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町老連若手・女性リーダー研修会
時 5月9日㊌ 所 老人福祉センター大ホール
町老連植木剪定・清掃奉仕活動
時 5月26日㊏ 所 老人福祉センター周辺
他 詳しくはお問い合わせください。

出演したい方・団体を募集しています。
所 とぎつカナリーホール
対 ①時津町、長与町で開催する事前練習会に
参加できる方。（障がい者とその家族など
関係者が優先）
②障がい者のグループ・団体
内 ①ベートーヴェンの第九合唱参加者
（歌いやすいよう編曲されたパート）
②器楽演奏や歌・踊りなどの独自出演団体
定 50人
申 問い合わせ先に電話、FAX か郵送、メール
で申込み。
〆 6月6日㊌
時 12月9日㊐

年に1回は健診を受けて、健康状態を確認し、
生活習慣病の予防・改善に努めましょう。
◆健診の対象と種類
国民健康保険に加入の方
・40歳以上：特定健診
・30、35、40、45、50、55、60、65歳：胃がんリスク検診
・20〜39歳の男性：国保成人健診
後期高齢者医療制度加入の方 ・後期高齢者健診
長与町民の方
・40歳以上：各種がん検診（肺・胃・大腸・乳（女性のみ））
肝炎ウイルス検診
・20歳以上の女性：子宮がん検診
・20〜39歳の女性：婦人の健診
※特定健診、後期高齢者健診、胃がんリスク検診
には受診券
（5月初めに発送予定）
が必要です。
※子宮がん検診は20歳から受けられます。
その他の各種がん検診は40歳からです。
※乳がん・子宮がん検診は、2年に1回の受診と
なりますので、昨年度受けた方は対象外です。
◆集団健診
申 健康保険課健康増進係 ☎801-5820
時 6月15日㊎・16日㊏ 所 健康センター
〆 4月12日㊍〜5月31日㊍
◆個別健診
特定健診・後期高齢者健診
時 受診券配布日〜平成31年3月30日㊏（祝日、休診日除く）
国保成人健診、各種がん検診（肺・胃・大腸・
乳・子宮）
、肝炎ウイルス検診、婦人の健診
時 5月1日㊋〜11月30日㊎（祝日、
休診日除く）
所 長与町・時津町内の一部医療機関
※直接医療機関にお問い合わせください。
※詳しくは4月に各世帯配布の
「平成30年度長与
町健康診査のお知らせ」
をご覧ください。
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問 長与町老人クラブ連合会事務局
（長与町社会福祉協議会内） ☎883-7760

問 長崎県障害者社会参加推進センター
〒852-8104長崎市茂里町3-24県棟4階
☎842-8178 6849-4703
*hdcps-suishin@mbn.nifty.com

☎801-5820

カレンダー

カレンダー
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老人クラブ連合会催し

出演者を募集します

問 健康保険課健康増進係

子育てランド

子育てランド

「平成30年度前期（平成30年4月〜平成30
年9月）長与町予防接種実施計画表」内の医療
機関及び接種可能なワクチンの記載内容に誤り
がありました。お詫びして訂正いたします。
訂正した計画表を町ホームページに掲載するととも
に、こども政策課窓口でも配布しております。ご不明な点
がございましたら、担当課までお問い合わせください。

福 祉

募 集 「第19回障害者芸術祭」

特定健診・がん検診を受診しましょう

図書館だより

図書館だより

☎801-5881

毎日の子育てに役立つ情報を共有する場を提供しています。

ブルーは癒しや希望などを表す色です。
世界自閉症啓発デー日本実行委員会は、
青（ブルー）を自閉症や発達障害を理解して
いただくためのシンボルカラーとして利用しています。

保 健

健康テラス

健康テラス

問 こども政策課母子保健係

●障害児福祉手当
支給対象 20歳未満で、重度の障害状態にあるため、日常
生活において常時の介護を必要とする方に支給されます。
支給額（平成30年度）月14,650円
支給制限 次のいずれかに該当する時は支給されません。
①障害基礎年金、障害厚生年金などを受給している時
②社会福祉施設に入所している時
③所得制限を超えている時
※特別児童扶養手当との併給可
●特別児童扶養手当
支給対象 20歳未満で、重度または中度の身体障
害児または知的障害児の保護者に支給されます。
支給額（平成30年度）1級（重度）月51,700円
2級（中度）月34,430円
支給制限 次のいずれかに該当する時は支給されません。
①児童が障害基礎年金、障害厚生年金などを受給している時
②児童が社会福祉施設に入所している時、父母
が児童を監護していない時など
③所得制限を超えている時

