
　町内の飲食店、弁当・惣菜店、スーパーマーケット、
企業食堂などのみなさん、健康づくり応援店になって
県民の皆さんの健康づくりをお手伝いしませんか。

■募集店舗
（１）食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店

舗
（２）町内に所在する弁当・惣菜店、スーパーマー

ケットおよび小売店など
（３）町内に所在する企業などの食堂

■募集期限　10月31日㊎
詳しくはお問い合わせください。

●問 熊本県庁健康づくり推進課（☎096-333-2252）

　季節の野菜の効能や、野菜をよりおいしくいただ
く方法を国際薬膳師の先生に教わります。
　どなたでも参加できますので、お気軽にお申込み
ください！
※事前申し込みが必要です

■日　時　９月19日㊎午後３時～４時
■場　所　すこやか館　調理室
■内　容　「国際薬膳師が伝える、秋野菜の魅力」
■講　師　篠田佳樹　氏
■持ってくる物　エプロン、三角巾、スリッパ、
　　　　　ふきん２枚
■参加費　無料
■申込締切　９月16日㊋

●申 ・●問 すこやか館(☎65-7515)

まもと健康づくり応援店を募集しています 生活改善推進員主催講習会を開催しますく 食

どもの歯を虫歯から守りましょう！子
　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、未就園児の受付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、お申込みください。

■対象年齢　１歳～３歳児
■費　　用　無料
■持ってくる物　印かん

■日　　程
場　所 日　時

上沖洲保育所
（☎78-1818） 10月 2日㊍　午後１時～

腹赤保育所
（☎78-0406） 10月 8日㊌　午前９時30分～

長洲保育所
（☎78-2280） 10月10日㊎　午後１時30分～

六栄保育所
（☎78-0954） 10月24日㊎　午前９時30分～

清里保育所
（☎78-0407） 10月30日㊍　午後１時～

●問 すこやか館（☎65－7515）

　10月１日㊌より、水痘（水ぼうそう）の予防接
種が定期接種化されることになりました。
　これに伴い、町で実施している水痘予防接種の費
用助成を、平成26年９月30日㊋をもって終了する
こととなりました。定期接種の対象外となるお子さ
ん（５歳～就学前のお子さん）で、接種を希望され
る場合は早めに接種し、申請しましょう。

■対　　象　１歳～就学前のお子さん
　　　　　　※１人につき１回限り
■助 成 額　3,000円
■接種期限　９月30日㊋
■申請期限　平成27年３月31日㊋

痘（水ぼうそう）予防接種の費用助成は９月までです水
＜10月からの定期接種対象者＞

年齢 接種回数
①生後12カ月～36カ月未満 ２回（※１）
②生後36カ月～60カ月未満（※２） １回　　 　

※１　 １回目と２回目の間隔は３ヶ月以上空けてく
ださい。

※２　 ②のお子さんが対象となるのは、本年度限り
です。早めに接種をしましょう。

　任意接種として、すでに規定の回数を接種してい
る場合は、対象となりません。
　詳しくはお問い合わせください。

●問 すこやか館（☎65－7515）

長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング
五目そうめん

『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　９月19日㊎ 午前９時30分～午後１時
■場　所　すこやか館　調理室
■内　容　 よい食生活をすすめるためのグルー

プ講習会
■献　立　 じゃこおろしスパゲッティ、魚のつ

つみ焼き、トマトスープ
■持ってくる物　 エプロン、三角巾、スリッパ、

ふきん2枚
■参加費　500円
■締切日　９月16日㊋
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

　麺の時は麺だけになり
がちですが、いろいろのせ
て、バランスを整え、食べ
過ぎをふせぎましょう！

１人分の栄養価
エネルギー 410 kcal
タンパク質 19.5 g
脂質 4.0 g
塩分 2.3 g

材料（４人分） 作り方
①  干ししいたけを水でもどして細切りにし、しいたけが浸るくらいの戻し
汁と一緒に火にかける。沸騰したらAの調味料を加えて煮る。

②  小鍋につゆの材料Bを合わせて煮立たせ、冷めたら冷蔵庫で冷やし
ておく。

③  ワカメを水で戻し、戻ったら水気を切る。
④  鶏肉は幅3㎝くらいの縦長に切り、酒を振って、一切れずつラップで
きっちり包む。沸騰した湯に入れて火を止め、20分ほど保温する。

