
上峰インフォメーション

★�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。

認定こども園 
かみみね幼稚園こども園

～園庭開放～
【日　時】　10月10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、園舎にも遊びスペースを設け
ておりますのでどうぞご利用ください。
◎�事前のお申し込みは必要ありません。
◎�お友達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♪♪

～わくわくひろば～
【内　容】　つくって遊ぼう！
【日　時】　10月２日（水）　10時～11時
【受付開始日】　�９月25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

『入園説明会』
【日　時】　10月16日（水）　10時～11時
【場　所】　�認定こども園かみみね幼稚園　ぷれいるーむ
※事前の申し込み等は必要ありません。
※お子様と一緒にご参加いただいて結構です。
※�車でご来園の方は、園駐車場または旧園舎駐車場、すぱー
く上峰駐車場、役場南駐車場をご利用ください。近隣の
方へのご迷惑にならないよう、ご協力お願い致します。

『保育見学会』
【日　時】　10月23日（水）　10時～12時
※�随時受付しておりますのでご連絡の上、
ご来園ください。

『令和２年度入園願書受付』
11月１日 （金）  ８時３0分～開始致します。

入園見学会
【日　時】　10月23日（水）　10時～11時
　事前の申し込みは必要ありません。
　お子様と一緒に来園ください。
　当日はコスモスポーツの指導日になってい
ます。日頃の様子をご覧ください。
　ご都合が悪い方は別日程で対応いたします
ので、下記の担当者までご連絡ください。
☎５２－２1８６　担当：古賀

☆畑の野菜でカレーを作りました☆
　パネルシアターでカレーの
作り方を教えてもらい作りま
した。園の畑で収穫したピー
マンやおくらをいれました。
野菜を包丁で切るのはドキド
キだったけど楽しかったで
す。自分たちで作った
カレーはおいしくて
たくさん食べました。

保育園

※�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/

※�10月５日（土）はひよ子保育園
かみみねの運動会です。

【競技開始】　９時
【場　　所】　すぱーく上峰
未就園児のみなさんのかけっこも
あります。ご参加お待ちしています。

� �幼保連携型認定こども園 
� �ひかりこども園こども園

１０月　生き生き子育て応援　今日はこれ読んで！
　子どものお気に入りで、 繰り返しリクエストされる絵本があります
か？絵本を読んであげられる時間は、成長の中であっという間。親と子
が向き合える幸せで貴重な時間です。大きくなったら、本が大好きな子
どもに育ってほしいなぁ。

園庭開放（おでかけ広場）
　【日　時】　10月４、11、18、25日　10時～11時　お天気のよい金曜日
　◎10月11日　ＨＩＫＡＲＩ　terrace　～支え合い、育ち合い～
　　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。

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

▲  毎月環境
教育で、
町内清掃
活動に取
り組んで
います。

〈入園説明会〉
【日　時】　10月25日（金）
　　　　　　13時30分～14時30分
【場　所】　�ひかりこども園
★お子様と一緒にご来園ください。
※予約不要です。
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令和元年度鳥栖三養基市民公開講座
【日　　時】　10月19日（土）
　　　　　　　13時30分～16時
　　　　　　　（受付：13時～）
【場　　所】　鳥栖市民文化会館　小ホール
　　　　　　　（鳥栖市宿町807－17）
【内　　容】
　「もっと知ろう　肝臓病のこと　糖尿病のこと」
　肝臓病講演：13時35分～14時25分
　　演題：「�ウイルス性肝炎を治して、人生100年

をめざそう」
　　講師：福岡大学病院
　　　　　消化器内科診療教授　釈迦堂��敏��先生
　糖尿病講演：14時35分～15時25分
　　演題：「ゼロからわかる糖尿病講座」
　　講師：佐賀県医療センター好生館
　　　　　糖尿病代謝内科医員　井上��瑛��先生
　Q&A（一問一答）15時30分～15時55分
【入 場 料】　無料（お申込み不要）
・鳥栖三養基医師会
　☎０９4２－８３－２２８２
・鳥栖保健福祉事務所　健康推進担当
　☎０９4２－８３－３５7９

講座・イベント
上峰町老人クラブだより

　９月の老人週間に合わせて、独り暮らし老人クラ
ブ会員に、友愛活動の一環として恒例のプレゼント
を行いました。
　女性部会員の心のこもった言葉をしたためた一筆
箋を付けてプレゼントしました。また、町内25の
老人クラブでは、「社
会奉仕の日」（９月20
日）を中心に地域の緑
化、美化、資源ゴミの
リサイクル等の活動に
取り組みました。

♪１０月、１１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】　10月25日、11月８日、22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）
　老人クラブに加入して、「生きがいづくり」、「健
康づくり」、「仲間づくり」、「地域づくり」など
の活動に取り組みましょう。
上峰町老人クラブ事務局　☎思５３－８1５５

