ちゃんが元気かどうかを

ストレスのない状態で赤

測るセンサーです︒お母

お腹の張り︵子宮収縮︶を

数を測り︑もうひとつは

出力されます︒上の線は

２本の波線上のデータが

結果によって︑赤ちゃん

が細かくチェック︒この

性徐脈﹂がないかを医師

の心拍数が下がる﹁一過

んは

には︑ほかの検査を行い

が心配されるような場合

ます︒

〜

赤ちゃんの心拍数が正常

判断します︒胎児の状態

支援員と連携し︑住宅確保要配慮者の
民間賃貸住宅への円滑な入居を促進

ぼくの大好きな熊本城

くじら の まち

金峰山と新幹線

あさぎり町立上小学校 2年

熊本市立長嶺中学校 2年

熊本市立日吉小学校 3年

本田 耀大さん

大島 ののかさん

大山 圭悟さん

小学生の部『私が未来に残したい熊本の風景』、

熊本県内の小・中学生から作品を募集しました。

合志市立楓の森小学校 1年

熊本市立向山小学校 4年

天草市立五和中学校 3年

今回は、総計107点の個性豊かな作品が届きました。

野口 航平さん

桜井 治史さん

岩本 美月さん

次の健診の際に﹁ノンストレステスト﹂をすると聞きました︒
どんな検査で︑その結果何がわかるのですか？

調べ︑お産に耐えられる
さんは︑リラックスした

赤ちゃんの心拍数︑下は

が良好な状態︵ｗｅｌｌ

行います︒妊娠高血圧症
り起きたりを繰り返しま

値︵１１０〜１６０︶であ

胎児に異常がないかをチ

類のセンサーを装着しま

イルミネーションに無料

表彰式の模様を

第１子を妊娠中で︑ 週目に入ったばかりです︒﹁次の妊婦健診の時に︑ノンストレステストをします﹂
と言われました︒どのようなことを調べる検査なのか︑詳しく教えてください︒