⑤  ニンジンは3㎝のせん切りにし、茹でる。キュウリはせん切り、トマトは
薄切りにする。

⑥  ネギは小口切り、ショウガはすりおろす。
⑦  卵はほぐして薄焼き卵にし、細く切る。
⑧  ④の鶏肉を細切りにする。
⑨  そうめんをたっぷりのお湯で茹で、水で洗って水気を切り、皿に盛る。
キュウリ、ニンジン、トマト、ワカメ、卵、鶏肉、しいたけを色よく盛り付ける。

⑩ ②のつゆ、⑥のネギ・ショウガを添える。

民健康保険　忘れていませんか？特定健診（集団健診）国
　特定健診の受診は済んでいますか？国民健康保険
の人で受診が済んでいない人はこの機会にぜひご利
用ください。通院中の人も対象となり、治療中の病
気以外の生活習慣病が発見される場合がありますの
で、年に一度は特定健診を受診しましょう。
　日頃の心配事なども相談しましょう！
＜なぜ健診が必要なの？＞
　皆さんが病院に行くときはどんな時ですか。どこ
かが“痛い”“だるい”“苦しい”などといった自
覚症状が出た時ではないでしょうか。
　心筋梗塞や脳卒中、慢性腎臓病など、全身の血管
が痛むことによっておこる病気は、発症するまで自
覚症状はありません。
　そこで、健診を受けると、皆さんが「血管を傷め
る原因（糖尿病や高脂質など）」を持っているかど
うかわかり、早めに予防をすることができます。
　ご自分の身体の状態を知るために、まずは健診を
受けましょう！
■対象者
　国民健康保険に加入されている40歳から74歳の人
■日　時
　9月24日㊌　受付時間は午前7時30分～11時

■場　所　すこやか館
■自己負担　1,000円
　※ 平成27年３月31日時点において、次の年齢の人
（40、45、50、55、60、65、70歳）は無料

■健診内容
　 身体測定、血圧測定、血液検査（糖代謝、脂質代
謝、肝機能、腎機能など）、尿検査、心電図検査
　※健診当日は朝食抜きで受診ください
■持ってくるもの
　 保険証、質問票（申込み後に郵送します）
■申込場所　福祉保健介護課　国保医療係

※ 12月18日㊍には特定健診とがん検診の複合健診
を実施しますので、がん検診も希望される人は、
12月実施分をご利用ください。
※ 個別健診（指定医療機関）を希望される人には受
診券を郵送しますので、ご連絡ください。
※国民健康保険以外の医療保険の人も受診可能な場
合があります。ご加入先の医療保険者に問い合わ
せの上、国保医療係まで申し込みください。

●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎78－3139）

そうめん（乾）   300g
　鶏胸肉   120g
　酒   少々
ニンジン   80g
キュウリ   80g
トマト   小1個
乾燥ワカメ   4g
干ししいたけ   大2枚
卵   2個

　　しょうゆ   小さじ2
　　みりん   小さじ2
　　砂糖   小さじ4
　　酒   小さじ2
　　だし   120㏄
　　醤油   大さじ1 2/3
　　みりん   大さじ1 2/3
　ネギ   40g
　ショウガ   1かけ
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はじめての
ハッピーバースデー