おしらせ

高齢者要望等実態調査にご協力を 
お願いします

　鳥栖地区広域市町村圏組合及び上峰町では、下記
のとおり高齢者の方々の実態・要望等の調査を行い
ます。調査は、無作為に抽出した対象者の方へ郵送
により、暮らしの状況や介護・保健・福祉について
の質問をさせていただきます。
　この調査は、高齢者の方がいつまでも住み慣れた
地域で、安心して暮らせるまちづくりを目指して行
うものです。皆様のご協力をお願いいたします。
調査の概要
【目的】　�介護保険事業計画や老人（高齢者）保健

福祉計画策定のための基礎データの収集
【実施基準日】　10月１日
【対象者】　実施基準日現在で上峰町に在住の方で
　①要支援認定を受けておられる方
　②�要介護認定を受けておられる方のうち無作為に抽出

された方
　③�65歳以上で①以外の方のうち無作為に抽出された方
①要介護（要支援）認定者の方
　鳥栖地区広域市町村圏組合
　介護保険課　地域支援係　☎０９4２－８1－３111
②６５歳以上の高齢者（①以外の方）
　健康福祉課　☎５２－741３

おしらせ

令和元年度　佐賀県委託事業 
介護に関する⼊⾨的研修（鳥栖会場）

介護の“いろは”を学びませんか
研修から就労マッチングまでサポートします！
○介護職への不安や、疑問をなくすための研修です。
　全５日間の研修です。
【日　程】　12月５日（木）、12月12日（木）、
　　　　　　12月19日（木）、１月18日（土）、
　　　　　　１月24日（金）＋�就労マッチング
【開催地区】　鳥栖・佐賀・武雄
【主会場】　鳥栖保健福祉事務所　別館会議室
【締切日】　11月末日
　（定員になり次第締め切らせて頂きます。）
【申込方法】　電話、郵送、ＦＡＸ、
　　　　　　　ＱＲコード（必要事項記載の上メール）
【受講料】　無料
【対象者】　介護職未経験の方等
【定　員】　30名
【その他】　�詳細や、他会場の日程はホームページ

に掲載しております。
　公益社団法人佐賀県社会福祉士会
　〒８4９－０９３５　佐賀市八戸溝１丁目1５－３
　☎３６－５８３３　思３６－６２６３
　http://www.saga-csw.or.jp/

おしらせ
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１０月　エコライフ講座
【内　容】　久留米絣で小物作り
【場　所】　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　　　　　　和室
【日　時】　10月20日（日）　10時～12時
【材料費】　500円
【持ってくる物】　裁縫道具
【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】　10月11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！！

佐賀県立盲学校　学校公開
【日　時】　10月27日（日）
　　　　　　８時30分～12時40分

※お申し込みは不要です。
佐賀県立盲学校
佐賀市天祐１－５－２９
☎２３－4６7２

　本校では見えにくさや見えないことでお困りの方
への相談や支援も行っております。
　ご連絡は佐賀県立盲学校「目の支援センターゆう
あい」まで。

おしらせ

８時３０分

〜

８時５０分

〜

９時4０分

９時５０分

〜

1０時4０分

1０時５０分

〜

11時4０分

11時５０分

〜

1２時4０分

受付

公開授業
Ⅰ

公開授業
Ⅱ

公開授業
Ⅲ

公開授業
Ⅳ

体験
コーナー

体験
コーナー

寄宿舎
見学

寄宿舎
見学

個別の相談会
生徒の作品・教材教具の展示

大規模な土地取引には届出が必要です
　一定面積以上（別表）の土地取引をした場合には、
国土利用計画法により、契約締結日も含め２週間以
内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け
出なければなりません。県では、その利用目的が公
表されている土地利用に関する計画に適合している
かなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を
勧告することがあります。
　届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると
罰則が科せられることがあります。

【届出義務者】　買主
【届出の時期】　契約締結日も含め２週間以内
【届　出　先】　土地の所在する市町村
【罰　　　則】　�６月以下の懲役又は100万円以下

の罰金
＊詳しい手続きについては、下記へお尋ねください。
佐賀県土地対策課　☎２５－7０３4

おしらせ

（
別
表
）

市街化区域 2,000㎡

市街化区域以外の
都市計画区域 5,000㎡

都市計画区域以外
の区域 10,000㎡

第33回ふもと矯正展
【日　時】　10月26日（土）
　　　　　　９時30分～16時
　　　　　　10月27日（日）
　　　　　　９時30分～13時
【場　所】　麓刑務所
　　　　　　佐賀県鳥栖市山浦町2635
【内　容】　刑務所作業製品の展示販売
　　　　　　施設見学
　　　　　　施設紹介
　　　　　　体験コーナー
　　　　　　各種ステージイベント
【その他】　入場無料　無料駐車場有り
麓刑務所
☎０９4２－８２－２1２1（代表）
☎０９4２－８３－９1９６（作業直通）

