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ひよ子ルーム
【日　時】　３月11日（水）　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

　日ごとに暖かくなり、頬をなでる風が柔らかく感じら
れる季節になってきましたね。
　今月は、ビーズ通しを行う予定です。天気が良ければ
その後、園庭で遊ぼうと思います。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。

☆廃材を使って☆
　ご家庭から持ってきてもらった廃材を使って自
由工作を楽しんでいます。　はさみ・のり・セロ
テープなどを使い作りました。「せんせい○○で
きたよ」と完
成したものを
見せてくれま
す。次は何が
できるのか楽
しみです。

保育園

※令和２年４月より認定こ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】　３月12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】　音楽あそび
【日　時】　３月４日（水）
　　　　　　10時～11時
【受付開始日】　 ２月26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】　３月６、13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】　３月13日（金）
　　　　　　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。

▲�佐賀市文化会館で行われた音楽祭に出演しました。

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

３月　生き生き子育て応援
　幼児教育として様々な音楽に関する取組が各園で行われていま
す。４、５歳という年齢は、耳の力が特に伸びる時期です。この
時期にたくさんの音や楽器に触れあうことは子どもの脳にもとて
も良く、さらに合奏を通して協調性・充実感を体験し、社会性も
育まれていきます。様々な体験を通して、心豊かに成長していっ
てほしいです。
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上峰町老人クラブだより
おしらせ

　２月５日に、ひかりこども園を訪問しました。園児
たちの楽器演奏で温かく迎えられました。役員みんな、
真剣なまなざしでの発表に、感動しました。
　続いて、「かご玉入れ」で遊びました。
　３回の競技で２勝１敗と、老人クラブが何とか面目
を保ちました。そのあと、昼食を一緒にとりました。
園児から、記念に役員全員に折り紙が贈られました。
子どもたちの明るさ、元気をいただき、若さを取り戻
しました。

　このような楽しい機会を設けていただき、ひかりこ
ども園の子どもたち、園長先生や保育士の皆様に、感
謝です。

♪３月・４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】　３月６日、27日、４月10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）
　老人クラブ連合会の年次総会は４月24日（金）を
予定しています。
　老人クラブに加入して、仲間づくり、健康づくり、地
域づくりなどの活動に取り組みましょう。
　各支部の会長や役員の方に申し込んでください。

上峰町老人クラブ事務局　☎思53－8155

町の地酒「鎮西八郎」の新酒完成！！
おしらせ

　都
つ

紀
き

女
め

加
か

王
おう

墓
ぼ

と古墳
公園を守る奉仕団が、
町等のご支援を戴き、
天吹酒造と共同で製造
している町の地酒「鎮
西八郎」の今年の新酒
が完成しました。昨年
11月から仕込み作業
に入り、約2か月半を
かけて、純米吟醸と純米大吟醸が各1,500本出来上が
りました。純米吟醸は1,500円（税抜）、純米大吟醸
は2,000円（税抜）で、町内の酒屋等で購入できます。
　町民のみなさまに、町の地酒「鎮西八郎」を“お食
事のおともに・お祝い等の引き出物に”ご飲用・ご賞
味いただきますように、心よりご案内申し上げます。
なお、売り上げの一部は、御陵（都紀女加王墓）と古

墳公園の維持管理に充当させていただきます。
　町民のみなさまのご理解とご支援を賜り、町の地酒
「鎮西八郎」を応援くださるように、よろしくお願い
いたします。

都紀女加王墓と古墳公園を守る奉仕団
☎52－1665（団長�寺﨑）
起立工商協会　☎55-8７７７
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令和元年度佐賀県がん患者・家族 
つどいの会

【日　　時】　３月15日（日）
　　　　　　　受付：12時30分～
【場　　所】　佐賀メディカルセンタービル
　　　　　　　３階研修室
　　　　　　　（〒840-0054  佐賀市水ケ江１丁目12−10）
【対象及び定員】　 がん患者・その家族30名（受付順）
【内　　容】　13時～14時　
　　　　　　　“ひな祭り”
　　　　　　　～額縁作って！絵手紙を飾ろう！～
　　　　　　　隈本ひで子　先生
　　　　　　　14時～16時
　　　　　　　親睦・交流会（お茶菓子付き）
【参 加 料】　無料
【申込方法】　 住所・氏名・電話番号・家族同伴の

