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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。

■支給対象者
　　　平成26 年度分の町県民税（均等割）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

■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
　　※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

【子育て世帯臨時特例給付金の給付手続きについて】
　子育て世帯臨時特例給付金の給付手続きは次のとおりです。
①公務員の人
　職場から配布される申請書および受給状況証明書に関係書類を添えて子育て支援課へ提出してください。
②公務員以外の人
　児童手当現況届を提出する時に申請書への記入をお願いしています。
　まだ現況届を提出していない人は、子育て支援課へ提出してください。
　※ことし1月2日以降に町外へ転出された人で、子育て世帯臨時特例給付金の対象となる人には、申請書
（返信用封筒同封）を郵送しますので、必要事項を記入して役場へ郵送または子育て支援課まで持って
きてください。

つの給付金が支給されますつの給付金が支給されます２

［ ］

［ ］
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の受付窓口

■受付場所　長洲町役場
■受付日時　７月７日㊊～12月26日㊎午前９時～午後５時　※土日・祝日を除く
※７月７日㊊～11日㊎は午後７時まで受け付けています。
　７月12日㊏、13日㊐は臨時的に受け付けを実施します。

※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。
※５月中旬に税務課より平成25年中所得の未申告についてのお知らせが届き、まだ住民税の申告がお済みで
ない人は、税務課において住民税の申告をしてください。

「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意く
ださい。市町村や厚生労働省などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、下記の問い合わせ先や警察
署（または警察相談専用電話（＃9110））にご連絡ください。

●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）

申請手続きから給付まで
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⬇

役
場 申請書類

※支給対象者と思われる人には、
　７月上旬に町から申請書類を郵送

※申請書と一緒に郵送する「記入の仕方」
　を参照し、申請書を作成してください

各世帯主

長洲町役場

指定口座へ振込 各世帯主へ給付

申請書作成

【添付書類】

本人確認書類の写し
（例　免許証、パスポート、
健康保険証）

振込先金融機関の

通帳等の写し

臨時福祉給付金申請書
（請求書）

必要事項を記入

◆臨時福祉給付金申請書（請求書）
◆本人確認書類の写し（受給者全員分）
◆通帳等の写し（振込口座確認用）
　上記 3点を必ず同封して郵送または
役場窓口へ提出してください。
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※世帯内で別口座への振込を希
望される場合は、福祉係まで連
絡してください。
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　　　しん予防接種費用を助成します　　　い夏がやってきました

　　　度額適用・標準負担額減額認定証の

熱中症に気を付けましょう

有効期限は 7月 31日までです

　　　時預かりを実施しています

　　　尾・長洲地域精神障がい者家族会

　　　天性風しん症候群を防ぎましょう　　　しい被保険者証を郵送します
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　　　っていますか？知

■助成対象　次に掲げる(1)～(4)の全てを満たす人
（1）予防接種当日に町に住所がある人
（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　妊娠予定、または妊娠を希望している
　　女性
　　※妊婦は不可

（4）風しんにかかったことがない、または予防
接種を受けたことがない人

■助 成 額　3,000円
■申請期限　接種後６カ月以内
■必要な物　領収書・印かん・通帳・妊婦に交付さ

れた母子手帳（接種者が男性の場合）
※助成は、1人につき１回限りです。
　詳しくはお問い合わせください。
●問 すこやか館（☎65－7515）

　ことしも気温の上昇とともに熱中症患者の増加
が予想されます。熱中症は、適切な予防をすれば
防ぐことができます。

＜予防のポイント＞
●こまめな水分補給
●扇風機やエアコンを使った温度調整
●室温が上がりにくい環境の確保
（換気、遮光カーテン、すだれ、打ち水
　など） 
●室温の確認
●体温に気を付ける
●通気性の良い、吸湿・速乾の衣服の着用
●保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の
　冷却  
●日傘や帽子の着用 
●日陰の利用、こまめな休憩 
●気温の高い日の外出はできるだけ控える

