
Happ y Birt hday

（平成 26年２月 28日受付分まで、敬称略）
中川　健

たける

くん
（出町）

淵上カイトくん
（腹赤）

吉本　英
えいこう

晃くん
（古城）

福田　レイちゃん
（上沖洲）

城戸　望
み お り

織ちゃん
（赤崎）

濱﨑　夏
な つ き

生ちゃん
（大明神）

田中　陽
は る な

夏ちゃん
（古城）

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！

３月14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。

古賀　豊
みのる

ちゃん

大森千
ちはる

暖ちゃん

月岡麻
あさと

人ちゃん

平田悠
ゆうと

翔ちゃん

林田結
ゆいな

菜ちゃん

作山斗
と あ

逢ちゃん

平成 25年４月７日
向野北

パパ 武さん　
ママ 春菜さん
♡パパとママから
♡４月 baby ♡
豊が生まれてから毎
日が笑いと涙と感動
でとっても楽しいで
す。
いろんな物を見て感
じてゆっくり大きく
育ってください♡
１歳の誕生日おめで
とう☆

平成 25年４月５日
向野北

パパ 康瑛さん
ママ 香織さん
♡パパとママから
♡４月 baby ♡
おしゃべり大好き、
ミッキー大好き！
これからも元気に成
長してみんなにたく
さんの笑顔を見せて
ね☆

平成 25年４月９日
向野北

パパ 丈晃さん　
ママ のぞみさん
♡パパとママから
♡４月 baby ♡
麻人、１歳の誕生日
おめでとう！
パパとママのところ
に生まれてきてくれ
てありがとう。
これからもたーくさ
ん笑顔みせてね☆
大スキだよ！

平成 25年４月５日
向野北

パパ 敏也さん　
ママ 亜希子さん
♡パパとママから
♡４月 baby ♡
悠翔、お誕生日おめ
でとう！
悠翔の笑顔でみんな
も笑顔になります。
いつもありがとう。

平成 25年４月 12日
向野北

パパ 直樹さん
ママ 春菜さん
♡パパとママから
♡４月 baby ♡
ユーじいちゃん、
ヒーたんいつもあり
がとう。
また一緒に遊んで
ね。
ゆいちゃんのお家に
も遊びに来てね。

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

　生活習慣などが原因で起こるさまざまな生活習慣
病は自覚症状が何もないため、年に一度は健診（検
診）を受けて自身の健康状態を確認しましょう。
■日　時　６月６日㊎～14日㊏
■場　所　町中央公民館
※国保の特定健診では、本年度から心電図検査を追
加しました。また、節目年齢の人は特定健診を無
料で受けることができます。詳細は現在送付して
います事前申込書で確認いただき希望内容を早め
に申し込みください。

●問 特定健診に関すること
　福祉保健介護課　国保医療係（☎78-3139）
　がん検診に関すること
　すこやか館（☎75-7515）

対象 手当額

特別児童
扶養手当

身体や知的・精神に
中程度以上の障がい
のある、20歳未満の
児童を養育している
人に対して支給され
る手当

１級（重度障害児）
月額49,000円

２級（中度障害児）
月額33,230円

障害児
福祉手当

身体や知的・精神に
重度の障がいがあ
り、日常生活におい
て常に介護を必要と
する在宅の20歳未満
の重度障がい者に対
して支給される手当

月額
14,140円

特別障害
者手当

身体や知的・精神に
著しく重度の障がい
があり、日常生活に
おいて常に特別の介
護を必要とする在宅
の20歳以上の重度障
がい者に対して支給
される手当

月額
26,000円

■対 　 象　19～39歳
■健診内容　身体計測、血圧測定、血液検査（脂質
　　　　　　代謝、糖代謝、肝機能、腎機能など）、

尿検査、心電図
■健診方法　中央公民館で行う集団健診
　　　　　（６月予定）
■自己負担金　2,000円（健診費用9,000円相当）
●問 すこやか館（☎75-7515）

■対　象　4月2日以降に70歳の誕生日を迎える人。
（誕生日が昭和19年4月2日以降の人）

■２割負担時期　70歳の誕生日の翌月（ただし、各
月1日が誕生日の人はその月）から。

●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎78-3139）

　4月以降も医療費の窓口負担は1割のまま変わりま
せん。
■対　象　4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人。

