
　10月1日から、これまで任意接種として実施されて
いた水痘（水ぼうそう）予防接種と、高齢者の肺炎球
菌予防接種が定期接種化されました。

水痘（水ぼうそう）予防接種
■対象者　（無料で接種することが出来ます。）
①生後12カ月～生後36カ月までの子ども
②生後36カ月～生後60カ月までの子ども
※ただし②が対象となるのは、本年度限りです。
※ ①、②ともに、すでに水痘にかかったことがある人
は接種対象外です。
※ すでに任意接種として水痘予防接種を受けたことが
ある人は、接種した回数分うけているとみなします。
■接種スケジュール
①の対象者：２回接種
※3カ月以上の間隔をおきましょう。
②の対象者：１回接種です。

高齢者の肺炎球菌予防接種
■対象者
① 平成27年3月31日時点で、65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳の人

② 60歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1級程度の
人（心臓、腎臓、呼吸器などの内部障がいのある人）

③101歳以上の人
※ただし、③の人が対象となるのは本年度限りです。
※ 過去に23価肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けた
ことがある人は、対象外となります。
■接種回数　1回
■自己負担額　 3,000円（生活保護世帯の人は免除さ

れます。）
この予防接種を定期予防接種として接種できる人は
生年月日により決まっています。
65歳 昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生まれの人
70歳 昭和19年4月2日～昭和20年4月1日生まれの人
75歳 昭和14年4月2日～昭和15年4月1日生まれの人
80歳 昭和9年4月2日～昭和10年4月1日生まれの人
85歳 昭和4年4月2日～昭和5年4月1日生まれの人
90歳 大正13年4月2日～大正14年4月1日生まれの人
95歳 大正8年4月2日～大正9年4月1日生まれの人

100歳以上 大正4年4月1日以前にお生まれの人
※ どちらの予防接種も、対象となる人には個別通知を
行います。
※ 詳細やご不明な点についてはすこやか館までお問い
合わせください。（お問い合わせの際には、お手元
に母子健康手帳や接種済証等、これまでの接種履
歴が確認できるものをご用意ください。）
●問 すこやか館（☎65－7515）

　町では、次のとおり任意予防接種を受けるため
に必要な費用の一部を助成しています。
※ 予防接種を受ける当日、町に住所のある人が対
象です。
＜おたふくかぜ＞
■対　　象　１歳～就学前のお子さん
■助成金額　3,000円
■助成回数　１人につき1回限り
■申請期限　平成27年3月31日（火）
■申請に必要な物　
　領収書、印鑑、保護者の通帳、母子健康手帳
＜大人の風しん＞
■対　　象　次の(1) ～ (3)の全てを満たす人
（1）これまでに風しんの予防接種を受けておらず、
　　罹患したことも無い人
（2）昭和39年4月2日～平成2年4月1日生まれ
（3）次のいずれかに該当する人
　　①妊婦の夫
　　②妊娠を予定、又は希望する女性
■助成金額　3,000円
■助成回数　１人につき1回限り
■申請期限　予防接種を受けた日から６カ月以内
■申請に必要な物　
領収書、印鑑、接種者本人の通帳、妊婦に交
付された母子健康手帳（接種者が男性の場合）

＜高齢者の肺炎球菌＞
■対　　象　65歳以上で、本年度の定期接種対
　　　　　　象でない人
■助成金額　3,000円
※肺炎球菌予防接種は、最低3,000円の自己負担
　が必要となります
■助成回数　１人につき1回限り
■申請期限　予防接種を受けた日から６カ月以内
■申請に必要な物　
　領収書、印鑑、接種者本人の通帳、接種済証
※申請場所はいずれもすこやか館です。

高齢者の肺炎球菌予防接種についての注意事項
・ 過去に23価肺炎球菌予防接種を受けたことが
ある場合、前回の接種から5年以上の間隔をあ
けて接種してください。
・ 定期接種の対象ではない時期に接種をした場合
（任意接種）、今後定期接種の対象となる年齢に
なっても定期接種として予防接種を受けること
はできませんのでご注意ください。
ご不明な点や詳細についてはすこやか館までお問
い合わせください。
●問 すこやか館（☎65－7515）

