
６月の催し物案内

６月のおはなし会

森の音楽会コンサート

アコースティックコンサート

ながす未来館文化ホールEvent
ながす未来館・図書館コーナー ●問 ながす未来館 ☎ 69-2005

●問 長洲町図書館 ☎ 69-2060

月／日（曜） 催し物 問い合わせ窓口 ①開場　②開演　③終演予定 入場料

６/ １㊐ チャリティー歌謡ショー
『玄海竜二』

興亜歌の会
（☎ 78-6268）

①午後０時30分　②午後１時
③午後３時30分

整理券が
必要です

６/ ８㊐ ピアノ・コーラス　コンサート
『リトルコンサート』 水町　成子 ①午後０時30分　②午後１時

③午後５時 無料

６/15㊐ ながす未来館自主事業
映画「体脂肪計タニタ社員食堂」

ながす未来館
指定管理者共同事業体
（☎ 69-2005）

上映時間
午前11時～　　 　午後２時～

大人・子ども共通 800円
ペア券 1,500 円
※当日200円アップ

６/21 ㊏
ながす未来館自主事業
KAZUMASA-BAND～ホワイエ
アコースティック　コンサート～

ながす未来館指定
管理者共同事業体
（☎ 69-2005）

①午後６時　　　 ②午後６時30分
③午後８時 無料

６/29㊐ 第 57回長洲町文化祭カラオケ
発表会

生涯学習課
（☎ 78-0053）

①午前９時　　　 ②午前９時30分
③午後５時 無料

■日　時　６月21日㊏ 午前10時30分
■場　所　長洲町図書館　おはなしコーナー

吉川万里・竹口美紀のシンセサイザー、民族楽器に
よるコンサート。
■日　時　７月20日㊐
　　　　　午後１時30分開場　午後２時開演
■会　場　未来館文化ホール
■チケット　大人　2,000円   子ども　1,500円
　　　　　ペア　3,000円（当日　500円アップ）
■主　催　ながす未来館指定管理者共同事業体

“ながす未来館自分発見プロジェクト”のギター教
室参加者の皆さんによるコンサート
■日　時　６月21日㊏
　　　　　午後６時開場  午後６時30分開演
■会　場　未来館ロビー（ホワイエ）
■入場料　無料
■主　催　ながす未来館指定管理者共同事業体

※変更がある場合がありますので、詳細は主催者にお問い合わせください。
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　スタジオとして営業していますが、文化祭の話を
お客様に説明し、長洲町文化祭をもっと盛り上げる
ため、交流のため、歌の大好きな方の参加を心より
お待ちしております。

　長洲陶芸教室が初まって 40年になります。皆で楽
しいおしゃべりをしながら先生のご指導により、世界
に一つしかない作品に満足しております。皆様もぜひ
入会されてはいかがですか。

■代表　塩本梢　■活動日　午後１時～午後４時 30分
　午後７時～午後 11時
■場所　スタジオ夢　■会員　15人
■参加対象　歌が好きな人 
●申 ・●問 塩本　梢（☎ 78-7012　☎ 090-9727-8653）

■代表　林ひとみ　■活動日　偶数月第２月曜日　午
前 10時～　■会費　前・後期分 1,000 円
■場所　未安窯（窯元）■会員　20人まで
■参加対象者　問いません
●問 未安窯（☎ 68-0058）

「
長
洲
陶
芸
ク
ラ
ブ
」

６月の休館日のお知らせ
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

休館日

子育て世帯臨時特例給付金

臨時福祉給付金

支給要件

支給要件

保健・子育て情報

4月からの消費税率の引上げに伴い、所得の低い人や子育て世帯への負担を軽減するため、次の臨時的な
給付措置を実施します。
町では、7月上旬からの申請受付開始に向けた準備を進めています。
詳しい手続きについては、「広報ながす７月号」や「町ホームページ」で今後お知らせします。

