老人クラブ連合会催し

健康講座（体力測定）
時 8月22日㊌10時〜 所 町民体育館
申 ・ 問 役場福祉課
☎883-1111（代表）
県障害福祉課 ☎895-2453

7月28日「日本肝炎デー」
7月23日〜29日「肝臓週間」
問 健康保険課健康増進係

☎801-5820

主任ケアマネジャー・ケアマネジャー募集

長与再発見
健康テラス

問 宮崎県社会福祉協議会「全国短歌募集」係
☎0985-31-9630
対 ・介護や支援を受けている高齢者の方

・高齢者を介護している家族の方
・高齢者を介護している施設職員および
ボランティアの方
・医療・介護を学んでいる学生の方
〆 7月31日㊋
広報 ながよ
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堂崎（三菱堂崎
工場入口附近）

2

油膜が
認められない

1.9

全透

二島
（桟橋付近）

不検出

油膜が
認められない

1.8

全透

潮井崎
（交流館附近）

4

油膜が
認められない

1.9

全透

COD（化学的酸素要求量）
水中の有機物を酸化剤で分解するときに消費
した酸化剤の量を酸素に換算したものです。
（水中の有機物が多いと数値が高くなります）

募集

長与町環境サポーター募集中
問 住民環境課環境係

☎801-5824

町には
「環境サポーター」
という団体がありま
す。この団体には、
「生ごみ減量部会」
と
「分別指導
部会」
があり、それぞれ町内各所で環境に関する
様々な活動を行っています。加入を希望される方
は、住民環境課環境係までご連絡ください。
生ごみ減量部会
長与町の廃棄物対策行政の重点目標であるご
みの減量化のため、有用微生物群（EM 菌）を
利用し生ごみの堆肥化に取り組んでいます。会
員による減量化活動はもとより、各イベントで
のゴミの減量化への啓発、ボカシを利用した花
の栽培などの活動を行なっています。
分別指導部会
町内の清掃活動や皆さまの自治会に出向き、
分かりやすく楽しいごみの出し方などの説明を
行っています。分別説明会においては、環境カレ
ンダーに記載されていない細かいところまで説明
を行い、ご好評をいただいております。また、各
イベントにて分別への協力を呼びかけ、ゴミス
テーションの清掃活動などを行なっています。

子育てランド

子育てランド

短歌募集

項目 糞便性大腸菌群
COD 透明度
油膜の有無
（個／100ml）
（mg/l） （m）

図書館だより

図書館だより

募 集 「心豊かに歌う全国ふれあい短歌大会」

認知症初期集中支援チームとは、本人・家族、
地域の見守り支援や、介護支援相談員などから
相談を受け、認知症が疑われる方や認知症の方
の自立した生活のサポートをする医師や医療・
介護職のチームです。まずはご相談ください。
本人・家族
相談 ↓
相談受付窓口
・長与町地域包括支援センター（介護保険課）
連携 ↓ 情報提供・支援依頼（最長6か月）
長与町認知症初期集中支援チーム
（委託先：長崎北病院）
・看護師、医療ソーシャルワーカーなどの医療
と介護専門職
・専門医
どんなサポートがあるの？
・家庭訪問によるお困りごとの確認
・受診や介護サービス利用のサポート、家族支援
・症状に合ったアドバイス
対象となる方は？
自宅で生活する40歳以上の方で
・認知症の診断を受けていない方
・認知症の診断を受けたが治療を中断している方
・介護保険サービスを利用していないか中断し
ている方
・何らかのサービスは利用しているが認知症の
症状が強く、対応に困っている方

検査地点

健康テラス

休暇など取得しやすく、働きやすい職場です！
申 申込用紙と資格の写しを介護保険課までご
提出ください。申込用紙は介護保険課にあ
ります。（土日祝日を除く）
〆 7月24日㊋
他 試験 面接を行います。面接日は後日お知ら
せします。
※締切後1週間以内を予定しています。
主任ケアマネジャー
対 主任介護支援専門員の資格および普通自動
車免許を有する60歳位までの方。
内 ケアマネジャーの相談支援業務、地域包括
ケア業務など
定 1人
他 賃金 月205,600円
（1日7.5時間、週5日勤務）
通勤手当 片道2km以上の方にあり
勤務時間 8時45分〜17時15分（休憩時間12時〜13時）
ケアマネジャー
対 介護支援専門員の資格および普通自動車免
許を有する60歳位までの方
内 要支援1・2認定者、事業対象者への予防ケ
アマネジメントなど
定 1人
他 賃金 月165,000円（週31時間）または
時給1,220円
（1日6時間、週3日勤務）
通勤手当 片道2km以上の方にあり
勤務時間 8時45分〜15時15分（休憩時間12時〜13時）

