
上峰インフォメーション

ひよ子ルーム
【日　時】　２月７日（金）　10時～11時
【場　所】　ひよ子保育園かみみね
＊お電話での事前申し込みが必要です。

問ひよ子保育園かみみね　
　☎５２−２１86　担当：古賀・指山

　もうすぐ立春、暦の上では春ですがまだまだ寒さは
厳しく春はもう少し先のようですね。
　今月は３月のおひなさまの製作をしたいと思います。
　インフルエンザが流行する時期のため、日程や活動
内容が変更になる場合があります。事前に連絡をお願
いします。

☆みんなでかるた遊びをしました☆
　年長のそらぐみさんが、みんなでかるた遊びをし
ました。先生が読むのを真剣に聞いていました。み
んな楽しんでいましたよ。かるたの後は福笑いもし
ました。顔ができあがるとみんな大笑いでした。

保育園

※令和２年４月より認定子ども園へ移行します。
※ 当保育園では、「ひよ子ルーム開設」以外でも保育園の見学や利用

についての相談を受け付けております。お気軽にお電話ください。
【ひよ子保育園かみみねホームページ】　
　https://hiyokohoikuen.jp/

認定こども園 
かみみね幼稚園こども園

～園庭開放～
【日　時】　２月13日（木）　９時～12時
【対象児】　０歳児～４歳児
【場　所】　認定こども園かみみね幼稚園　園庭等
◎ 天候にかかわらず、室内も開放しておりますのでご

利用ください。
◎ 事前のお申込みは必要あり

ません。
◎ お友だちやご近所の方をお

誘い合わせの上、お気軽に
ご参加ください♪♪

★ 子育てに関するご相談や就園に関するご相談も行っておりますので、気軽にご活用ください。

～わくわくひろば～
【内　容】　運動あそび
【日　時】　2月12日（水）
　　　　　　10時～11時
【受付開始日】　 ２月５日（水）
【対象児】　１歳児～４歳児
【場　所】　認定こども園かみみね幼稚園
　　　　　　ぷれいるーむ
☆ ご参加いただくには、お電話での事前申し込みが

必要です。
☆着替えや飲み物等は、各自でご準備ください。

認定こども園　かみみね幼稚園　☎５２−５0７３　担当：古賀
【認定こども園　かみみね幼稚園ホームページ】�　http://www.midorigakuen.net

	 	幼保連携型認定こども園 
	 	ひかりこども園こども園

園庭開放
【日　時】　２月７、14、28日　10時～11時　お天気のよい金曜日
ＨＩＫＡＲＩ　terrace　～支え合い、育ち合い～
【日　時】　２月14日
　　　　　　10時～10時30分　園庭開放
　　　　　　10時30分～10時50分　絵本の読み聞かせ 他
　　　　　　お楽しみに！　※ 予約不要です。

▲�おじいちゃんおばあちゃんと一緒におもちつき会を
楽しみました。

ひかりこども園
かみみね子育て支援センター
☎５２−9900　☎５２−0４06
担当：天野・牛島

２月　生き生き子育て応援
　令和の時代になって初めてのうるう年が今月やってきます。１
年365日が366日となるこの日、特別な気持ちになりますね。時
間があっという間に過ぎてしまうと感じる方は、ぜひこの特別な
１日に我が子をギューと抱きしめてみましょう。何よりも贅沢な
時間の過ごし方です。
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鳥栖三養基市民公開講座 
地域で支える在宅医療・介護

　地域で支える在宅医療・介護をテーマに、タレン
トの荒木由美子氏、烏栖三養基医師会小栁医師をお
招きし、講演会を開催します。
【講演内容】　「家族との絆」
　　　　　　　荒木  由美子 氏
　　　　　　　「 地域での人生会議（アドバンス・

ケア・プランニング：ACP）」
　　　　　　　小栁  毅 氏
【開 催 日】　２月１日（土）
【開催場所】　サンメッセ鳥栖　４階大ホール
　　　　　　　入場無料・事前申し込み不要
【主　　催】　 鳥栖三養基医師会・鳥栖地区広域市