●特別障害者手当
支給対象 20歳以上で、著しく重度の障害状態にあるため、
常時特別の介護を必要とする方に支給されます（支給要件有）。
支給額 月26,940円
支給制限 次のいずれかに該当する時は支給されません。
①社会福祉施設に入所している時
②病院などに3か月を超えて入院した時
③所得制限を超えている時
※原爆被爆者介護手当、公害被害補償の手当、予防接種
法の手当を受給している場合は差額が支給されます。

スポーツ広場

スポーツ広場

「平成30年度前期（平成30年4月〜平成30年9月）
長与町予防接種実施計画表」記載内容の訂正とお詫び

☎801-5881

☎801-5827

くらしの情報

くらしの情報

もうすぐパパ・ママになる方のための妊娠〜出
産〜育児の教室です。ご家族の参加も大歓迎！
「妊娠・出産編」
「育児編」
の2部構成で開催します。
時 5月12日㊏13時〜15時30分
所 健康センター4階
内 「妊娠・出産編」妊婦体験・リラクゼーショ
ンと呼吸法・出産について
定 先着20組 〆 5月1日㊋
他「育児編」
は7月7日㊏に沐浴体験や先輩パパママ
体験談・赤ちゃんの抱っこ体験を予定しています。

問 こども政策課母子保健係

問 福祉課障害者福祉係
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申 ・ 問 こども政策課母子保健係 ☎801-5881

ご存知ですか？障害児福祉手当・特別児童扶養手当

ご存知ですか？特別障害者手当

役場の
お仕事紹介

役場の
お仕事紹介

パパ・ママ学級

国連総会において、毎年4月2日を
「世界自閉症啓
発デー」
とすることが決議され、全世界の人々に自閉
症を理解してもらう取組が行われています。
自閉症とは？
自閉症は、
「常に自分の殻に閉じこもっている
状態」と考えられたり、
「親の育て方が悪い事が
原因ではないか」と誤解されることがあります。
自閉症は脳の機能障害であり、「他の人の気
持ちや感情を理解すること」「言葉を適切に使
うこと」「新しいことを学習すること」などに
苦手さがあり、真面目に取り組んでいても、周
りから誤解される事があります。
自閉症の人の行動は、周りから見ると理解し
がたい行動をすることがあります。しかし、行
動には理由があります。周りの理解やその人そ
の人に合った支援が大切です。
世界自閉症啓発デーの取組
自閉症をはじめとする発達障害について、広く啓
発する活動として、シンポジウムの開催やランドマー
クのブルーライトアップなどの活動を行っています。
自閉症をはじめとする発達障害について知って
いただくこと、理解をしていただくことは、発達障害
のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことがで
きる社会の実現につながるものと考えられます。
皆さまのご理解とご支援をお願いいたします。

発達障害啓発週間は
4月2日〜8日

地域
POWER！

地域
POWER！

保険診療内で月ごと、医療機関ごとに1日800円以
上、複数日で合計1,600円以上の自己負担額（薬局の
場合、保険診療内であれば自己負担なし）
を支払って
いる場合、福祉医療費助成を受けることができます。
対 通院 小学1年生〜小学6年生
入院 小学1年生〜中学3年生
※ひとり親・障害などの区分で既に受給されて
いる方については、
そちらが優先となります。
（詳しくはこども政策課福祉医療担当まで）
支給方法 償還払い
病院で、いったん医療費を支払い、翌月以
降に役場に支給申請書を提出したのち、口座
振込にて助成を受けるものになります。
支給申請に必要なもの
・福祉医療費支給申請書 ・医療機関の領収書
・印鑑 ・福祉医療費受給者証 ・お子さんの保険証
他 ・福祉医療費助成制度の認定を受けていな
い場合は認定申請をしてください。
・中学生で受給者証をお持ちでない場合は、
支給申請の際に認定申請も行ってください。
・平成30年度から新1年生となる方については、受給者
証を3月末に送付しておりますので、ご確認ください。

対象や条件など、詳しくはお問い合わせください。
●保育士就職準備金等貸付事業
①未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付
〜パパさんママさんの保育士復帰を応援します〜
②就職準備金貸付
〜平成30年度に保育の仕事へ再就職する方を応援します〜
●ひとり親家庭対象
③長崎県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
〜訓練資金受給者の資格取得を応援します〜
※条件により返還免除があります。
※今年度で募集終了となります。

☎894-4027

Nagayoの
情報通

Nagayoの
情報通

問 こども政策課福祉医療担当

毎年4月2日は国連の定めた
世界自閉症啓発デーです

問 県社会福祉協議会

集

集

お子さんの申請はお済みですか？
こども福祉医療費助成制度のご案内

長崎県社会福祉協議会から貸付事業のご案内

特

特

子 育 て
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