おしらせ
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第１5回　菊作り教室開催のお知らせ
おしらせ

　環境美化活動の一環とし
て、今年度も菊作り教室を下
記のとおり計画しました。病
虫害対策や日照管理を学び
ながら、健康のために菊作り
を楽しんでみてはいかがで
すか。
　令和元年11月から令和２年10月まで毎月第３日曜
日に菊作り教室を開催します。
　菊作りの基礎からの教室です。経験者の方はもちろ
ん、初心者の方も大歓迎です。

記
【日　　時】　令和元年11月17日～２年10月18日
　　　　　　　（毎月第３日曜日）
　　　　　　　10時から12時まで
【場　　所】　�鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ、

研修室
　　　　　　　三養基郡みやき町大字簔原4432
【募集人員】　20名
【講　　師】　時田義光
　　　　　　　（日本菊花会実行委員）

【内　　容】　年間の研修内容
　・11～１月　�菊作り基礎講座、土作り（腐葉土の

堆積方法、現地にて作業）等�
　・２、３月　�土作り（培養土の調整方法、現地にて

作業）等
　・４、５月　挿芽要領、ポット苗配布等
　・６月　　　中鉢への移植等
　・７月　　　定植の要領等
　・８月　　　ヤナギ芽処理、福助苗の配布等
　・９月　　　花蕾の選び方等
　・１０月　　　開花までの要領等
【材 料 費】　500円（苗代）
　　　　　　　〈�別途、材料費（肥料、鉢等）が必要

となります〉
【申込方法】　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザへ
　　　　　　　電話で申込んでください。
鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
（月曜日〜金曜日の８時３０分から17時まで）
☎０９4２－９4－９３1３　
思０９4２－９4－５３1０

【主　　催】　鳥栖・三養基西部環境施設組合

smileフェス開催及び参加者募集
おしらせ

　上峰町地域づくり補助金を利用し、町おこしの一環
として「smileフェス」を開催します。つきましては
smileフェスの下記のイベントの出店者及び参加者を
募集します。
【日　　時】　12月８日（日）　10時～16時
【場　　所】　すぱーく上峰
【募集内容】
　①出店者の募集
　・内容…飲食、野菜販売、雑貨アクセサリー販売等
　・広さ…２m×２m
　・料金…3,000円～5,000円

　②未来モンスター「上峰のスターは君だ！」
　・内容…�特技や人を楽しませるパフォーマンスが出

来る方（グループでもＯＫ）
　・募集…�５組（お一人でもチームでもＯＫ老若男女

どなたでもＯＫ）
　・景品…優勝２万円

　③神尻選手権！
　・内容…�３人１組で腕を組み後ろ向きで、お尻とお

尻で押し合い線から出たチームが負けです
　・募集…�女性限定でお尻に自信がある方、コスプレ

に自信がある中学生以上の16チーム（３
名１組、トーナメント式）

　・景品…�優勝チーム３万円、準優勝、コスプレ賞あり

【募集締切】　10月末まで
　　　　　　　先着順で受付を行います

　smileフェス事務局
　☎０９０－８41２－８３71（佐田）まで
　ご連絡ください

▲前回のイベント風景
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有
料
広
告

慌てないで！ 
災害後の住宅修理トラブル

　台風で屋根が破損し雨漏りしたので、慌てて手元
にあったチラシの事業者に電話して来てもらった。
応急処置としてブルーシートを掛けてもらい、屋根
のふき替え工事をしてもらうことになったが約200
万円と高額だった。もっと安い屋根材を使うようお
願いしたが、「これしか扱っていない」と言われた。
雨漏りで困っていたこともあり契約したが、やはり
高額なので解約したい。� （70歳代�女性）

 ひとこと助言 
☆�豪雨や台風など自然災害による被害で、住宅の修
理等が必要な場合でも、慌てずに複数の事業者か
ら見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上
で慎重に契約しましょう。
☆�安心して依頼できる事業者について、日ごろから
情報を集めておくことも大切です。
☆�自然災害が起きた後は、住宅修理や便乗商法など
の様々な相談が寄せられます。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）。
� （発行：独立行政法人国民生活センター）

おしらせ

絶対に救わなければならない命が 
そこにある！！

　事故や病気で心臓や呼吸が止まって亡くなる方
は、全国で毎年約７万人と言われています。西消防
署管内では平成30年に約30名の方が亡くなられて
います。
　しかし、心臓や呼吸が止まった方に、救急車が到
着するまでの間、その場に居合わせた方（バイスタ
ンダー）が応急手当をすることで、助
かる確率は２倍以上と言われています。
　あなたの「一歩踏み出す勇気」が大
切な人の命を救えるかもしれません。
救命講習を受講していざという時に備
えましょう！！

　西消防署　救急係　☎８９－３０５０
【定期開催日時】　10月11日（金）
　　　　　　　　　９時～12時
　（申込期間�８月10日～10月４日）
【受講料】無料� 　受講後に修了証を交付します。