夏休みは熱中症対策をしてみんなで快適に過ごし
ましょう。
●問 すこやか館（☎65－7515）

　有効期限を過ぎると使えなくなってしまいま
す。
　すでに『限度額適用・標準負担額認定証』をお
持ちの人で引き続き必要な人は、8月以降に申請
して新しい認定証の再交付を受けてください。
■必要なもの　印かん、被保険者証、現在お持ち

の限度額適用・標準負担額減額認
定証

　後期高齢者医療保険に加入されている人で、す
でに認定証を持っている人には町から新しい認定
証を郵送します。
※住民税非課税の人で必要な人は、手続きが必要
です。
■必要なもの　印鑑、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）

■内　　容
　保護者が病気や妊娠・出産時・冠婚葬祭・そ
の他用事などで家庭での保育が一時的に困難と
なる乳幼児をお預かりします。

■保育場所　
　町立六栄保育所
■対象児童　
　町に住民登録があり、生後４カ月で就学前の乳
　幼児
■利用時間　
　平日の午前８時30分～午後５時
■利用料金　１日　1,500円
※別途、保険料（初回のみ）200円が必要とな
ります。

■定　　員　１日３人
●申 ・●問 六栄保育所（☎78－0954）

　交流会・茶話会を開催します。
　悩みや不安をご自由に出しあえる会です。お気
軽にご参加ください。
■日　時　７月24日㊍午後２時～４時
　　　　　※１時30分受付
■場　所　在宅総合センター（荒尾中央病院横）
■対　象　精神障がい者本人と家族及び支援者
■参加費　無料
■主　催　荒尾・長洲地域家族会
●問 荒尾きぼうの家（☎62－6089）

　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、発達が遅滞するな
どの障がいがある先天性風しん症候群の赤ちゃん
が生まれることがあります。

　風しんにかかったことがない人やワクチンを接
種していない人、妊娠中の女性の家族は予防接種
をご検討ください。
※１歳児、年長児は定期接種の対象ですので、無
料で接種できます。

※妊婦は予防接種を受けることができません。

詳しくはお問い合わせください。

●問 すこやか館（☎65－7515）

■郵送する被保険者証
・国民健康保険被保険者証（70歳～74歳）
・後期高齢者医療被保険者証（75歳以上）

※新しい被保険者証は７月中に簡易書留で郵送し
ますので、８月１日からは新しい被保険者証を
お使いください。
●問 福祉保健介護課 国保医療係（☎78－3139）

　生計困難者が社会福祉法人が提供する介護保険
サービスを利用する場合に、利用者負担額の一部
を軽減しています。ぜひ活用してください。軽減
対象費は、利用者の１割負担と食費・居住費（滞
在費・宿泊費）です。
■対象サービス
・訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間
対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規
模多機能型居宅介護

　※介護予防サービスを含む
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人福祉施設サービス

■条件
・年間収入が単身世帯で150万円以下
・預貯金等が単身世帯で350万円以下
・日常生活に使用する資産以外に活用できる資産
　がない
・負担能力のある親族等に扶養されていない
・介護保険料を滞納していない　など
該当者には確認証を交付します。
詳しくはお問い合わせください。
●問 福祉保健介護課　介護保険係（☎78－3144）

保健・子育て情報

『社会福祉法人による生計困難者に対する
　利用者負担軽減制度』

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング
ミニトマトスムージー

『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　７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　暑さに負けない！
　　　　　夏バテ予防メニュー
■献　立　五目そうめん
　　　　　揚げじゃがあんかけ
　　　　　マシュマロプリン
■持参品　エプロン、三角巾、
　　　　　スリッパ、ふきん２枚
■参加費　500円
■締切日　７月14日㊊
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

男性も大歓迎です !!
　スムージーでおいしく野菜
を摂って、暑さに負けない体
をつくりましょう。
　お好みの具材でアレンジを
楽しんでみてください！

１人分の栄養価
エネルギー　　  102 kcal
タンパク質　　  3.8 g
脂質　　　　　  3.2 g
塩分　　　　　  0.1 g

材料 作り方
タマネギ……………
ミニトマト……………………………
バナナ………………………………
レモン汁………………………………
牛乳…………………………………