☎801-5822

町には海水浴場はありませんが、夏になると
堂崎、二島、潮井崎交流館付近で海水浴を楽し
む姿が見られます。この3か所で水質調査を実
施しました。水質検査の結果、
【堂崎】【潮井崎】
は「水質 A」、【二島】は「水質 AA」で遊泳適
となり、安心して泳ぐことができる水質です！
採水日：5月17日
検査結果

長与再発見

長与町日常生活用具給付事業の対象種目に次
の用具が加わります。
（平成30年4月1日〜適用）
対 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち喉頭
を摘出し常時埋込型の人工喉頭を使用するも
の。（施設入所者などを含む）
種目
埋込型人工喉頭用人工鼻
性能
障害者が容易に使用し得るもので、人工鼻用カ
セットおよびベースプレート
基準単価
1月当たり23,760円（税込）
申請時に必要なもの
日常生活用具申請書、身体障害者手帳、見積書（6
か月分まとめての申請も可）、埋込型人工喉頭を使
用していることがわかる書類
（病院の診療明細など）

☎801-5822

問 介護保険課包括支援係

ᶏ᳓ᶎߪ⼔⠪ߣ
৻✜ߦⴕ߈߹ߒࠂ߁㧋

スポーツ広場

スポーツ広場

介 護
問 介護保険課包括支援係

㐳ਈ↸ߩක≮ᯏ㑐߿
⼔ᣉ⸳ߩᖱႎ߇⍮ࠅߚߥޕ
㐳ਈ↸ߦߪߤߩࠃ߁ߥ
⼔ࠨࡆࠬ߇ࠆߩߛࠈ߁㧩
〜住み慣れたながよで安心して暮らすために〜
「長与町認知症初期集中支援チーム」を
設置しました

募集

☎801-5827

⼔߇ᔅⷐߦߥߞߚߌࠇߤޔ
⥄ቛߢߩ↢ᵴࠍ⛯ߌࠆߚ
ߦߪߤ߁ߔࠇ߫⦟ߩߛࠈ߁㧩

長与の海は
泳げるの？

くらしの情報

くらしの情報

肝炎ウイルス検査は、町の個別健診や集団健診
で受けることができます。お気軽にお問い合わせ
ください。肝炎の感染に気付かないまま放置する
と、知らない間に病気が進展し、肝硬変や肝がん
などの重篤な病気につながる恐れもあります。肝
臓は、
「沈黙の臓器」
とも呼ばれています。少なくと
も一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう。

日常生活用具の給付種目を追加します
問 福祉課障害者福祉係
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献血は、たくさんの人々の善意に
よって支えられています。そして、
けんけつちゃん
一人ひとりの温かい心が多くの尊い
命を救っています。皆さまの献血に対する温か
なご支援と積極的なご参加をお願いします。

7月1日から、長与町地域包括支援センター
内に「長与町在宅医療・介護相談窓口」を設置
しました。在宅での介護や医療のことで困りご
とがある場合は、どなたでもご相談ください。

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

県が指定する旧式の人工内耳体外機を装用さ
れている方に対し、人工内耳体外機の更新費用
の一部に助成を行っています。
対 次のいずれにも該当している方が対象になります。
①長与町内に住所を有する方
②聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方
③県が指定する人工内耳体外機を現在装用し
ており、かつ、購入後5年以上経過している方
④購入する人工内耳体外機が医療保険また
は民間保険の適用を受けない方
⑤助成対象者およびその世帯員の町民税の
所得割の額が46万円以上でない方

7月は「愛の血液助け合い運動」月間です

問 長与町在宅医療・介護相談窓口
長与町地域包括支援センター ☎887-3008

役場の
お仕事紹介

役場の
お仕事紹介

人工内耳体外機購入助成事業を実施しています

環 境

「長与町在宅医療・介護相談窓口」
を設置しました

地域
POWER！

地域
POWER！

問 町老人クラブ連合会事務局
（町社会福祉協議会内）☎883-7760

保 健

Nagayoの
情報通

Nagayoの
情報通

福 祉

平成29年度をもちまして、5人の環境サポー
ターの方が引退されました。長期間にわたり、町の
環境行政、ごみの分別指導、ごみの減量化に深く
ご尽力していただき誠にありがとうございました。
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