つの予防接種が定期接種化されました 意予防接種の費用を助成しています !２ 任

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、お申し込みください。

■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）

期高齢者健康診査のお知らせ後
　町内の医療機関において、後期高齢者医療
被保険者の人を対象に「健康診査」を次の内
容で行っております。
　なお、後期高齢者健康診査は、現在、生活
習慣病で治療中の人も治療の状況確認や見つ
かっていない病気の早期発見・予防のため受
診されることをおすすめします。
■健診期間　10月１日㊌～平成27年１月31日㊏まで
（強化月間：～10月24日㊎まで）

■持ってくるもの
　後期高齢者健康診査の質問票
　（個別に通知しています）
　後期高齢者医療被保険者証

■健診料金
　800円

■検査内容
　・ 問診、身体計測（身長・体重）、診察、
血圧測定

　・尿検査（尿蛋白・尿糖・尿潜血）
　・ 血液検査（脂質、糖代謝、肝機能、腎機
能など）

■実施機関
医療機関名 受付時間 休診日
有明成仁病院
（☎78-1133） 午前9時～正午 日・祝祭日

ながすクリニック
（☎78-0527） 午前9時～11時30分 お問合せ

ください

いまおかクリニック
（☎78-3410）

午前9時～11時30分
〈要予約〉 日・祝祭日

淡河黒田医院
（☎78-6517） 午前9時～11時30分 日・祝祭日

多田隈内科医院
（☎78-3011） 午前9時～11時30分 土・日・祝祭日

田宮春生堂医院
（☎78-0551） 午前9時～11時30分 土・日・祝祭日

田宮二郎内科
（☎78-2150） 午前9時～11時30分 土・日・祝祭日

西山クリニック
（☎78-7811） 午前9時～11時30分 日・祝祭日

※健診日は朝食をとらないでください。

●問 福祉保健介護課　国保医療係（☎78－3139）

Nagasu  Health
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長洲町食生活改善推進員協議会

簡単クッキング
ナスのピクルス

『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　10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　 骨粗鬆症予防のための、牛乳料理講

習会
■献　立　 チキンのコチュジャン煮、ニンジン

サラダ、ナスのピクルス、カボチャ
の味噌スープ

■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　10月14日㊋
●申・●問　すこやか館（☎65-7515）

あると便利な野菜の常備菜。
冷蔵庫で１週間保存できます。

１人分の栄養価
エネルギー 45 kcal
タンパク質 1.0 g
脂質 0.1 g
塩分 0.5 g

作り方
①  ナスは７㎜くらいの輪切り、タマネギは薄切りにする。

② Ａを合わせておく。

③  鍋に①と②を入れて蓋をし、中火で５分蒸し煮する。

④ 冷めたら出来上がり。

材料（４人分）
ナス   2本（300g）
タマネギ   中1/2コ
　酢   90cc
　砂糖   大さじ2
　塩   小さじ1/3
A

ンフルエンザ予防接種　助成開始！イ
　インフルエンザ発症予防のためにも、流行前に予防接種を受けましょう。
接種の際は医療機関への予約が必要です。
■接 種 方 法　 本年度より、玉名郡市および荒尾市協力医療機関での接種は、すこやか館での手続きが不

