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□子ども手当の現況届の受付日程

本渡地区

大腸がん検診（便潜血検査、
Ｓ状結腸内視鏡検査）を実施
大腸がん検診（便潜血検査、
Ｓ状結腸内視鏡検査）を実施

■対　象＝本渡地区に住んでいる人で、今年度
40歳以上になる人（ただし、人間ドックや施
設健診、地域健診などで大腸がん検診〔便潜血
検査〕を受けた人または受ける予定の人は受診
できません）。
■受診方法＝①６月２日㊌から同16日㊌までの、
いずれも午前９時から午後５時までに天草中央
保健福祉センターで便潜血検査容器を受け取
る。②自宅で２日分の便をとる。③６月23日
㊌、翌24日㊍の午前９時から午後５時までに、
天草中央保健福祉センターに便潜血検査容器と
個人負担金（右上表）を持参する。④７月23日
㊎天草中央保健福祉センターで行う結果説明会
に出席する。Ｓ状結腸内視鏡検査の該当者は予

　子ども手当を受給している人
は、６月中に「現況届」を提出し
なければなりません。これは、子
ども手当を引き続き受給できる要
件を満たすかどうかを確認するた
めに実施するものです。
　市では、左表の日程で受け付け
を行います。対象者には、５月下
旬に案内書を送付しますので、必
ず届け出をしてください。
　なお、この届け出をしないと、
６月分からの子ども手当は受給で
きませんのでご注意ください。た
だし、４・５月中に出生、転入な
どによる新規認定請求や額改定認
定請求をした人、または制度移行
に伴う認定請求をした人について
は、「現況届」の提出は不要です。

【問い合わせ先】
本庁・子育て支援課子ども福祉係
（内線1175）、牛深支所・保健福
祉課福祉係、その他の支所・市民
生活課保健福祉係

70歳以上・国保加入者
200円
400円

□大腸がん検診の個人負担金　　　　　　　　
69歳以下
   5００円
1,2００円

検査項目
便潜血検査
Ｓ状結腸内視鏡検査
※生活保護の人は無料となります。証明書を持参してください。
※国保は天草市国民健康保険のことです。国保加入者は保
険証を持参してください。

約をする。⑤８月30日㊊天草中央保健福祉セン
ターで行うＳ状結腸内視鏡検査と結果説明会に
出席する。

〔Ｓ状結腸内視鏡検査〕＝今回実施する便潜血検査
が陰性で、次のいずれかに該当する人が対象と
なります（結果説明会時にお知らせします）。

　●過去５年、内視鏡検査を受けたことがない人。
　●過去にポリープなどを切除したことがある人
など。

【問い合わせ先】天草中央保健福祉センター☎㉔0620

 ■３・４カ月児健診（BCG予防接種を含む）
▶対　象＝平成22年２月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル
（BCGを接種するときは予診票も持参）

 ■７・８カ月児健診
▶対　象＝平成21年10月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル

 ■１歳６カ月児健診
▶対　象＝平成20年11月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル・尿

６

【問い合わせ先】
天草中央保健福祉センター（亀場町）☎㉔0620・㉔3737
天草東保健福祉センター　（栖本町）☎663355
天草西保健福祉センター　（河浦町）☎753301