Ha� y Bi� hday

（平成 26年７月 31日受付分まで）

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

６．28 猿渡　杏
あんな
和 女 敦祉 赤田

７．１ 塚本　　湊
みなと

男 伸一 建浜

７．６ 徳永ひなた 女 功 清源寺

７．10 小林　煌
きいと
弦 男 文弥 建浜

７．11 宮村　橙
とうり
理 男 佑記 宝町

７．12 田中　音
ね ね
寧 女 侑希 立野

７．13 山田　　稟
りん

女 喜佐 梅田

７．15 松本　一
いつき
輝 男 泰昌 高田

７．15 前田　悠
ゆいき
稀 男 優成 東荒神

７．16 松岡　勇
ゆうし
志 男 篤 建浜

７．24 木本　颯
そうすけ
介 男 慶伯 向野

栗原玲
れいき
暉ちゃん 林　湊

みなと
士ちゃん

平成 25年８月 20日　出町
パパ 悠さん　ママ 素良さん

♡パパとママから
わんぱくだけど甘えん坊。
玲暉の笑顔が大好きです♡
お兄ちゃんお姉ちゃんといっ
ぱい遊んで元気に大きく育っ
てね♪

平成 25年９月 24日　向野北
パパ 達也さん　ママ 恵美さん

♡パパとママから
☆１歳の誕生日おめでとう !! ☆
毎日ニコニコ笑顔で元気いっぱ
い遊んでいるやんちゃ坊主の湊
士くん♪
これからも優しくたくましい湊
士くんでいてね♡
生まれてきてくれて、ありがと
う。

ながすのたからもの

宮島　　雫
しずく

ちゃん
（塩屋）

濱北　佑
ゆ う と

斗くん
（駅通）

平峯はるかちゃん
（上沖洲）

西尾　悠
ゆ ら

良くん
（腹赤）

馬場里
り さ こ

紗子ちゃん
（下東）

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！

８月18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。

●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

９月・10月の行事
子 育 て 情 報

Nagasu  Health

子育て支援センター 保健センター「すこやか館」
◎場所はいずれもすこやか館

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、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

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。

■日　時　９月４日㊍、18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、前もってご相談ください。

母子健康手帳の交付・ミニ母親学級

 9日㊋ ７カ月児健診 （対象：平成26年１月生まれ）
 10日㊌ ３歳児健診 （対象：平成23年１月～３月生まれ）
 26日㊎ ３カ月児健診 （対象：平成26年５月生まれ）
※対象の人には１カ月前までに通知します。

９月の乳幼児健診

２カ月児あかちゃんひろば（平成26年７月生）
■日　時　９月29日㊊　午前10時30分～正午

■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

ごきげんタイム（手遊びや折り紙・読み聞かせ など）

■日　時　９月４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
※ 子どものもしもの時の怪我や病気の対処方法
を実践を交えながら体験できます。

　気軽にご参加ください。

９月にこにこサロン「幼児安全法」

■日　時　９月26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

１歳の誕生会 ※対象者には、事前に案内文を送付します。

■日　時　10月２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

10月にこにこサロン「ミニ運動会」

■日　時　９月８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　15組
　　　　　※定員になり次第締切ます
■持参品　動きやすい服装、水分補給用の飲料
■申込締切　９月６日㊏

親子コミュニケーション体操　※事前申込が必要です。

■日　時　10月６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　９月15日㊊～10月４日㊏

ベビーマッサージ　※事前申込が必要です。

●申・●問　子育て支援センター（☎78-4100）

子育てサークル「でてこんね～」

ママ教育
■日　時　９月25日㊍
　　　　　午前10時30分～午前11時30分
■場　所　すこやか館　調理室
■対象者　未就園児の保護者　※託児有
■内　容　 交流クッキング【長洲町食生活改善

推進員の人との交流】
　　　　　 食改さんと楽しくお話ししながら

クッキングしましょう！
　　　　　※ 鶏肉とトマトの煮込み・和え物・

ケーキなど
■定　員　10人
　　　　　※定員になり次第締め切ります。
■持参品　エプロン・三角きん・布きん・
　　　　　スリッパ・お米1合・
　　　　　タッパー（持ち帰りされる人）・
　　　　　お子さん用の飲み物　等
■サークル参加費　　200円（託児保険料込）
■材料代　　　　　　500円
■申込期限　９月18日㊍

◎事前申込が必要です