かどうかを判断するひと
姿勢で読書などをされて

子宮収縮を表し︑真ん中

候群などハイリスク妊娠
す︒そのため寝ている時

るか︑心拍数に細かい変

ェックします︒

す︒ひとつは胎児の心拍

〜

では︑早い時期から行う
と起きている時の心音を

化があるか︑胎動に合わ

モニター検査とも言われ

バスで案内してくれるか

こ の デ ー タ を も と に︑ ︲ｂｅｉｎｇ︶かどうか

こともあります︒
より正確に調べるために

せて胎児の心拍数が正常

ます︒子宮の収縮などの

ＮＳＴは︑お腹に２種
分ほど記録をとり

分 娩 監 視 装 置 か ら は︑ に上昇しているか︑胎児

つの方法です︒
いても構いません︒

には胎動が表されます︒

調な場合は︑ 週以降に

当院では妊娠経過が順

分ごとに寝た

妊娠後期には︑赤ちゃ

グラフの２本の線を医師が診断します

陣痛などのストレスがない状態で分娩監視装置をつけて︑お腹の
赤ちゃんが元気かどうかをチェックする︑妊娠後期の重要な検査です

ノンストレステスト
︵ＮＳＴ︶とは︑胎児心拍

日︵木︶まで︒伊勢えび料

ら！ 教会を彩る壮大な

ロザリオ館で開催される

ら︑ 宿 泊 客 は 大 江 教 会・

宿 泊 客 に 嬉 し い サ ー ビ ス︒ 教 会 の
イルミネーションスポットへ案内
天草市で好評開催中の

理︵３品以上︶や海鮮料理

イルミネーションは一見

﹁伊勢えび祭り﹂は 月

が提供される宿泊プラン

公開中

今回の入賞作品と

Webでは

34

赤ちゃんの胎動や心拍数︑お母さんの
子宮収縮の状態を 〜 分ほど記録
40

未来に続け この景色

金賞

街の中の大草原

金賞

リビングくまもと

Web動画を

受賞作品で作ったWeb動画を「くまトヨちゃんねる」にて公開中！

で︑今年の伊勢えびも新

対象施設は観光協会

月１日

熊本県居住支援法人の
指定を受けている﹁まつ

要配慮者〟の支援を行う

お不動産﹂は︑
〝住宅確保

職員︑民生委員等の心強

ケアマネージャーや行政

住宅確保が困難なケー

いパートナーです︒

ス︑煩雑な手続きが必要
なケースにも迅速に対
応︒
﹁シェルターもあり︒
入居関係でお困りの支援
員の方はお問合せを﹂
︒

問合せ／☎096
（245）7984

公開中

2022年10月19日（水）の審査会で受賞作品を決定、

※すべてが採用されるわけではありません。 応募者の個人
情報は紙面製作でのみ使用されます。

営／ 8:15 〜 17:15（日祝休）住／北区龍田8-17-40

受賞作品を使った

11月20日（日）に表彰式を行ないました。

まつお不動産

ママの「？」を募集

・福祉施設のケアマネージャー
要配慮者に関わる ・医療機関のケースワーカー
ワーカーさんを ・福祉に関わる行政職員
サポート
・地域の民生委員…など

どきどきの かぶとむしとり

金賞

中学生の部『私が住みたい熊本の風景』をテーマに

の価値ありです︒
宿泊するなら下田温泉

設︶︑期間は

︵木︶〜 日︵水︶まで︒

宿泊代が割引に
月下旬までは﹁全
国旅行支援﹂で︑通常
％

割 引︵ 上 限 ５ ０ ０ ０

の宿泊料金から

１０００円分の

円︶︒プラス３０００
円

地域限定クーポンが
も ら え ま す︒ 対 象 の
宿泊施設や詳細はＨ
Ｐ︑または﹁ぷらっと﹂
まで問合せください︒

県指定の
「居住支援法人」
です

20

に加盟の宿泊施設︵ 施
12

日〜金曜 3000 円
土曜
1000 円
地域限定
クーポン額
詳細はこちら↑
※「全国旅行支援」は他の助成事業
との併用不可

交通付旅行商品 8000 円
割引上限
宿泊施設のみ 5000 円

30

40
28

40％割引
割引率

☎ 0969
（27）
3726

29

●期間／ 12月1日〜 12月28日
●時間／夜8:00 〜
●内容／観光協会加盟の宿泊施
設
（12施設）
に宿泊すると、大江
教会周辺のイルミネーションツ
アーに無料参加できます

妊娠・出産・赤ちゃんに関する質問を募集中。産婦
人科の医師に聞いてみたい内容、名前（匿名の場合は
ペンネームも）
、年齢、住所、電話番号を書いて、
〒860-8511熊本リビング新聞社「プレまま」係

住宅確保

36

鮮︑ぷりっぷりですよ︒

【無料】大江教会イルミネーションツアー

※宿泊当日ワクチン3回接
種済証等または検査結果
通知書の提示が必要です
※キャンセル料は助成な
しの旅行代金をもとに算
出 ※感染状況等により受
付の停止、および割引事
業が中止となる場合があ
ります
住所／天草市天草町下田北1310-3
受付／９:00 〜 17:00
休日／第4水曜、1月1日

12

が断然おすすめ︒なぜな

大江教会の周辺一帯が彩られる荘厳なイルミネーション
は、県外からも見物客が訪れる人気スポット

12
40

全国旅行支援（宿泊の場合）

【宿泊問合せ】下田温泉ふれあい館ぷらっと

教えてくれたのは
福田病院 理事長 福田稠さん
刺身やみそ汁、ボイルなど各施設の伊勢えび料理を堪能でき
ます（写真は旅館「夢ほたる」の伊勢えび会席例）

40
12

or

天草支部
（一社）天草宝島観光協会

30

ノンストレステスト（NST）
VOL.212

下田温泉で伊勢海老＆イルミネーションを！

第4回
私が好きな
『熊本の風景画』コンクール

入賞作品の中から三賞（熊本リビング新聞社賞・熊本トヨタ自動車賞・松永健志賞）と金賞を受賞した作品をご紹介します

＜2＞
土曜日
2022年11月26日

伊勢えび祭りは12月29日まで、
「全国旅行支援」で最大5000円割引

