

（２）任意接種
①乳幼児～高校３年生相当の年齢以下の人（小学
生までは２回まで助成可能）

②妊婦
③60歳未満の身体障害者手帳１級の人で、心臓や
腎臓、呼吸器などに疾患がある人

④65歳未満で生活保護世帯の人
■助成上限額・自己負担額（※生活保護世帯の人は
全額助成）
（１）定期接種
・助成上限額　3,700円
・自己負担額　1,000円
（２）任意接種
・助成上限額　2,000円
・自己負担額　1,000円
※原則、接種料金から自己負担額1,000円を差し引
いた額が助成額となります。
※接種料金によっては助成額と自己負担額が変更に
なる場合があります。
■助成方法
（１）定期接種
①町内の医療機関で接種の場合
　自己負担額1,000円を医療機関窓口でお支払い
ください。その他の手続きは不要です。

※生活保護世帯の人は、医療機関窓口で一旦自己
負担額1,000円を支払い、医療機関で発行され
る領収書、印鑑（スタンプ印以外）、通帳を持
参の上、すこやか館で手続きをしてください。

②町外の医療機関で接種する場合
　医療機関窓口で接種料金（全額）をお支払いい
ただき、医療機関で発行される領収書予防接種
予診票、印鑑（スタンプ印以外）、通帳を持参
の上、すこやか館で手続きください。

（２）任意接種
医療機関で接種料金（全額）を支払い、医療機関で
発行される領収書、印鑑（スタンプ印以外）、通帳
を持参し、すこやか館で手続きください。
●問 すこやか館（☎65-7515）
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インフルエンザが流行中！ご注意を インフルエンザの予防接種費用助成の
対象接種期限は１月 31日まで



今月の納期
－１月分 －

町県民税（普通徴収）４期・国民健康保険税（普通徴収）７期・介護保険料（普通徴収）７期
後期高齢者医療保険料（普通徴収）６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　１月31日㊎

（※上下水道使用料については、口座振替日が１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 ☎

 １月 ５日㊐ 本田医院（玉名市岱明町大野下） 57-0012

 １月12日㊐ 西山クリニック（腹赤） 78-7811

 １月13日㊊ いまおかクリニック（古城） 78-3410

 １月19日㊐ 坂田内科医院（玉名市岱明町高道） 66-8600

 １月26日㊐ 棚瀬医院（玉名市岱明町高道） 57-0103

 ２月 ２日㊐ 多田隈内科医院（向野） 78-3011

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
　皆さん明けましておめでとうございます。2014 年がスタート
しました。去年はどのような年でしたか。そして、今年はどんな
年にしたいですか。一年の計は元旦にあり。小さくても大きくて
も、少しでも目標を持ちながら一年を過ごしていきたいものです。
今年は冬季五輪が開催されます。日本を代表して選手たちがきっ
と大活躍してくれることでしょう。日本が一つになる瞬間はもう
すぐそこまできています。さあ、一丸となって応援しましょう！
頑張れ！ニッポン！（直）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

ごま酢サラダ
〔材料〕（４人分）
ごぼう1/3本、にんじん1/3本、きゅうり1/2本、玉ねぎ1/4
個、ごま油小さじ２、A｛ 酢大さじ２、砂糖小さじ２、塩小さ
じ1/3 ｝、すりごま大さじ１、一味唐辛子小さじ1/6
◎１人分の栄養価
エネルギー59kcal、タンパク質1.1ｇ、脂質3.1ｇ、
塩分0.3ｇ

〔作り方〕
❶ごぼうは、ささがきにして水にさらし、水気を切る。
❷にんじん、きゅうりはせん切りにする。
❸玉ねぎは薄切りにして水にさらし、水気を切る。
❹フライパンにごま油を熱し、ごぼうとにんじんを炒め
る。Ａを加え、ひと煮立ちしたら、すりごまと唐辛子を
ふって混ぜる。
❺きゅうりと玉ねぎをボウルに入れ、❹を熱いうちに加え
て混ぜ、そのまま冷やして味をなじませる。

　野菜のシャキシャキした食感が楽しいサラダ。
　酢や唐辛子を使った減塩メニューです。

※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・２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。

クッキング教室　※事前申し込みが必要です。

１月にこにこサロン「七草を知ろう」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせ  など）

■日　時　１月24日㊎　午前10時30分～
■対象者　１歳の誕生日を迎える幼児とその保護者

■日　時　１月31日㊎　午前10時30分～
■対象者　未就学児親子　12組
　　　　　※定員になり次第締め切ります。
■持参品　エプロン、手拭きタオル
■申込期間　１月13日㊊～25日㊏

■日　時　１月９日㊍　午前10時30分～
■対象者　未就学児親子

■日　時　毎週火曜日　午前11時～
■対象者　未就学児親子

２月にこにこサロン「豆まき」

おゆずり会

■日　時　２月６日㊍　午前10時30分～
■対象者　未就学児親子

■日　時　２月19日㊌　午前10時～正午
■対象者　未就学児親子やその家族、興味のある人
■内　容　おゆずり会では、子ども服130㎝ま

での洋服や小物などがあります。
（夏物も冬物もあります。）お気に

　　　　　入りの洋服が見つかるかもしれません。
　　　　　お友達も誘って気軽にご参加ください。

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　１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※場所はいずれも子育て支援センター

２か月児あかちゃんひろば（平成25年11月生まれ）
■日　時　１月22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　１月16日㊍
　　　　　午前10時30分～11時30分
■場　所　町中央公民館　教養文化室
■対　象　未就園児親子

※開始10分前には、集合してくださ
い。

■内　容　ベビーマッサージ
(親子のタッチケア―を通じて絆を深
め、赤ちゃんの精神の安定と身体の
発達を促します）

■定　員　15組
　　　　　※定員になり次第締め切り
■持参品　バスタオル、子どもの飲みもの
■申込期限　１月15日㊌

◎全て事前申込が必要です。

荒玉地域
子育て
サークル

☆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。
不明な点は職員までお問い合わせください。

☆お知らせ☆
お家にある「もう着れないなぁ」「誰かにゆずって
もいいかなぁ」という洋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、洋服は返却いたし
ませんので、予めご了承ください。
 ■回収期間　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　１月17日㊎　午前９時30分～午後１時
■場　所　すこやか館　調理室
■内　容　減塩の正月料理
■献　立　雑煮、
　　　　　松風ミートローフ、
　　　　　揚げれんこんのバルサミコ酢和え、
　　　　　野菜の含め煮
■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
■締切日　１月14日㊋
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

男性も大歓迎 !!