町村圏組合
鳥栖地区広域市町村圏組合　☎09４２−8１−３１１１

おしらせ

２月　エコライフ講座
【内　　容】　残ったクラフトテープで小物作り
【場　　所】　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　　　　　　　和室
【日　　時】　２月16日（日）　10時～12時
【材 料 費】　200～300円
【持ってくる物】　はさみ、ものさし
【募集人員】　10人
＊事前に申込みをしてください。
＊ 応募者多数の場合は抽選となります。
【申込締切日】　２月７日（金）

　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　月曜日〜金曜日　８時３0分〜１７時
　☎09４２−9４−9３１３

講座・イベント

エコ・マーケット、もったいなか市��同時開催！！

野菜などに適した発酵肥料 
「三神豊作」好評販売中！！

　三神地区汚泥再生処理センターでは、野菜などの
栽培用に適した有機入り肥料「三神豊作」を販売し
ています。「三神豊作」は、発酵した有機入り肥料
ですので速効性があり、利用者からは、野菜、花が
よく育つ、大きく育つと好評を得ております。ぜひ
お使いください。
【肥料の種類】　汚泥発酵肥料
【価　　　格】　15kg入り ７5円
【販　売　日】　毎週木曜日　９時から12時
　　　　　　　　　　　　　　13時から16時
【販 売 場 所】　三神地区環境事務組合事務局
　　　　　　　　（神埼市千代田町栁島12９0番地）

三神地区環境事務組合事務局　☎３４−6５５５
ホームページ　https://www.sanshin-kankyo.jp

おしらせ

統計調査員の登録者を募集しています
　上峰町では、町が国から委託を受けて行う各種統
計調査の調査事務に従事していただく統計調査員の
登録者を募集しています。
　統計調査員の任期はほとんどの調査で２か月程度
です。調査終了後に国が定める基準に基づく報酬を
お支払いします。報酬額は、調査の内容、受持ち件
数などによって違いますが、１調査で概ね２～６万
円程度です。
　登録後は、調査ごとに調
査の内容、日程などをお知
らせし、調査への従事が可
能であれば仕事を依頼しま
す。
　簡単な面談選考の結果、
登録調査員として登録を行
います。選考のため、応募
された方全員が登録される
とは限りませんので、あら
かじめご了承ください。

まち・ひと・しごと創生室　広報企画係
（担当：阿部、矢動丸）　☎５２−２１8２

おしらせ
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まつ毛美容液　 
目の痛みや契約トラブルも

　ネット通販で、まつ毛美容液を購入した。１回目
はお試し価格で安かった。使い始めて10日ほど経
つと目の周りが腫れてきたので皮膚科を受診したと
ころ、アレルギーと診断された。２回目の商品が届
いたので解約の連絡をすると、１回目のお試し価格
と通常価格との差額約１万円を支払うよう言われ
た。 （60歳代 女性）

 ひとこと助言 
☆ 「まつ毛美容液」を使用して、まぶたなど、肌に

赤み、かゆみ、痛み、腫れなどの異常や、目に痛
みや違和感があらわれたときには、すぐに使用を
中止し、症状によっては皮膚科や眼科を受診しま
しょう。その際、商品を持参するとよいでしょう。

☆ ネット通販の場合、１回だけのつもりで購入した
ものの定期購入となっていて、トラブルが生じて
いるケースも多くあります。購入の条件等詳細を
よく確認することが大切です。

☆ 困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生
活センター等にご相談ください（消費者ホットラ
イン188）。

おしらせ
こども食堂なごみ　お知らせ

　《コンセプト》
　☆子どもたち　その家族の絆を大切にする。
　☆健康と個々の心の栄養を養う。
　☆ 自然の環境の中でなごんでもらい心身ともに健

全化をはかる。
　☆ 地域の高齢者の方々と子どもたちの絆をつな

ぎ、多世代交流を目指す。
【日　時】　 ２月８日（土）※毎月１回開催
　　　　　　11時30分～15時
【メニュー】　 とんかつ定食、玉子スープ、惣菜、

フルーツ他
【場　所】　上峰町堤1651−26９
【料　金】　１人　300円　おてつだいができたら100円引
　５歳以下は無料　（おかわり自由）いっぱい食べてね！！