要になりました。
　　　　　　　 協力医療機関については、町ホームページで確認いただくか、かかりつけ医へご相談くだ

さい。

定期接種 任意接種

対象者

〇予防接種当日に65歳以上
〇 60歳～ 64歳の人で心臓、腎臓もし
くは呼吸器の機能などに障がいのあ
る人（身体障害者手帳1級程度）

〇生後6カ月～高校3年生相当
　（※小学生までは2回接種）
〇妊婦
〇 60歳未満で心臓、腎臓もしくは呼吸
器に障がいのある人

　（身体障害者手帳１級程度）
〇生活保護世帯に属する人

助成額（上限） ３，７００円 ２，０００円
協力医療機関以外
での接種を希望さ
れる場合

接種前のすこやか館で手続きと、接種
後のすこやか館で助成申請が必要です。
（領収書・印鑑・通帳が必要）

接種後にすこやか館での助成申請が必
要です。（領収書・印鑑・通帳が必要）
※子どもの場合は申請者の通帳

■接 種 期 間　10月1日～12月31日
■自己負担額　接種料金から助成額を差し引いた金額（最低でも1,000円は負担）
■申 請 期 限　平成27年3月31日

●問 すこやか館（☎65－7515）

病をお持ちの人も血にご協力をお願いします 時福祉給付金しん抗体検査が無料で受けられます 難献 臨風
　平成25年４月に施行された障害者総合支援法
では、障害者の範囲に難病の人が加わり、障害者
手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められる
障害福祉サービスや補装具費の受給が可能となり
ました。
■対象者
　対象疾患（130疾患）にかかっている人
■手続きの方法
　対象疾患にかかっていることがわかる証明書
（診断書または特定疾患医療受給者証等）を持っ
て、福祉保健介護課窓口に申請してください。
　詳しい内容や手続き方法などについてはお問い
合わせください。

●問 福祉保健介護課　福祉係（☎78－3135）

　献血は、皆さんの温かい善意によって支えられ
ています。血液を必要とされている人のために、
1人でも多くのご協力をお願いいたします。
　対象となるのは18歳～69歳の人ですが、65歳
以上の人の献血については60歳～64歳の間に献
血経験がある人に限ります。

■日時　10月29日㊌
　　　　受付　9時30分～11時30分
■場所　長洲町役場玄関前　
■主催　長洲有明ライオンズクラブ
　※献血カードまたは献血手帳を
　　お持ち下さい
　※400mlのみの受付となります

●問 すこやか館（☎65－7515）

　4月からの消費税率引き上げに伴い、所得の低
い人や子育て世帯への負担を軽減するため、臨時
的な給付措置を実施しています。
　対象と思われる人には、申請書類を郵送してい
ますので、まだ申請が済んでいない人は、早めに
申請してください。

■申請書の提出場所
　臨時福祉給付金　福祉保健介護課　福祉係
　子育て世帯臨時特例給付金　子育て支援課
■申請期限　12月26日㊎

●問 臨時福祉給付金　福祉保健介護課　
福祉係（☎78－3135）

●問 子育て世帯臨時特例給付金　子育て支援課
（☎78－3126）

　妊娠初期の女性が風しんに感染すると、赤ちゃ
んが目や耳、心臓などに障がいをもって生まれ
る「先天性風しん症候群」になる可能性がありま
す。そのため、妊娠・出産を考えている女性は特
に、事前に風しんの予防をすることが大切です。
　熊本県では９月１日より無料で風しん抗体検査
が受けられるようになりました。検査で、風しん
に対する免疫（抗体）を持っているかどうか調べ
ることができます。検査を希望される人は、早め
に検査を受けましょう。
■対象者
①妊娠を希望する女性とその配偶者などの同居者
② 風しんの抗体価が低い（HI抗体検査で16倍以
下）妊婦の配偶者および同居者
※ ただし、これまでに風しん抗体検査を受けたこ
とがある人、風しんの予防接種歴がある人、風
しんにかかったことがある人を除きます。
■実施時期　９月１日～平成27年２月28日
※ 検査を受ける前に、事前の申し込みが必要で
す。申し込みは有明保健所およびすこやか館で
受け付けています。
※ 実施医療機関や詳しい申請方法については、熊
本県または町のホームページで確認できます。