※牛深・天草（高浜・大江）・河浦地区は平成20年
10月～11月生まれが対象です。

※参加を希望する人は６月23日㊌までに、電話で天
草中央保健福祉センターへお申し込みください。

※参加を希望する人は６月14日㊊までに、電話で天
草中央保健福祉センターへお申し込みください。

 ■３歳児健診
▶対　象＝平成19年5月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル

※牛深・天草（高浜・大江）・河浦地区の平成19年
５月～６月生まれは７月に実施予定です。

 ■健康相談
▶対　象＝希望者
▶受付時間＝10:00～11:00
▶持参品＝健康手帳・母子健康手帳・バスタオル

 ■母親学級
▶対　象＝妊婦
▶時　間＝13：30～15：30
▶持参品＝母子健康手帳

 ■育児学級
▶対　象＝０～１歳未満の子どもと保護者
▶時　間＝10：00～11：30
▶持参品＝母子健康手帳

日 対 象 地 区 場　　所 受付時間

8
㊋

本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（向
辺田を除く）

天草中央保健
福祉センター 12：45～13：15

16
㊌

本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本

天草東保健福
祉センター 12：45～13：00

17
㊍
牛深、天草（向辺
田）、河浦 牛深支所 13：00～13：15

日 対 象 地 区 場　　所 受付時間

10
㊍

本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（向
辺田を除く）

天草中央保健
福祉センター 12：45～13：15

16
㊌

本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本

天草東保健福
祉センター 13：00～13：15

17
㊍
牛深、天草（向辺
田）、河浦 牛深支所 13：15～13：30

日 対 象 地 区 場　　所 受付時間
３
㊍
牛深、天草（高浜・
大江）、河浦

天草西保健福
祉センター 13：00～13：30

15
㊋

本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（高
浜・大江を除く）

天草中央保健
福祉センター 12：45～13：15

23
㊌

本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）・有明、御
所浦、倉岳、栖本

天草東保健福
祉センター 12：45～13：00

日 対 象 地 区 場　　所 受付時間

９
㊌

本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本

天草東保健福
祉センター 12：45～13：00

24
㊍

本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（高
浜・大江を除く）

天草中央保健
福祉センター 12：45～13：15

日 内 　 　 　 容 場　所

25
㊎

〔赤ちゃんを迎える準備〕
安心して赤ちゃんを迎えるため
に準備をしておこう！！

天草中央保健
福祉センター

日 内 　 　 　 容 場　所

16
㊌

●子育て講座
「楽しく子育て
　　　～親バカのすすめ～」

●季節の行事（七夕かざり）

天草中央保健
福祉センター

日 場　　所
７
㊊
牛深支所、御所浦島開発総合センター、天草
西保健福祉センター

14
㊊
天草中央保健福祉センター、牛深支所、有明
保健センター

21
㊊ 牛深支所、天草東保健福祉センター、天草支所

28
㊊ 天草中央保健福祉センター、牛深支所

子ども手当の
現況届の提出を！

地　区 期　日 時　　間 場　　　所

本　渡 6月7日㊊
～11日㊎

7～10日 9：00～20：00
     11日 9：00～17：15

本庁３階第１会議室
17：15以降は南側玄関

牛　深

6月7日㊊

9：00～12：00

二浦出張所
6月8日㊋ くたまふれあいセンター
6月9日㊌ 魚貫出張所
6月10日㊍ ふかみふれあいセンター
6月7日㊊
～11日㊎

7～10日 13：30～17：15
     11日   9：00～17：15 牛深支所・保健福祉課

有　明 6月7日㊊
～11日㊎ 9：00～17：15 有明支所・市民生活課 

※各出張所

御所浦
6月7日㊊
～11日㊎ 9：00～17：15 御所浦支所・市民生活課

6月9日㊌ 9：00～17：00 横浦出張所

倉　岳 6月7日㊊
～11日㊎ 9：00～17：15 倉岳支所・市民生活課

栖　本 6月7日㊊
～11日㊎ 9：00～17：15 栖本支所・市民生活課

新　和

6月7日㊊
9：00～12：00

大多尾出張所
6月8日㊋ 中田出張所
6月7日㊊
～11日㊎

  7～8日 13：30～17：15
9～11日   9：00～17：15 新和支所・市民生活課

五　和

6月7日㊊
9：00～12：00

五和漁村センター
6月8日㊋ 鬼池公民館
6月9日㊌ 地域交流センターおおくす
6月7日㊊
～11日㊎

    7～9日 13：30～17：15
10～11日   9：00～17：15 五和支所・市民生活課

天　草 6月7日㊊
～11日㊎ 9：00～17：15 天草支所・市民生活課 

※各出張所

河　浦 6月7日㊊
～11日㊎ 9：00～17：15 河浦支所・市民生活課 

※各出張所