【地域ボランティア活動募集】
　こども食堂のお手伝いのできる方
　してみたいと思っている方
　是非、参加してみませんか

喫茶和み　☎５２−１５66

おしらせ

※�乗合タクシーで、こども食堂なごみまで利用でき
ます。是非、この機会にお越しくだ

　さい。お待ちしております。

テレビの視聴に関するお知らせ
　各携帯電話事業者が新しい電波（７00MHz帯）を使用するために、３月1９日に佐賀県内一部地域において、
試験電波の発射予定です。
　テレビの映像に影響が出るおそれがある地域のご家庭へは、２月頃からチラシが配布されます。
　テレビ映像に影響が生じた場合は、無償で回復作業を行いますので、お問い合わせください。

おしらせ

７00ＭＨｚテレビ受信障害対策コールセンター　☎0１２0−７00−0１２
※IP電話等で上記番号につながらない場合は、☎0５0−３７86−0７00【有料】
受付時間　9時〜２２時（土日・祝日および年末年始を含む）

みほ
ん

みほ
ん
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相続手続（家や田や畑が亡くなった方の名義になっている）
遺言書（死んだら、家や土地の名義はどうなるだろう）
　　　　その他　建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明等

行政書士　杠　繁美
ゆずりは しげみ

日本行政書士会登録番号
05410974

〒842－0121　神埼市神埼町志波屋3627
　　　　　　　　TEL 0952－53－1747　携帯 090－8836－5630

行政書士には守秘義務があります、お気軽にご連絡ください。

ゆずりは　神埼ホームページ 検索

有
料
広
告

水道管凍結に注意！
　気温がマイナス４度以下になると、水道管が凍結して水が出なくなったり、破裂して漏水することがあります。
おしらせ

【凍結を防ぐには】
　 　露出した水道管や屋外にある

蛇口に厚手の布等をかぶせ、ビ
ニルテープなどで巻きつけ、保
温してください。

【凍結して水が出ないとき】
　 　凍った部分にタオルや布をか

ぶせ、その上からゆっくりとぬ
るま湯をかけて、とかしてくだ
さい。直接、熱湯をかけると、
水道管が破裂する場合がありま
すのでご注意ください。

【破裂したとき】
　 　まず、止水栓を閉めて水を止

めてください。水が止まらない
ときは、破裂した箇所にタオル
やビニルテープ等を巻いて応急
措置をし、お近くの指定給水装
置工事事業者へ修理を依頼して
ください。

佐賀東部水道企業団　三養基営業所　☎09４２−89−２868

プロパンガス会社を変更するときは 
慎重に

　最近、佐賀県内各地で、ガス会社の切替を迫る営
業訪問によるトラブルが増えています。不安に思っ
たら町消費生活センター（☎52−2181）などに相
談してください。
【助言…】
・ 強引に契約を勧められても、必要がなければ、きっ

ぱり断りましょう。
・ 「今より安くなる」と言われても、その料金がい

つまでも続くとは限りません。契約内容をよく確
認しましょう。
佐賀県LPガス協会鳥栖支部　☎8２−２７３５

おしらせ

絶対に救わなければならない命が 
そこにある！！

　あなたのそばにいる大切な命を守るために
普通救命講習(定期・随時)を受講しましょう！！

※ 10名以上であれば随時講習を開催しております。
　 できる限りご要望にお応えしますので

気軽にご連絡ください。

おしらせ

12月現在の受講者数　181名

【定期開催日時】
①２月14日（金）９時～12時
　（申込期間　１月12日～２月７日）
②３月14日（土）９時～12時
　（申込期間　２月15日～３月７日）

　西消防署　救急係
　☎89−３0５0

【受講料】無料
　受講後に普通救命講習Ⅰ修了証を交付します。

イラスト：（株）水道産業新聞社提供
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依存症フォーラムに参加しませんか 
（第13回 佐賀アディクションフォーラム）

【テーマ】依存症は回復可能な病気である
　　　　　～じゃあ、回復って何？～
　お酒・ギャンブル等・薬物などの依存症は専門医
療機関や地域の相談窓口、自助グループにつながり、
様々な助けを借りることで回復可能な病気です。
　依存症でお悩みの本人や家族、医療や行政の支援
者の方々、回復方法を知る機会です。参加をお待ち
しています。
【と　き】　２月16日（日）
　　　　　　12時30分～16時30分（受付 12時～）
【ところ】　西九州大学　神埼キャンパス　３号館
　　　　　　（神埼市神埼町尾崎44９0－９）
【内　容】　＊�お酒・ギャンブル等 ・薬物の依存症