（誕生日が昭和19年4月1日）
■その他　一定の所得がある人は、3割負担になり

ます。
●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎78-3139）

※本年度から額が改定されました。また、所得によ
る制限があります。

※申請が認められた場合、申請月の翌月から支給さ
れます。

※申請に必要な書類（認定請求書、障害認定診断書
など）や支給対象とならない場合など、手当ごと
に異なりますのでお問い合わせください。

●問 福祉保健介護課　福祉係（☎78-3135）

■対　象　65歳以上の人
　　　　（３月に受診票を送付しています）
■日　程

　３月末に簡易書留により皆さんへ新年度の保険
証をお送りしています（本年度は黄色の保険証で
す）。以前の保険証の有効期限は３月31日です。ま
だ新しい保険証を受け取っていない場合はご連絡く
ださい。
●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎78-3139）

■検診時間　午前９時30分～11時30分
　　　　　　午後１時30分～３時
※異常がなかった人には通知しませんので、ご了承
ください。

●問 すこやか館（☎65-7515）
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今年も特定健診・がん検診を受けましょう

各種児童手当をご活用ください

若年者の健康診査をご利用ください

４月２日以降に 70歳になる人の窓口負担が２割に

4月 1日までに 70歳になった人は窓口負担が 1割です

結核検診をご利用ください

本年度の国民健康保険被保険証を郵送しました

時間 場所

４月14日㊊ 午前 すこやか館午後

４月15日㊋ 午前 町民研修センター午後

４月21日㊊ 午前 梅田公民館
午後 上沖洲公民館

４月22日㊋ 午前 地域福祉センター午後

４月23日㊌ 午前 清源寺公民館午後
４月24日㊍ 午前 すこやか館

平成 25年４月４日
宝町

パパ 明幸さん
ママ 絵理さん
♡パパとママから
♡４月 baby ♡
斗逢、１歳の誕生日
おめでとう♡
とにかく！
あかるく元気に育っ
てね！
パパとママに幸せを
ありがとう♡
大好きだよ♡

誕生日 出生児 性 保護者名 行政区

１.29 猪口　紗
さ な

菜 女 赤崎

１.29 廣田　　翼
つばさ

男 翔 東荒神

１.31 森　　心
ここな

那 女 勉也 赤崎

２. ３ 森川　結
ゆづき

月 女 勝也 宝町

２.13 吉田　樟
しょうだい

大 男 拓也 向野北

２.13 桑名　世
せ な

絆 男 徹 清源寺

２.14 山下　麗
れ お

桜 女 大樹 向野北

２.15 内野　想
そうた

太 男 治 向野北

２.16 永江　春
はるか

花 女 洋一 向野

２.23 能見　菜
な こ

子 女 祐介 向野北



今月の納期

－４月分 －
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　４月30日㊌

（※上下水道使用料については、口座振替日が４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 ☎

 ４月 ６日㊐ 棚瀬医院（玉名市岱明町高道） 57-0103
 ４月13日㊐ 多田隈内科医院（向野） 78-3011
 ４月20日㊐ 古庄胃腸科内科（玉名市岱明町大野下） 57-0013
 ４月27日㊐ 有明成仁病院（鷲巣） 78-1133
 ４月29日㊋ 福本内科医院（玉名市岱明町鍋） 57-2811
 ５月 ３日㊏ 田宮二郎内科（東荒神） 78-2150
 ５月 ４日㊐ 淡河・黒田医院（駅通） 78-6517
 ５月 ５日㊊ 田宮春生堂医院（上町） 78-0551
 ５月 ６日㊋ 本田医院（玉名市岱明町大野下） 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
　昨年の4月から広報担当となってはや 2年。思えばあっという
間の 2年だったと今振り返り感じています。広報をしていたから
こそ、いろんな人と出会い、つながることができました。そして、
もっともっとこの町を好きになることができました。古里の素晴
らしさを改めて知りました。広報を通じて少しでも伝えられたの
か、それは分かりませんが、この町は本当に素晴らしい町なんだ
ということを一人でも多くの人に知っていただければと願うばか
りです。次は違う分野でこの町の素晴らしさを伝えていくことに
なります。短い間でしたが、ありがとうございました。感謝。感謝。