おしらせ

こちらからも
申込みできます。

※�1０名以上であれば随時救命講習を開催し
ております。できる限りご要望にお応え
致しますのでお気軽にご相談ください！！
 ８月までの定期開催受講者数…６０名 

佐賀県（地域別）最低賃金が 
改定されます

令和元年1０月４日から
時間額7９０円（２８円アップ）となります。

　佐賀県特定（産業別）最低賃金の一般機械器具製
造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関
連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、
陶磁器・同関連製品製造業（現行の時間額7６３円）
については、令和元年1０月４日以降は、新たな陶磁
器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効
するまでは、7９０円の佐賀県最低賃金が適用になり
ますのでご注意ください。
佐賀労働局　労働基準部　賃金室　☎３２－717９

おしらせ
労使間のトラブル相談

　佐賀県労働委員会では、解雇や賃金未払いなど、
労使間のトラブルについて、電話、来所での相談を
年間を通じ平日の８時30分～17時15分まで無料で
お受けしています。秘密は厳守されます。
◎労使間のトラブル相談重点受付週間の開催
　下記期間は、平日の時間を延長し、週末も相談を
受け付けます。
【期　間】　10月５日（土）～10月11日（金）
　平　日：�８時30分～20時（来所の受付は19時まで）
　土・日：９時～17時（来所の受付は16�時まで）
佐賀県労働委員会事務局　☎２５－7２4２
佐賀県庁南館３階（佐賀市城内１－６－５)

相　談
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民間企業等の主な助成事業一覧
おしらせ

助成団体名　（公財）花王芸術・科学財団
助成事業名　花王科学奨励賞
対象事業　�化学・物理学分野と医学・生物学分野の若い

研究者の、未来を拓く独創的、先導的な研究
に対する助成

　　　　　○化学・物理学分野
　　　　　�固体表面、固液界面、触媒、超微粒子、コロ

イド、分子集合体、ナノマテリアルなどにお
ける新規な作成法、計測法、新規物性発現、
機能創出、デバイス展開など界面と表面の科
学に関する研究

　　　　　○医学・生物学分野
　　　　　�生物個体が外界や自らのもつ内腔（腸管、気

管など）に接する部位や、脈管系（血管、リ
ンパ管など）を形成する表皮、上皮、内皮の
各細胞及びその付属器官や関連する生理機能
を対象とする、個体、臓器、細胞又は分子レ
ベルの医学・生物学

分野/キーワード　科学/研究
対 象 者　�国内の国公私立の大学、又は研究所等に所属

する３５歳以下の研究者
　　　　　�※研究グループの一員である場合は主体的に

研究している研究者に限る。
助成金額　○助成金額　１件あたり２００万円
　　　　　○助成予定　・総額：２,０００万円
　　　　　　　　　　　・�化学・物理学分野：５件
　　　　　　　　　　　・�医学・生物学分野：５件
応募時期　２０１９.７.１～１０.３１
参照URL　�http://www.kao-foundation.or.jp/assist/

science/research.html

助成団体名　花王株式会社（公財）都市緑化機構
助成事業名　花王・みんなの森づくり活動助成事業
対象事業　�国内で身近な緑を守り、育てる活動と、身近

な緑を活用し、次世代に緑との触れ合いの機
会を創出する活動が対象。

　　　　　�私たちが生活する身近な場所での市民による
「森づくり活動」と「環境教育活動」の２つ
の分野で、地域社会に寄与するものが対象。

　　　　　○森づくり活動分野
　　　　　　�植樹や樹木の管理、里山や雑木林などでの

保全と復元活動など
　　　　　○環境教育活動分野
　　　　　　�緑地や里山をフィールドとした環境教育活

動で、植樹や里山保全活動などを通じて環
境を大切にする心を育む活動など

分野/キーワード　森林/森づくり
対 象 者　�森づくり活動に取組んでいる団体（国、地方

公共団体除く）
助成金額　�1年目：上限５０万円
　　　　　2年目：上限５０万円
応募時期　�２０１９.８.１～１０.１４
参照URL　�https://urbangreen.or.jp/grant/kao_

minnanomori

助成団体名　本田技研工業株式会社
助成事業名　Hondaビーチクリーン活動
対象事業　�HONDAが開発した「牽引式ビーチクリー

ナー」（四輪バギーに、数種類の清掃アタッ
チメントを装着し、砂浜を走行しながらゴミ
を回収していく牽引式のビーチクリーナーシ
ステム）を使い、従業員とOBのボランティ
アで編成されたキャラバン隊が地域社会と協
力して全国の砂浜を清掃する活動。海岸を管
理している自治体からの要請に基づき、安全
管理や稼働環境、実施日程など調整のとれた
自治体から順次実施している。