当事者や家族の体験談
　　　　　　＊講演
　　　　　　　講師　杠 岳文  先生
　　　　　　　　　　（肥前精神医療センター院長）
　　　　　　＊自助グループのミーティング
　　　　　　　（初めての参加・見学可能）
【参加費】　無料、申込み不要

佐賀県精神保健福祉センター　
☎７３−５060

おしらせ

いつでもどこでも 
スマホで広報紙！

　□端末に通知がくるから最新号を見逃さない
　□広報紙をオンラインでも確認できる
　□ 必要な部分を切り抜いて保存ができて、記事を

共有できる
　□ 興味のある分野を登録すると、自分に合わせた

情報が届く
ダウンロードはこちらから

佐賀県上峰町をご登録ください！

※ アプリの利用は無料ですが、情報の受信には通信
料がかかります

※ アプリ内の広告は上峰町とは関係ありません。ア
プリ運営のために表示されているものですのでご
了承ください
問�まち・ひと・しごと創生室　広報企画係
　☎５２−２１8２

おしらせ

Google Play
で手に入れよう からダウンロード
Google Play
で手に入れよう からダウンロード

職業訓練受講生募集（４月入所生）
【募集コース及び定員】
おしらせ

入所月 募集科名 定員 募集期間 入所選考 訓練期間

４月生

ものづくり
ベーシック科 15名

１月2７日（月）
 ～２月28日（金）

３月７日（土）

４月３日（金）
 ～７月21日（火）

電気設備施工科 15名
４月３日（金）
 ～９月30日（水）

【入所選考】　 筆記試験と面接を、ポリテクセンター
佐賀で実施します。

【受講料】　無料（全訓練期間中）
　＊テキスト代等は別途自己負担となります。
【応募資格】　	新たな職業に就こうとする求職者で、

受講意欲があり公共職業安定所長より
受講指示等の受講斡旋を受けることが
可能な方。

【申込方法】　	受講を希望される方は、最寄りのハ
ローワークでご相談の上、応募書類を
ハローワークにご提出ください。

【その他】　	施設の見学、訓練内容の説明、訓練体験
など、「オープンキャンパス」を毎月、無
料で実施していますので、お気軽にご参
加ください。（開庁日は毎日見学が可能
です。）

ポリテクセンター佐賀　訓練課
☎２6−9５１6
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女性のための総合相談
　配偶者等からの暴力でお悩みの方、ご相談
ください。ひとりで悩まず、どんな相談でも
私たちに声を聞かせてください。
　相談は、佐賀県ＤＶ総合対策センターの相
談員がお受けいたします。
【日　時】　２月28日（金）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

２月の無料法律相談
　金銭の貸借、離婚、相続などのトラブルでお
悩みの方は、佐賀県弁護士会所属の弁護士へ
お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。
【日　時】　２月1９日（水）
　　　　　　９時30分～16時30分
【場　所】　おたっしゃ館　相談室
【受　付】　２月10日（月）～　先着９名様

　上峰町社会福祉協議会
　☎５２−４9３0（担当：吉富、伊丹）

相　談相　談

２月の人権・行政相談
【日　時】　２月1９日（水）　９時～12時
【場　所】　役場別館２階会議室
【担　当】
　・人権擁護委員　久米　硺馬
　　　　　　　　　末次　憲昭
　　　　　　　　　碇　　敬子
　　　　　　　　　東内　孝一
　・行政相談委員　江頭　律子

