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　麻しんウイルスの空気感染によって起こり、
感染力が強く、予防接種を受けないと多くの人
がかかる病気です。発熱、せき、鼻汁、めやに、
発疹を主症状とし、最初３～４日間は、38℃前
後の熱で、一時おさまりかけたと思うと、また
39 ～ 40℃の高熱と発疹がでます。高熱は３～４
日で解熱し、次第に発疹も消失します。しばらく
色素沈着が残ります。
　主な合併症として、気管支炎、肺炎、中耳炎、
脳炎があります。

　風しんウイルスの飛沫感染によって起こり、
潜伏期間は２～３週間です。軽いかぜ症状ではじ
まり、発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが
主症状で、そのほか、眼球結膜の充血も見られ
ます。発疹も熱も約３日間で治るので、「三日ば
しか」とも呼ばれます。
　主な合併症として、関節痛、血小板減少性紫
斑病、脳炎があります。
　妊婦が妊娠早期にかかると、先天性風しん症
候群と呼ばれる病気により、心臓病、白内障、
聴力障害などの障害を持った子どもが生まれる
可能性が高くなります。

「善君、お誕生日おめで
とう！その笑顔で皆を癒
してね」
甲植木区（善友・悦子）
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◦対 象 者　平成 22 年５月生まれの赤ちゃん
◦必要なもの　赤ちゃんの写真（ふりがな付きの

氏名、生年月日を裏書。）、保護者のメッセージ
（50字以内、居住区、保護者の氏名、電話番号
を明記）

※ここで掲載された写真や氏名などは、須恵
町ホームページの中の「広報すえ」で公開され
ますので、その旨了解の上お申し込みください。

　　なお、写真は返却しません。
◦締 切 日　３月 31 日（先着 10 人まで）
◦問合せ先　まちづくり課　☎ 932-1153
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（Ｈ22．３．11 生まれ）

♥あかちゃんおはなし会（毎月第３木曜日）
　３月 17 日、４月 21 日
　（０・１歳：10：20 ～　２・３歳：11：00 ～）
★おはなし会（毎月第１・２・３土曜日：14：00～）
　３月５日・12 日・19 日、４月２日・９日・16 日
◆工作教室（毎月第４土曜日：14時～）
　3 月 26 日、4 月 23 日　

図書館だより
☎９３２-６３６４

広報すえ点字版 揃えています
麻しん（はしか）とは？

風しんとは？

135 冊の資料が行方不明

第２回 須恵町読書感想文
コンクール特別賞発表

「お誕生日おめでとう！
毎日たくさんの幸せをあ
りがとう♥これからも笑
顔いっぱい元気いっぱい
で過ごそうね♪」
甲植木区（剛・純子）

桑原　穂
ほ の か

香ちゃん

（Ｈ22．３．29 生まれ）

印は休館日です。開館時間 10：00 ～ 18：00

　１月 27 日（木）から２月４日（金）まで、図書
館資料の総点検および清掃を行いました。期間中
は、利用者の皆様に大変ご迷惑をおかけしました。
　蔵書点検の結果、貸出手続きが行われずに、館外
に持ち出されたと考えられる不明資料は 135 冊で
した。昨年は 211 冊で今年度は減少していますが、
町民の皆様の大事な財産が無断で持ち出されたこと
は残念です。

　江戸初期に5人の庄屋
が筑後川に堰（セキ）を
築いた史実をもとにした
小説で、水不足に苦しむ
大地に水を送り込むた
め、死を覚悟して水門を
築く庄屋や農民らの姿は
行政をもつき動かす。今
は豊かな筑後平野の田ん
ぼだが、人間の英知と努
力が結集した歴史を思う
と感慨深い。一途な姿勢
は現代にも通じる。 　町内小中学校の全児童・生徒を対象として、読

書感想文コンクールの取組みを行いました。
　応募多数の中から特別賞が決定し、２月３日
（木）、町長室にて表彰式が行われました。（関連
記事 16 Ｐ参照）
　図書館では、コンクールの「受賞作品集」を展
示していますので、ぜひご覧ください。

◦対象者
２期：平成 16 年４月２日～平成 17 年４月１日生まれ
３期：平成９年４月２日～平成 10 年４月１日生まれ
４期：平成４年４月２日～平成５年４月１日生まれ

◦接種期限　平成 23 年３月 31 日
※平成 22 年度中に１回のみの接種です。

◦対象者
２期：平成 17 年４月２日～平成 18 年４月１日生まれ
３期：平成 10 年４月２日～平成 11年４月１日生まれ
４期：平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれ

◦接種期限　平成 24 年３月 31 日
※平成 23 年度中に１回のみの接種です。

◦問合せ先　
　健康福祉課　☎ 932–1151（内線 153）
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ＭＲ（麻しん風しん混合ワクチン）接種のお知らせ

Book
推薦者

百田　賢（図書館長）

帚木蓬生／著
新潮社／出版

　このコーナーでは、利用者や
職員などからのお薦めの１冊を
紹介していきます。

「水神」上下巻 　食物や家畜の生命力を感
じる観察のポイント、失敗
しないつくり方と育て方、
楽しい食べ方や加工・利用
法、おもしろ実験、歴史や
先人の知恵などを交え、農
作業の基本を解説。この本
を読んで、自然豊かな須恵
町の農業を観察してみよ
う！！

かわしろひでお／編
じんさきそうこ／絵

農山漁村文化協会／出版

「農作業の絵本１・２」

町立図書館の３月の推薦図書

“図書館お薦めの１冊”“私のお薦めの１冊”

平成 22 年度の接種期限が
近づいています。

平成 23 年度の接種が
始まります！

　

点字図書コーナー

　図書館では、町の情報誌「広報すえ」の点字版
を置いています。その他「議会だより」や「窓ぎ
わのトットちゃん」などの点字図書があり、貸出
も行なっていますので、ぜひご利用ください。