分野/キーワード　環境
対 象 者　�海岸管理者である国・都道府県・市町村等の

自治体
助成金額　�−
応募時期　�随時
参照URL　�https://www.honda.co.jp/philanthropy/beach/

助成団体名　（公財）西日本国際財団
助成事業名　国際化助成事業
対象事業　�九州及び山口県、沖縄県内又はアジア諸国に

おいて行う国際交流、国際貢献・国際協力の
促進を目的とする事業で、次に掲げる事業の
いずれかに該当すること。

　　　　　ア��開発途上国等に対する援助を図る事業
　　　　　イ��在住外国人に対する支援を図る事業
　　　　　ウ��外国人と地域との交流を深める事業
　　　　　エ��地域の国際理解や地域と外国人との相互

理解を促す事業
　　　　　オ��国際交流、国際貢献・国際協力に係る地

域の担い手を育成する事業
　　　　　カ��国際交流団体、国際協力団体の育成、活

動の充実を図るための事業
　　　　　キ��災害等緊急時における支援活動事業
分野/キーワード　国際
対 象 者　�活動の本拠地が九州及び山口県、沖縄県内に

ある団体
　　　　　※営利企業や国・地方公共団体等は対象外。
助成金額　�1事業�２０万円
　　　　　（助成対象事業費の1/2以内）
応募時期　�随時
参照URL　�http://www.nnk-foundation.jp/subsidy/

index.html

問い合わせは、各助成団体にお願いします。
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助成団体名　（公財）日本財団
助成事業名　日本財団補助施設の修繕・改造等
対象事業　�社会福祉施設等において、主に障害の多様な

特性と心身の状態に応じて必要とされる基本
的な環境を整備するための改造等

　　　　　１.�経年劣化等の理由により、施設の安全な利用
に支障をきたし、修繕が必要と認められる施
設の修繕事業（緊急性が高いもののみが対象）

　　　　　２.�施設のさらなる有効利用を目的とし新たな
機能を追加するための改造事業

　　　　　�・改造事業の参考事例�
　　　　　　�重度化・高齢化に対応するためのバリアフリー

化（避難経路確保のための非常口スロープ設
置、車いす利用者用車寄せ、洗面所の設置等）

�　　　　　・�耐震工事及びスプリンクラー設置工事は
対象外

　　　　　３.�災害その他の事由により施設に欠陥を生
じ、緊急に復旧することが必要と認められ
る施設の復旧事業

分野/キーワード　福祉/建築物
対 象 者　�日本財団の助成金により建設された社会福祉施設等
助成金額　�○補助率　８０%以内
　　　　　・�文化スポーツ施設等：原則として１,０００万円

が限度額
　　　　　・�その他の事業：原則として３,０００万円が限度額
応募時期　�２０１９.４.１～２０２０.２.２８
参照URL　�https://www.nippon-foundation.or.jp/

grant_application/programs/remodeling/

助成団体名　（独）国際交流基金
助成事業名　国際交流基金公募プログラム
対象事業　�国内外で文化交流活動にかかわる個人や組織

をサポートするための各種助成。
　　　　　Ⅰ�文化芸術交流
　　　　　　�多様な日本の文化や芸術を様々な形で世界

各地に向けて発信する。また、双方向型共
同作業や世界共通の課題への取組により、
文化・芸術を通じて世界に貢献する。

　　　　　Ⅱ�海外における日本語教育
　　　　　　�日本語をより学びやすく、より教えやすい

ものとするため、海外における日本語教育
の基盤や環境の整備を行う。また、専門家
の派遣や日本語研修の実施等を通じて、
国・地域別の事情に応じた日本語普及を推
進する。

　　　　　Ⅲ�日本研究・知的交流
　　　　　　�海外での日本研究を支援し、その振興を図るこ

とで、世界の各国で人々により日本が深く理解
されることを目指す。また、国際的な共通課題
について対話を促進し、将来の対話や交流事業
の中心的な役割を担う人材を育成する。

　　　　　Ⅳ�アジア文化交流強化
　　　　　　�交流や共同作業を通じて、アジアに住む

人々の間に、ともに生きる隣人としての共
感・共生の意識を育むことを目指し、文化・
芸術、スポーツから日本語教育、学術まで、
様々な分野で事業を実施する。

分野/キーワード　文化/芸術/交流/海外/教育/研究/国際/地域
対 象 者　�対象事業により対象者が異なるため、参照

URLを要確認
助成金額　�対象事業により助成金額が異なるため、参照

URLを要確認
応募時期　�対象事業により募集時期が異なるため、参照

URLを要確認
参照URL　�https://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

助成団体名　株式会社ラッシュジャパン
助成事業名　LUSHチャリティバンク
対象事業　�・自然環境の保護活動
　　　　　・動物の権利擁護活動
　　　　　・人権擁護・人道支援・復興支援活動
分野/キーワード　環境/福祉/国際/NPO/教育/都市景観
対 象 者　�小規模で草の根活動を行っており、活動実績