●申 ・●問 熊本県有明保健所（☎72－2184）
 すこやか館　　　（☎65－7515）

および子育て世帯臨時特例給付金障害福祉サービスを利用できます

Nagasu  Health



はじめての
ハッピーバースデー

Ha� y Bi� hday

（平成 26年８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

７．27 野尻　蛍
ほだか
夏 男 智史 腹赤

７．30 島川　凛
り
穂
ほ

女 俊 向野

７．31 髙松　にこ 女 一利 東荒神

８．３ 福田　瑞
みずき
季 男 卓哉 向野

８．７ 古野　翔
しょうき
輝 男 佳名子 清源寺

８．８ 竹下　晴
はると
斗 男 徹 出町

８．15 村上　心
ことみ
美 女 耕太 向野

８．19 川上菜
な
々
な
星
せ

女 剛史 清源寺

８．20 森　　駿
しゅんと
斗 男 一晃 向野

８．22 濱水　潤
かんな
花 女 裕 大明神

髙畠和
わ と
音ちゃん 村上莉

り の あ
乃愛ちゃん 村上秀

しゅうと
仁ちゃん

平成 25年 10月 17日　東荒神
パパ 一将さん　ママ 恭子さん

♡パパとママから
この世に生まれてきてくれて、あり
がとう。
いつもにこにこ笑顔あふれる和音。
これからもその笑顔でみんなを和ま
せ、じぃじばぁば想いの優しい女の
子に育ってね。

平成 25年 10月 22日　向野
パパ 聖裕さん　ママ 智香さん

♡パパとママから
１歳のお誕生日おめでとう
莉乃愛ちゃんの笑顔がパパとママの
元気の源だよ！
これからも明るく元気に育ってね♪

平成 25年 10月 26日　向野北
パパ 領一さん　ママ 明香さん

♡パパとママから
秀仁、一歳の誕生日おめでとう !!
つたい歩きが上手になったね。
次は歩くかな !!
秀仁の成長がとっても楽しみです。
元気に大きくなってね♪

ながすのたからもの

内田遥
は る と

翔くん
（向野北）

平田光
み つ お

男くん
（向野北）

柿本航
こうへい

平くん
（赤崎）

松本美
み さ き

咲ちゃん
（高田）

森山瑠
る あ

亜ちゃん
（新山）

伊藤彩
あ や な

菜ちゃん
（下東）

田中　虹
こう

くん
（赤崎）

田上桃
も も な

菜ちゃん
（清源寺）

千代原依
い ち か

愛ちゃん
（東荒神）

古賀千
ち は る

陽くん
（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！

９月10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）

1 0月・11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。
お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。

■日　時　10月2日㊍と16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

 8日㊌ １歳６カ月児健診 （対象：平成25年２月～３月生まれ）
 14日㊋ ７カ月児健診 （対象：平成26年２月生まれ）
 24日㊎ ３カ月児健診 （対象：平成26年６月生まれ）
※対象の人には１カ月前までに通知します。

10月の乳幼児健診

２カ月児あかちゃんひろば（平成26年８月生）
■日　時　10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　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　11月６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

11月にこにこサロン「子育て講演会」

■日　時　10月24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
■申込締切　10月４日㊏

ベビーマッサージ ※事前申込が必要です。

■日　時　11月14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　12組
■内　容　ピアノの音に合わせて体を動かします。
■持参品　動きやすい服装、水分補給用の飲料
■申込期間　10月20日㊊～11月7日㊎

リトミック ※事前申込が必要です。

■日　時　10月29日㊌　午前10時30分～
※受け付けは午前10時20分まで
■場　所　子育て支援センター
■対象者　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
■申込期間　10月1日㊌～10月18日㊏
※対象年齢はあくまで参考年齢です。

はいはい・よちよち・かけっこ大会 ※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　10月23日㊍
　　　　　午前10時30分～ 11時30分

■場　所　町中央公民館　教養文化室

■対象者　未就園児の親子

■内　容　 親子リトミック
　　　　　 （親子で音に合わせて体を動かしま

す。）

■定　員　15組
　　　　　※定員になり次第締め切ります。

■持参品　タオル、水分補給用の飲料

■サークル参加費　　200円

■申込締切　10月16日㊍

◎事前申込が必要です