①タマネギは皮と芯を取って耐熱皿に入れ、ラップをして600Ｗの電子レ
ンジで５分加熱する。ミキサーでペーストにし、製氷容器に入れて冷凍
する。

②ミニトマトも冷凍しておく。
③ミキサーに①のタマネギ、②を水に泳がせて皮をむいたミニトマト、輪
切りのバナナ、レモン汁、牛乳を入れてなめらかになるまでミキサーに
かける。



●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）

７月・８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。

７月にこにこサロン「七夕」

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせ  など）

■日　時　７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　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　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

８月にこにこサロン「水遊び」

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。

人形劇鑑賞会　※事前申込が必要です。

■日　時　８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

■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
■申込期限　７月５日㊏まで

ピアノの音に合わせて体を動かします。
■と　き　７月18日㊎　午前10時30分～
■ところ　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
■申込期限　７月12日㊏まで

■日　時　８月11日㊊
■場　所　子育て支援センター
■対象者　未就学児親子
■上演作品　ころころパンケーキ・こうさぎプロッシー
■申込期間　７月17日㊍～８月９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　７月３日㊍と17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、前もってご相談ください。

◎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５月生）

７月の乳幼児健診
■日　時　７月31日㊍　午前10時30分～正午

　８日㊋　７か月児健診（対象：平成25年11月生まれ）
　９日㊌　３歳児健診（対象：平成22年11月～12月生まれ）
　25日㊎　３か月児健診（対象：平成26年３月生まれ）
※対象の人には１か月前までに通知します。

子育てサークル「でてこんね～」

ママ教育
■日　時　７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
■対象者　未就園児親子
■内　容　ベビースキンケア＆アロマクラフト

作り
　　　　 （スキンケアの正しい仕方・アロマ虫

よけスプレー・アロマ日よけ後のデ
オドラント）

■定　員　15組
　　　　　※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　サークル参加費　200円
　　　　　材料代　　　　　300円（スプレーボトル込）
■申込期限　７月７日㊊

◎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。
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 ☎ 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

はじめての
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（平成 26年５月 31日受付分まで、敬称略）
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くん
（向野北）

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㊌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。

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

５．６ 薦田　千
ち さ
紗 女 博司 向野北

５．６ 渕上　萌
め い
生 女 達也 向野北

５.10 星原　圭
けいすけ
佑 男 淳 大明神

５.12 町井　彪
ひゅうが
雅 男 雅 清源寺

５.13 松永寿
す ず ま る
々丸 男 幸快 鷲巣

５.15 朱　　瑞
みずき
希 女 洪潤 向野北

５.17 福田　茉
ま ゆ
佑 女 和明 清源寺

５.18 福田　愛
あいら
桜 女 翔 向野北

５.20 石川あおい 女 勉 大明神

５.24 山本　一
かずき
輝 男 忠広 中町

村上怜
れ い な
衣菜ちゃん 松野咲

さ ら
良ちゃん 竹本愛

あいり
理ちゃん

平成 25年７月 30日　平原
パパ 聡さん　ママ 李奈さん

♡パパとママから
１歳のお誕生日おめでとう !!
毎日笑顔をいっぱい見せてくれて
お父さんもお母さんもとても幸せだ
よ♡
これからも怜ちゃんらしくすくすく
大きくなってね♪

平成 25年７月７日　出町
パパ 正樹さん　ママ 愛さん

♡パパとママから
いつもニコッと笑ってパパとママに
たくさんの元気をくれる咲良ちゃ
ん。
これからも元気いっぱいに成長して
ね♡
生まれてきてくれて、ありがとう。

平成 25年７月 24日　清源寺
パパ 和史さん　ママ みどりさん

♡パパとママから
我が家の癒し系愛理ちゃん
元気に育ってくれて嬉しいよ。
これからどんな女の子になるのか
とても楽しみです♡
お兄ちゃんと仲良くね !!

ながすのたからもの