のあるグループ/個人、活動実績が1年以上
助成金額　�１０～２００万円（変更の可能性あり）
応募時期　�締切：2カ月に1度、以下の月末を応募締め

切りとする。
　　　　　※�応募締め切り日：2月末日、6月末日、8月

末日、１０月末日、１２月末日
参照URL　�https://jn.lush.com/article/charity-guidelines

助成団体名　（公財）全国税理士共栄会文化財団
助成事業名　�地域における音楽・舞踏・演劇等の芸術活

動に対する助成
対象事業　�①芸術活動分野
　　　　　　�地域における音楽・舞踊・演劇等の芸術活

動及びそれらの人材の育成など
　　　　　②伝統芸能分野
　　　　　　�地域における伝統芸能の保存及び後継者の

育成を図るための活動など
　　　　　③伝統工芸技術分野
　　　　　　�地域における伝統工芸技術の保存及び後継

者の育成を図るための活動など
　　　　　④食文化分野
　　　　　　�地域における食文化に関わる技能及び技

法、並びに継承者の育成等を図るための活
動など

分野/キーワード　芸術/文化/地域
対 象 者　�助成対象となる活動を行っている個人又は団体。
　　　　　※要推薦
助成金額　�上限　５０万円
応募時期　�２０１９.６.１～１０.３１
参照URL　�http://www.zenzeikyo.com/assist/index.html
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助成団体名　（公財）東レ科学振興会
助成事業名　東レ化学技術賞
対象事業　�理学・工学・農学・薬学・医学（臨床医学を除く）

の分野で、学術上の業績が顕著な者、学術上重
要な発見をした者、効果が大きい重要な発見を
した者、あるいは技術上重要な問題を解決して
技術の進歩に大きく貢献した者に対する表彰。

　　　　　【候補者の対象】
　　　　　(1)学術上の業績が顕著な者
　　　　　(2)学術上重要な発見をした者
　　　　　(3)効果が大きい重要な発明をした者
　　　　　(4)�技術上重要な問題を解決して、技術の進

歩に大きく貢献した者
分野/キーワード　教育/科学
対 象 者　�上記のとおり
　　　　　※年齢不問　※学協会からの要推薦
助成金額　�○助成内容
　　　　　１件につき、賞状、金メダルおよび賞金５００万円
　　　　　○助成件数
　　　　　２件以内
応募時期　�２０１９.１０.１０締切
参照URL　�http://www.toray-sf.or.jp/information/

science_tech.html

助成団体名　（公財）三菱UFJ信託地域文化財団
助成事業名　三菱UFJ信託地域文化財団助成
対象事業　�永年地域文化の振興に寄与してきた団体、と

りわけ地域の音楽・美術・演劇・伝統芸能の
各分野において努力している諸団体の活動に
対する助成。

　　　　　①�音楽部門：地域で継続的に活動しているア
マチュアの音楽団体の公演

　　　　　　（例）�オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽、
音楽祭等

　　　　　②�美術展部門：地域の人々に優れた美術品の
鑑賞の機会を提供する展示活動等

　　　　　　（例）企画展、公募展等
　　　　　③�演劇部門：地域で継続的に活動しているア

マチュアの演劇団体の公演
　　　　　　（例）�一般劇・現代劇、ミュージカル、演

劇祭等
　　　　　④�伝統芸能部門：各地の伝統芸能の伝承と保

存、後継者の育成を図るための公演
　　　　　　（例）�伝統芸能祭、舞踊等、能・薪能、人

形浄瑠璃、太鼓、お囃子、獅子舞、
農村歌舞伎、神楽・雅楽等

分野/キーワード　文化/芸術
対 象 者　�国内の団体・法人
助成金額　�上限なし（実績は１件当たり２０万～７０万円）
応募時期　�２０１９.８.１～１１.３０
参照URL　�http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/

助成団体名　（公財）下中記念財団
助成事業名　下中科学研究助成金
対象事業　�学校教師の教育のための真摯な研究に対する

助成。個人研究、共同研究いずれも可。
分野/キーワード　教育
対 象 者　�小、中、高校、教育センター、特別支援学校、

高等専門学校の教員等
助成金額　�３０万円/件　総額９００万円　※３０件程度
応募時期　�締切：２０１９.１２.１０
参照URL　�https://www.shimonaka.or.jp/topics/２０１９-

3s-grant-reqirements/

助成団体名　（公財）東レ科学振興会
助成事業名　東レ科学技術研究助成
対象事業　�国内の研究機関において自らのアイディアで

萌芽的研究に従事しており、かつ今後の研究
の成果が科学技術の進歩、発展に貢献すると
ころが大きいと考えられる若手研究者（原則
として推薦時４５才以下）。本助成が重要な研
究費と位置づけられ、これにより申請研究が
格段に進展すると期待されることが要件。