■支給対象者
　　　平成26 年度分の住民税が課税されていない人が対象です。
　　　ただし、　　・ご自身を扶養している人が課税されている場合　　　　　　は除きます。
　　　　　　　　　・生活保護の受給者である場合 　　　など
　※なお、支給対象と思われる人には、７月上旬に町から申請書類を郵送します。

■支給額
　　　１人につき10,000 円。下記の《加算対象者》は１人につき５,000 円を加算。
　　　《加算対象者》
　　　・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者　※１
　　　・児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者など　※２

　　　※１ 平成26年３月分の受給権があり、４月分または５月分の年金の支払いがある人が対象です。
　　　※２ 平成26年１月分の手当などを受給している人が対象です。

■支給対象者
　　　次のどちらの要件も満たす人が対象です。
　　　①平成26年１月分の児童手当・特例給付※を受給
　　　②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満（22ページ「表１）所得制限限度額」参照）
　　※特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以上の人について、児童１人当たり月額一律5,000 円を支
　　　給しているものです。

■対象児童
　　支給対象者の平成26 年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童 
　　　ただし、　　・「臨時福祉給付金」の対象となる児童　　　　は除きます。
　　　　　　　　　・生活保護の受給者となっている児童 など

■支給額
　　　対象児童１人につき10,000 円

申請先は、基準日（平成26年１月１日）において住民登録がされている市町村となります。
●問　臨時福祉給付金に関すること　福祉保健介護課　福祉係　（☎78-3135）

子育て世帯臨時特例給付金に関すること　子育て支援課　子育て支援係　（☎78-3126）

つの給付金が支給されますつ２

［ ］

［ ］

※６月23日～30日は特別整理のため休館となり
　ます。
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月は児童手当の現況届提出月です　　　しん（はしか）が流行しています

～予防接種を受けましょう～

　　　本脳炎予防接種の特例対象者は
町負担で接種できます

　　　月４日～ 10日は
「歯の衛生週間」です

　　　中症には予防が必要です

　　　料でがん検診が受診できます

どもを虫歯から守ろう！

口
こう

に自信がありますか？
　～歯周疾患検診のご案内～

月6　　　
予防
麻

　　　日 　　　6

熱

　　　無

子

口
こ

歯周
健

児童手当を受給されている人を対象に、毎年6月
1日時点の所得状況や子どもの養育状況を確認しま
す。6月上旬に現況届を送付しますので、6月中に
現況届の提出をお願いします。
※現況届の提出がない場合は、６月以降の手当が受
けられなくなります。
■現況届に必要な書類など
○現況届用紙
○受給者（保護者）の健康保険証の写し
○平成26年度所得課税証明書
※平成26年１月１日に町に住民登録がなかっ
た人

○児童の属する世帯全員の住民票
※受給者と児童が別居している場合

○印鑑（スタンプ印不可）
■支給対象者
０歳～中学校卒業まで（15歳に達した後の最初
の３月31日まで）の児童を養育している人

■潜伏期間　
感染後10～12日経過して発熱や咳などの症状
が出ます。38℃程度の発熱およびかぜ症状が
２～４日続き、その後39℃以上の高熱ととも
に発疹が現れます。

■主な症状
発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血など
肺炎、脳炎といった重い合併症を招くこともあ
ります。

感染者の約８割は、予防接種歴が無い人や予防
接種歴が不明の人で、特に第１期の定期予防接種
を開始する前の０歳児や予防接種歴のない１歳児
に多く報告されています。発症を確実に防ぐため
には、２回の予防接種を受けることが大切です。
　ＭＲ（麻しん・風しん）の定期予防接種対象者
である１歳児と年長児のお子さんは無料で接種す
ることができます。詳しくはお問い合わせくださ
い。

●問 すこやか館（☎65－7515）

　平成17年度から21年度までに接種を受ける機
会を逃した人は、特例対象者として町の費用負担
で接種を受ける事ができます。
■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　対象者が20歳になるまで
接種を希望する場合や、接種間隔など詳細につい
てはすこやか館までお問い合わせください。また
お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）