（前田直樹）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング

春キャベツのピーナツ和え
〔材料〕（４人分）
キャベツ240ｇ、ピーナツ20ｇ、しょうゆ大さじ１、砂糖
大さじ１
◎１人分の栄養価
エネルギー55kcal、タンパク質2.5ｇ、脂質2.5ｇ、塩分
0.6ｇ

〔作り方〕
❶キャベツは１㎝幅くらいの短冊に切り、耐熱皿に入れて
レンジ600Ｗで３分加熱する。絞りやすいように冷まして
おく。
❷ピーナツはすり鉢で好みの細かさにすり、しょうゆ・砂
糖を加えて混ぜる。
❸❶のキャベツを絞り、❷であえる。

生ではなかなか量を食べられないキャベツも、少し加熱す
るとたくさん食べられます！旬の春キャベツを味わいま
しょう。

※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）

4月・５月の行事

子 育 て 情 報
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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。

４月にこにこサロン「交流会」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせ  など）

■日　時　４月25日㊎　午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対　象　１歳の誕生日を迎える幼児とその保護者

■日　時　４月３日㊍　午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対　象　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　未就学児親子

はいはい・よちよち・かけっこ大会

にこにこサロン「こいのぼり制作」

親子体操　※事前申し込みが必要です。

ベビーマッサージ　※事前申し込みが必要です。

■日　時　４月30日㊌　午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対象年齢　はいはいの部…１歳未満
　　　　　よちよちの部…１歳以上～２歳未満
　　　　　かけっこの部…２歳以上～未就学児
■申込期限　４月19日㊏
※対象年齢はあくまで参考年齢です。
※受け付けは開始10分前までにお済ませください。
※事前申み込みが必要です。

■日　時　５月１日㊍　午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対　象　未就学児親子

■日　時　５月12日㊊　午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対　象　未就学児親子20組程度
　　　　　※定員になり次第締め切ります。
■持参品　動きやすい服装・水分補給の飲料
■申込期間　４月21日㊊～５月８日㊊

■日　時　４月14日㊊　午前10時30分～
■場　所　子育て支援センター
■対　象　１歳未満の乳児とその保護者
■持参品　バスタオル１枚

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　４月３日㊍、17日㊍
　　　　　午前10時～11時30分
　　　　 （午前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か月児あかちゃんひろば（平成26年２月生まれ）

４月の乳幼児健診
■日　時　４月30日㊌　午前10時30分～正午

　 ８日㊋　７カ月児健診（対象：平成25年８月生まれ）
　16日㊌　１歳６カ月児健診（対象：平成24年８月～９月生まれ）
　25日㊎　３カ月児健診（対象：平成25年12月生まれ）
※対象者には１カ月前までに通知します。

子育てサークル「でてこんね～」

ママ力アップ
■日　時　４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
■対　象　未就園児の母親　託児有
■内　容　カフェ＆栄養のはなし
　　　　（手作りのパン＆ケーキ コーヒー・紅茶）
■定　員　10人
　　　　　※定員になり次第締め切ります。
■持参品　お子さん用の飲み物
■参加費　軽食代　300円
■サークル参加費　200円（託児保険料込み）
■申込期限　４月５日㊏
■託児場所　すこやか館
　　　　　※10分前には、お子さんをお預けください。

◎事前申し込みが必要です

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。

『ながすクッキング教室』を開催します
※事前申し込みが必要です

■日　時　４月25日㊎　午前９時30分～午後１時
■場　所　すこやか館　調理室
■内　容　長洲の特産品を使った料理
■献　立　ミニトマト丼
　　　　　ミニトマトみそ汁
　　　　　コールスロー
■持ってくる物　エプロン、三角巾、米半合、
　　　　　　　　スリッパ、ふきん２枚
■参加費　500円
■申込期限　４月21日㊊
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

男性も大歓迎です !!

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 ☎ 080-4318-9525
　　ホームページアドレス http://cutuecutue.jimdo.com/

子育て支援ワーカーズぽっかぽか
たくさんのお母さんがぽっかぽかの笑顔になれるよう
子育て支援をしています。

●問 岩﨑 ☎ 080-2792-3913
　　pokkapoka-house@docomo.ne.jp