　　　　　�申請の基となった研究が海外で行われていて
も差し支えない。

分野/キーワード　教育/科学
対 象 者　�若手研究者（原則として推薦時４５才以下）
　　　　　※学協会からの要推薦
助成金額　�１件�３,０００万円程度（１０件程度）
応募時期　�２０１９.１０.１０締切
参照URL　�http://www.toray-sf.or.jp/information/

grant.html

助成団体名　（公財）経営者顕彰財団
助成事業名　助成事業
対象事業　�九州・山口地方において、創業を目指す起業

家、中小企業者等の教育訓練・人材育成を目
的とする事業で、次に掲げる事業のいずれか
に該当すること。

　　　　　ア　起業家を育成する事業
　　　　　イ　�中小企業等の経営幹部を育成する事業
　　　　　ウ　�中小企業等の技術者を訓練・育成する事業
　　　　　エ　�中小企業等の従業員の職業訓練・教育訓

練を目的とする事業
　　　　　オ　�中小企業等の人材育成に関する教育指導

を行う指導者を育成する事業
分野/キーワード　技術革新
対 象 者　�九州・山口地域にある起業家の育成、中小企

業者の教育訓練を行っている企業、法人施
設・団体等（個人は除く）

助成金額　１件当たり１０万円～３０万円（今年度予算５０万円）
応募時期　随時
参照URL　�https://www.kk-foundation.jp/subsidy/index.html
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助成団体名　（公財）東京海上日動教育振興基金
助成事業名　教育研究助成
対象事業　�学校教育の現場において意欲的に取り組み、

創意に溢れた指導によって顕著な成果を収め
ている実践的な教育研究に対する助成

分野/キーワード　教育
対 象 者　�国公立の小学校、中学校、高等学校、特別支

援学校又はそこに勤務する教員
　　　　　※要推薦
助成金額　�・学校研究（１００校）：１０万円
　　　　　・団体研究（２０団体）：１０万円
　　　　　・個人研究（２０名）：5万円
応募時期　�２０１９.１０.２１�財団必着
参照URL　�http://www.tmn-kyoiku-sinko-f.org/

助成団体名　（公財）出光文化福祉財団
助成事業名　文化関係助成
対象事業　�(1)美術品修復助成
　　　　　 　�日本国内に所在する芸術的・学術的価値

の高い、日本の古代より近代にいたる絵
画・書跡・工芸の修復事業。ただし、彫
刻及び建物・構築物は対象となりません。

　　　　　(2)調査・研究助成
　　　　　 　�近代以前の日本美術史に関する調査・研

究
　　　　　(3)出版助成
　　　　　 　�日本美術（古代より近代にいたる絵画･書

跡・彫刻・工芸）の調査・研究に関する
出版

分野/キーワード　文化/芸術
対 象 者　(1)�美術品を所有する大学･研究機関等及び

個人
　　　　　(2)(3)�大学、研究機関等に所属する研究者

で所属機関の長の推薦を受けたもの
助成金額　�(1)８００万円(上限)　総額２,０００万円
　　　　　(2)１００万円(上限)　総額３,０００万円
　　　　　(3)４００万円(上限)　総額２,０００万円
応募時期　�２０１９.７.１～１０.３１
参照URL　�http://www.sif.or.jp/culture/

助成団体名　（公財）朝日新聞文化財団
助成事業名　芸術活動助成
対象事業　�芸術的水準が高いと認められ、原則としてプ

ロ、あるいはプロを目指す芸術家が出演者、
出品者として行う事業で、次のいずれかの要
件を満たすこと。

　　　　　a�芸術上の啓蒙普及的意義のあるもの
　　　　　b�芸術家に発表の機会を広げるもの
　　　　　c�地域の芸術文化向上に資するもの
分野/キーワード　芸術/文化
対 象 者　�公益法人や非営利団体、又はそれに準じる任

意団体、個人
助成金額　�１件あたり
　　　　　１０万円～１００万円
応募時期　�２０１９.７.１～１１.２８
参照URL　�http://www.asahizaidan.or.jp/grant/

grant０１.html

助成団体名　（一社）次世代自動車振興センター
助成事業名　燃料電池自動車新規需要創出活動補助事業
対象事業　�燃料電池自動車に商用の目的で水素を供給す

るために必要な設備において、燃料電池自動
車の需要を喚起するための新規需要創出活動
費用の一部を補助する。

分野/キーワード　環境
対 象 者　�法人及び個人事業者
　　　　　（�地方公共団体及び地方公共団体が出資する

法人を含む）
助成金額　�・上限額：１,６００万円～２,６００万円
　　　　　�※水素供給設備の供給方式・供給能力により

異なる
応募時期　�２０１９.４.１～１２.２７
参照URL　�http://www.cev-pc.or.jp/hojo/suiso_

outline_juyo_h３１.html

助成団体名　（公財）中央競馬馬主社会福祉財団
助成事業名　中央競馬馬主社会福祉財団助成金
対象事業　�社会福祉法人、特定非営利法人（NPO）法

人等が運営する社会福祉施設等に対する施設
整備等への助成

　　　　　(1)�備品等の購入
　　　　　(2)�施設の設置、増改築及び各種修繕工事等�
分野/キーワード　福祉
対 象 者　�(1)�社会福祉法人
　　　　　(2)�社会福祉事業を行っている公益財団法