　生涯を通して、いつまでも丈夫な歯でいられる
ように、自分の歯について考えてみましょう。
　気軽にご参加ください。参加者にはプレゼント
もあります！
■日時　６月7日㊏ 午前10時～午後４時
■場所　玉名市保健センター
■主催　玉名郡市歯科医師会
■共催　熊本県有明保健所、玉名市、玉東町、和

水町、南関町、長洲町
■内容　無料歯科健診・歯科相談、無料フッ化物

塗布、歯のみがき方指導・歯周病チェッ
ク・健康・栄養相談各種展示コーナー　
など

●問 玉名郡市歯科医師会事務局（☎74-5114）

熱中症は気温などの環境条件だけではなく、人
間の体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こ
ります。気温がそれほど高くない日でも、湿度が
高い・風が弱い日や、体が暑さに慣れていない時
は注意が必要です。

熱中症を疑う症状とは・・・
めまい　失神　筋肉痛　筋肉の硬直　高体温
大量の発汗　頭痛　気分の不快　吐き気　嘔吐
倦怠感　意識障害　けいれん　手足の運動障害

★急に暑くなった日や、活動の初日などは特に注
意!!

●問 すこやか館（☎65-7515）

～子宮頸がんおよび乳がん検診～ 
　平成21年度から24年度の受診対象者のうち、
無料クーポンの対象者で未受診だった人は、今回
無料クーポンの対象者となります。 
　対象者には、無料クーポン券を郵送しています
ので、ご確認ください。 
　詳しくはお問い合わせください。 
※ただし対象は、子宮頸がん：40歳以下の人、
乳がん検診：60歳以下の人です。

●問 すこやか館（☎65－7515）

　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。町内保育所
では、未就園児の受け付けも行っていますので、こ
の機会にぜひご利用ください。
　希望する人は、各保育所へお問い合せの上、お申
し込みください。
■対象年齢　1歳～3歳の子ども　■費用　無料
■持ってくるもの　印かん

●問 すこやか館（☎65－7515）

　大切な「歯」を失ってしまう原因の第１位は歯周
病です。歯周病は、現在成人の約８割がかかってい
ると言われ、自覚症状がほとんどなく進行していく
怖い病気です。歯周病を早期発見するために定期的
に歯科検診を受けましょう。
　町では、本年度40歳、50歳になる人を対象に
「歯周疾患検診」を実施します。この機会にぜひ受
診しましょう。

■実施期間　６月～11月
■料金　500円
■持参品　受診票・健康保険証・検診料金
★予約をして受診してください。
＊対象者には、事前に通知を送付しています。
●問 すこやか館（☎65-7515）

■所得制限　下記の表１のとおり所得制限がかか
ります。

表１）所得制限限度額

※限度額以上の所得がある人には、児童１人当た
り月額5,000円が支給されます。

※扶養家族が６人以上の場合は、１人につき38万
円を加算した額になります。

●問 子育て支援課　（☎78-3126）

扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人

所得制限限度額
622万円
660万円
698万円
736万円
774万円
812万円

◎日程表

保健・子育て情報

六栄保育所
（☎78-0954） ６月４日㊌　午前９時30分～

清里保育所
（☎78-0407） ６月５日㊍　午後１時～

腹赤保育所
（☎78-0406） ６月11日㊌　午前９時30分～

長洲保育所
（☎78-2280） ６月11日㊌　午後１時30分～

上沖洲保育所
（☎78-1818） ６月26日㊍　午後１時～



●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）

６月・７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。

６月にこにこサロン「歯について学ぼう」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせ  など）

■日　時　６月27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　６月12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
※歯科衛生士さんの「歯」についてのおはなし
※「歯」についての質問時間もありますので是非、ご参加く
ださい。