有無を電話でご連絡ください。
　　　　　　　 電話受付（平日の月～金　9時30分

～13時　14時～16時30分）
【申込期限】　３月13日（金）

佐賀県がん総合支援センター
“さん愛プラザ”　☎０12０－246－388
佐賀県健康づくり財団　内
（〒84０-００54��佐賀市水ケ江１丁目12－1０）

おしらせ

春季火災予防運動
　３月１日（日）から３月７日（土）までの７日間、全国一斉に春季
火災予防運動が実施されます。
　「ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」を統一標語に、鳥栖・
三養基地区消防事務組合では、21時にサイレンを吹鳴し、火災への
注意を呼びかけます。
　詳しくは

鳥栖・三養基地区消防事務組合
消防本部　予防課建築係（☎０９42－83－７９９6）

おしらせ

３月　エコライフ講座
【内　　容】　ＥＭぼかしと生ごみを使って土作り
【場　　所】　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　　　　　　　青空工房
【日　　時】　３月15日（日）
　　　　　　　10時～12時
【材 料 費】　400円
【持ってくる物】　 20リットル位のプランター、

水気を切った生ごみ（土の２、
３割程度）

　　　　　　　　　 収穫後の土か腐葉土、底石（ネッ
トに入れて）

【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】　３月６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！！
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賃貸住宅の退去トラブルを防ぐには
おしらせ

【事例】 　大学生の娘が１年ほど入居した築25年の
賃貸アパートを退去することになり、母親が
退去の立ち会いをした。壁や床等の補修費
用や清掃代等で合計13万５千円になり、敷
金９万円を差し引いた４万５千円を請求され
た。精算書の内容に納得がいかず、入居時、
壁や床は新品ではなかったと不動産屋に言っ
たら、新品だったと言われた。指摘されたシ
ミや傷についても娘はやっていないと言って
いる。 （当事者：学生　女性）

 ひとこと助言 
☆ 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイド

ライン」では、通常使用による破損や経年変化によ
るものは家主の負担、通常の使用方法を超える使い
方によって生じたものは借主（入居者）の負担とさ
れています。

☆ 入退去時は、できる限り家主や仲介業者などの家主
側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。その際、
確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思わ
れる箇所の写真を撮ったり、証拠となる記録を残す
ことが大切です。

☆ 修繕費用を請求された場合、内容をよく確認し、納
得出来ない点は家主側に十分な説明を求めましょう。

☆ 退去時のトラブルを未然に防ぐためには、入居前に
部屋に傷や汚れがないか記録しておくことが大切で
す。ハウスクリーニングは借主負担とするなどの特
約は原則として有効となるため、契約前に契約書を
よく読み、退去時の特約等を確認しておきましょう。

☆ 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）。

電気ストーブや電気こたつの火災に注意しましょう！ 
－火を使わない電気ストーブや電気こたつでも火災が発生しています－おしらせ

　一年で一番寒い時期を迎えています。この時期は、
電気ストーブや電気こたつによる火災が最も多く発生
する時期です。
　総務省消防庁によると、平成26年から平成30年ま
での５年間に電気ストーブによる火災は2,442件、電
気こたつによる火災は192件発生しています。平成 
30年は、電気ストーブと電気こたつによる火災が合
わせて493件発生し、死者が67人、負傷者は213人で
した。特に65歳以上の高齢者で死者及び負傷者が多
くなっており、高齢者が使用する際には十分な注意が
必要です。
　消費者庁に寄せられた事故事例
を見ると、電気暖房器には裸火が
ないため火災は発生しにくいだろ
うという油断や誤解があり、電気
ストーブや電気こたつで洗濯物を
乾 燥 さ せ て い た
り、ヒーターに布
団や座椅子が接触
していたりして、
火災が発生してい
ました。

　電気ストーブや電気こたつの使用に当たっては、火
災につながる危険性の高い、以下のような点に注意し
ましょう。

【電気ストーブ・電気こたつ共通】
　（１） 就寝時、外出時やその場を離れるときは電源

を切り、電源プラグをコンセントから抜いて
おきましょう。

　（２） 洗濯物の乾燥等には使用しないようにしましょ
う。

　（３） スプレー缶やライター等を近くに置かないよ
うにしましょう。

　（４） ヒーター部分のお手入れをして、ほこりやご
みが付着したまま使用しないようにしましょ
う。

【電気ストーブ】
　（５） 壁や燃えやすいものから離して使用しましょう。

【電気こたつ】
　（６） 布団や座布団、座椅子をこたつの中に押し込

まないようにしましょう。

発行：独立行政法人国民生活センター　本文イラスト：黒崎�玄�
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自衛官募集