相　談

２月の消費生活相談
【日　時】　２月４日（火）、25日（火）
　　　　　　９時～12時／13時～15時
【場　所】　役場別館２階会議室

　総務課　総務係　☎５２−２１8１
【近隣市町】※時間は上記と同様。
　・みやき町【相談日】　毎週月・水曜日

　企画調整課　☎09４２−89−１6５５
　・吉野ヶ里町【相談日】　毎週木曜日

　産業振興課　☎09５２−３７−0３５0
　・神埼市【相談日】　毎週火・金曜日

　商工観光課　☎09５２−３７−0１0７
　近隣市町と消費生活相談窓口の広域連携を
していますので、上記の相談窓口へも相談が
可能です。

相　談

防災コラム

上峰町防災士会　執筆　林　眞敏

災害は、忘れたころにやってくる。

災害は、忘れないでもやってくる。

でも、私たちのところは
大丈夫だろう！

しっかりとした対策と
普段からの訓練

働き方改革関連法に関する無料相談 
（３月まで）

　労働基準法等の改正による
①年次有給休暇の指定
②残業時間上限規制
③同一労働同一賃金等
に関する対応及び助成金についての電話・来所の相談を受
けております。
　専門家が直接事業所に訪問することも可能です（５回まで）
【時　　間】　９時～1７時
【場　　所】　佐賀市川原町８－2７
　　　　　　　（護国神社境内の平和会館内）

　佐賀働き方改革推進支援センター
　☎0１２0−6１0−４6４

相　談

では、どうするか！

悪い癖
誰もが陥る

排除したい
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対象者 ３月に誕生日を迎える
満１歳から満６歳までのお子さん

掲載申込
受付期間

２月１日（土）～２月７日（金）
（申込開始日厳守）

掲載人数

申込方法

８名（※先着順）

問い合わせ
申し込み先

まち・ひと・しごと創生室　広報企画係
sousei@town.kamimine.lg.jp
☎52－2182

（裏面の端に氏名を記入）
提出時に広報紙掲載申込書
に必要事項を記入してくだ
さい｡(申込書はまち・ひと・
しごと創生室に準備してお
ります｡)

メール件名を｢子ども写真申込３月号｣とし､本文に､
①お子さんの氏名(ふりがな)②性別③年齢④生年月
日⑤申込者の氏名⑥住所⑦地区名⑧連絡先⑨保護
者からのメッセージ(50文字以内)を記載し､左記の
アドレスへ送付してください。
※メール受信時に絵文字が表示されない場合があります
ので､絵文字は(ハート)のように記載をお願いします｡

※後ほど受信確認の連絡をさせていただきます。

３月生まれの子ども写真募集中

写真を持参される場合

写真データをメールで送付される場合
　

2月のハッピーバースデー

もうり

毛利 
みゆう

美祐 ちゃん

切通
平成27年
２月26日生まれ（５歳）
家族からのメッセージ…
お誕生日おめでとう♡もう
年長さんになるね！
たくさん遊んで笑顔もたくさ
ん見せてね♡美祐、大好き♥ はちや

八谷 
しおり

志織 ちゃん

下米多
平成27年
２月３日生まれ（５歳）
家族からのメッセージ…
これからも元気いっぱい、
笑顔いっぱいのしーちゃん
でいてね♪
お誕生日おめでとう♡

郡境

ふじさき

藤﨑 
ゆうと

悠斗 くん

平成31年
２月４日生まれ（１歳）
家族からのメッセージ…
1歳の誕生日おめでとう♡
悠斗くんの笑顔にいつも
癒されてるよ♥
これからも元気いっぱい
大きくなってね♪
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上峰町老人クラブだより
おしらせ

　恒例の「友愛タオル」を会員から提供をしていただ
き、町内の幼稚園、保育園、小・中学校及び野菊の里
に寄贈しました。

　令和元年最後のふれあい喫茶は、12月20日に行い
ました。
　35名の会員が、それぞれクリスマスプレゼントを
持ち寄り、おしゃべりしながらビンゴゲームで楽しい
ひとときを過ごしました。

　令和２年最初のふれあい
喫茶は、１月10日に2７名
の参加で「お茶会」を行い
ました。
　お互いの健康と幸せを願
い、楽しく過ごしました。

♪２月のふれあい喫茶♪
　和やかで、楽しいひとときを過ごしましょう。
【場　所】　中央公園管理棟ミーティングルーム
【日　時】　２月７日、21日　10時30分～15時30分
【料　金】　ケーキ付コーヒー　200円　
　　　　　　（コーヒーは飲み放題です）
　３月は、お雛様祭です。皆様の参加をお待ちしています。

上峰町老人クラブ事務局　☎思５３−8１５５
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