■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

７月にこにこサロン「七夕」

パステルアート教室　※事前申込が必要です。

ベビーマッサージ　※事前申込が必要です。

リトミック　※事前申込が必要です。

■日　時　７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

■日　時　６月20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
■定　員　20組
■申込期限　６月16日㊊

■日　時　７月７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
■申込期間　６月９日㊊～

ピアノの音に合わせて体を動かします。
■日　時　７月18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
■持参品　動きやすい服装、水分補給用の飲料
■定　員　12組
■申込期間　６月16日㊊～７月12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　６月５日㊍と19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４月生）

６月の乳幼児健診
■日　時　６月25日㊌　午前10時30分～正午

　４日㊌　1歳6か月児健診（対象：平成24年10月～11月生まれ）
　10日㊋　７か月児健診（対象：平成25年10月生まれ）
　27日㊎　３か月児健診（対象：平成26年２月生まれ）
※対象の人には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　６月19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　未就園児の母親　※託児有
■内　容　生花フラワーアレンジメント
　　　　 （初夏をイメージしたリボンとかわい
　　　　　い器のアレンジメント）
■定　員　15人
　　　　　※定員になり次第締め切ります。
■持参品　花ばさみ、紙袋、お子さん用の飲み物
■参加費　サークル参加費　200円（託児保険料込）
　　　　　材料代　　　　　700円（花器、生花）
■申込期限　６月14日㊏
■託児場所　すこやか館
　　　　　※10分前までにはお子さんを預けて
　　　　　　ください。

◎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、測定しに遊びに来てください。
不明な点は職員までお問い合わせください。

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 ☎ 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

Happ y Birt hday

（平成 26年４月 30日受付分まで、敬称略）

松岡希
の ぞ み

美ちゃん
（向野北）

多田知
ち ひ ろ

優ちゃん
（腹赤）

河村陽
ひ な た

向ちゃん
（向野北）

山本愛
あ ゆ と

夢翔くん
（平原）

左村静
し づ き

月ちゃん
（上沖洲）

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！

５月14日㊌の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！
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

誕生日 出生児 性 保護者名 行政区

３.31 吉田　　塁
るい

男 鷲巣

４．７ 内野　翔
しょうた

太 男 勇次郎 西新町

４.10 佐藤りおな 女 桂太郎 東荒神

４.10  西原　悠
ち の

叶 女 健治 向野

４.15 永原　颯
そうま

真 男 竜巳 向野北

４.17  德永　龍
りゅうの

乃 男 清隆 東荒神

４.19 宮本　万
ばんり

理 女 一幸 新町

４.20  竹原　明
あ さ

咲 女 由希 下東

４.23  西原　結
ゆ あ

愛 女 純 向野

４.28 髙田　　桜
さくら

女 聡 向野北

竹下愛
あいり

莉ちゃん 島﨑　翔
かける

くん 眞木心
こひろ

優ちゃん 坂本寛
かんた

太くん

平成 25年５月９日　赤崎
パパ 剛広さん　ママ 祐子さん

♡パパとママから
愛莉、産まれてきてくれてありがと
う。
元気いっぱい大きく育ってね。

平成 25年５月 23日　宮ノ町
パパ 剛さん　ママ 貴美子さん

♡パパとママから
ボール遊びが大好きな翔くん。
お兄ちゃんたちとたくさん遊んでた
くましくそだってね。

平成 25年６月 20日　赤崎
パパ 直太郎さん　ママ 優理さん

♡パパとママから
絵本大好き！お歌大好き！
おしゃべり大好き！！
これからもいろんな大好きを探しな
がら
一緒にのんびり成長していこうね。

平成 25年６月 29日　高田
パパ 一政さん　ママ 聡子さん

♡パパとママから
ニコッと笑いかけると
その倍以上の笑顔を返してくれる寛
太くん。
２人のお姉ちゃんと仲良く
元気いっぱいに育ってね。

ながすのたからものながすのたからもの