資料のご請求及びお問い合わせにつきましては、鳥栖地域事務所までご連絡ください。
自衛隊佐賀地方協力本部　鳥栖地域事務所　☎０９42－83－4０７７

試験・資格

募集種目 受験資格 受付期間 試験日 試験会場

幹部候補生
（一般）

22歳以上26歳未満の者
（大卒（見込含む）、修士課程修了者）

３月１日～
５月１日

１次：５月９、10日
２次：６月９～12日

（いずれか１日を指定されます）
受付時にお知らせします

一般曹候補生
18歳以上33歳未満の男女

※令和３年３月高校卒業予定者は、
　令和２年９月以降に行います。

３月１日～
５月15日

１次：５月23日
２次：６月24日～29日

（いずれか１日を指定されます）
受付時にお知らせします

予備自衛官補
（一般）

18歳以上34歳未満の者

１月６日～
４月10日

４月18日～22日
（いずれか１日を指定されます）

目達原駐屯地

予備自衛官補
（技能）

18歳以上で、
国家免許資格等を有する者

（資格により53歳未満～55歳未満の者）
受付時にお知らせします

自衛官候補生
（男子）

18歳以上33歳未満の男女
※令和３年３月高校卒業予定者は、
　令和２年９月以降に行います。

随時受付中 年間を通じて行っています 目達原駐屯地

こども食堂なごみ　お知らせ
《なごみの願い》
　「おふくろの味」で子どもお年寄り家族みんなで
一緒「心と身体の栄養補給」
　気軽にご来店いただき、地域の多世代がつながる
場にしたいと考えています。
【日　時】　 ３月７日（土）※毎月１回開催
　　　　　　11時30分～15時
【メニュー】　 カレーライス、トッピング類、フルーツ
　　　　　　　ジュース類、つかみ取りお菓子
【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。

石丸富
よし

之
のぶ

氏と仲間達の写真展開催 
のお知らせ

　昨年、上峰町文化協会の理事長や特別養護老人
ホームの外部委員としてご活躍された故石丸富之氏
がご逝去されました。ご冥福をお祈り致します。
　生前は、上峰町文化祭や野菊の里地域交流事業で
数々の名作を提供いただいており、心に残る物ばか
りでした。
　石丸富之氏への追悼の意を込め、縁のある方、交
流のあった方々で下記の期間、写真展を開催するこ
とと致しましたので、お知らせ致します。
　町民の皆様のお越しを心よりお待ちしております
ので、宜しくお願い致します。
【日　時】　令和２年３月15日～令和２年３月22日
　　　　　　（８時30分～17時30分）
【場　所】　特別養護老人ホーム野菊の里１階
　　　　　　地域交流スペース

おしらせ
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ケイアンドジェイぱそこん教室

★生徒さん募集！初心者さん大・大歓迎！★
パソコンに触ったことがない方、文字入力ができない方

でも大丈夫 無理なく楽しく学べます 即行動！ 

1 レッスン 2時間 開始時刻：9：30、13：00 土日祝も営業 不定休 
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上峰町防災士会　執筆　林　眞敏

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】　３月27日（金）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

３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】　３月18日（水）
　　　　　　９時30分～16時30分
【場　所】　おたっしゃ館　相談室
【受　付】　３月９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

３月の人権・行政相談
【日　時】　３月18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

３月の消費生活相談
【日　時】　３月10日（火）、24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

日常備蓄って何？

その効果は？

　日常から使える物を少しずつ多めにそろえ、使った
分だけ買い足していき、使いながら備蓄する方法で

「ローリングストック法」ともいわれています。

食べ物に関しては、これを定期的に行食べ物に関しては、これを定期的に行
えば、賞味期限を気にせず備蓄できます。えば、賞味期限を気にせず備蓄できます。

○ 高価な非常食や、長期保存水を購入しない
で済む。

○期限切れの心配をしないで済む。
○高価な物を揃えなくて済む。などなど…

日常備蓄による防災対策のすすめ

ふだんから使っている日用品や
日持ちのする食べ物を、少し多
めに買っておく。

整理してストックする。

賞味期限が近いものから使った
分だけ補充する。

買
う

ス
ト
ッ
ク

使
う

さぁ始めよう。安全安心のために！

買う

使う ストック
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