人、公益財団法人等
　　　　　(3)�社会福祉事業を行っている特定非営利活

動（NPO）法人
　　　　　※所在地の社会福祉協議会の推薦要
助成金額　�総事業費の4分の3以内
応募時期　�下記に問い合わせ
　　　　　社会福祉法人佐賀県共同募金会
　　　　　〒８４０-００２１　佐賀市鬼丸町7-１８
　　　　　☎２３-４９９６
　　　　　Eメール�akaihane-saga@crocus.ocn.ne.jp
参照URL　�http://www.jra-umanushi-hukushi.

or.jp/３１-jyosei-2

さがCSOポータルでも掲載されています。
【URL】　https://www.cso-portal.net/info_subsidy/

※問い合わせは、各助成団体にお願いします。
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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】　10月25日（金）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

１０月の人権・行政相談
【人権相談】
　セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰や
いじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別
など、「自分の悩みは人権侵害かも？」と思っ
たら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
秘密は守ります。相談は無料です。
【行政相談】
　登記、道路、年金、福祉など毎日の暮らし
の中で、役場の仕事についての苦情や意見・
要望はありませんか？相談は無料で、秘密は
厳守します。お気軽に利用ください。
【日　時】　10月16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

１０月の消費生活相談
【日　時】　10月８日（火）、29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

床下浸水 床上浸水

８月２８日　県内豪雨を教訓
に家財の被害を防ごう

災害を軽く見ない習慣を作ろう！！

床下浸水に
遭ったなら！
排水
乾燥
消毒を

家財等
高い場所に棚を作っておく。

畳・じゅうたん等
○畳を高いところに移動する。
○ 食卓の上に載せるだけでも、畳へ

の浸水を防げる場合がある。

畳の弱点を知ろう！
水分を含むと、ムチャクチャに重くなる。
時が経つと発酵して膨らむ。
熱を発生する。
再利用不可！

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】　�10月５日（土）　毎月１回　第１土曜日
　　　　　　11時30分～15時
【メニュー】　いろいろ具たくさんフライデー
【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！！
【お知らせ】　�12月８日（日）にすぱーく上峰で開催され

る「smileフェス」に出店致します。メニュー
は、カレーライス・トッピング（エビ・か
ら揚げ・ウインナー）他。是非、お越しく
ださい。

喫茶和み　☎５２－1５６６

おしらせ

※�３月２５日より乗合タクシーでこども食堂なごみまで利用
できるようになりました。是非、この機会にお越しくださ
い。お待ちしております。

浸水には床下・床上浸水がありますが、
特に配慮が必要なのは畳への対策です。
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サイパン交流４０周年記念事業　無料ご招待
おしらせ

　公益財団法人・国際青少年研修協会では、サイパン
交流40周年記念事業の一環として、無料ご招待の募
集をしています。海外生活を通して交流を体験し、国
際感覚を養うことを目的に実施します。おひとりでご
参加になる方や、はじめて海外へ行かれる方が７割以
上ご参加されます。事前研修会では仲間作りからサ
ポートいたしますので、安心してご参加いただけます。

【内　　容】　�ホームステイ・クリスマス体験・文化
交流・地域見学・野外活動等

【研 修 国】　サイパン
【日　　程】　12月27日（金）～１月２日（木）
　　　　　　　７日間
【対　　象】　小学校３年生～高校３年生

【定　　員】　�無料ご招待１名、プログラム参加費無
料ご招待５名

【応募方法】　�電話またはホームページより資料請求
の上、ハガキにてご応募ください。定
員を超える場合は、厳選な抽選をおこ
ない、ご招待状の発送をもって発表に
かえさせていただきます。

【締　　切】　10月18日（金）＊当日消印有効
【問い合わせ・資料請求】
　公益財団法人　国際青少年研修協会
　住所　〒141－００３1
　東京都品川区西五反田７－15－４　第三花田ビル４Ｆ
　☎０３－６417－９7２1　思０３－６417－９7２4
　死 info@kskk.or.jp　URL��http://www.kskk.or.jp

職業訓練受講生募集（１２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

12月生

ＣＡＤ/ＮＣ
オペレーション科 15名

９月24日（火）
～10月30日（水）

11月６日（水）
2019年12月３日（火）～
� 2020年５月29日（金）溶接技術科 12名

住環境ＣＡＤ科 15名

【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

　８月２２日、町民センターにてキャッシュレス決済導入を検討する町内の事業
者向けのセミナーが開催されました。参加者は、キャッシュレス決済の仕組み・
決済端末に関する説明を受け、デモンストレーション体験をしていただきました。
　町は、キャッシュレス決済の普及による消費者の利便性向上や地域活性化を
図るため、商工会、中小企業者等へ、研修会費や初期整備費の一部を補助して
います。

キャッシュレス決済セミナー

かみみね ニュース
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