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ひよ子ルーム開設
【日　時】　６月13日（木）　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
　過ごしやすい季節になってきましたね。
　６月は絵本の読み聞かせや『季節の製作』を行いたいと思い
ます。
　その後、天気が良いときは園庭遊びを行います。
　動きやすい服装で必要に応じて帽子と水筒をご持参ください。

☆フッ素洗口の指導がありました☆
　入園・進級から１か月が経ち、先生やお
友だちにも慣れてきて笑顔がたくさん見ら
れるようになってきました。
　年長・年中組さんがフッ素洗口の指導を
受けました。
　歯磨きの大切さを教えてもらいました。
しっかりとお話を聞きました。

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/

� �幼保連携型認定こども園 
� �ひかりこども園こども園

６月　生き生き子育て応援します
『いう通り』でなく『する通り』

　『子どもは親や教師の「いう通り」にならないが「する通り」になる』
と言われるとドキッとしますね。良いも悪いも大人が手本、というこ
とでしょうか。子育ては、親として人として、自分自身を見つめなお
すことかもしれません。「片付けて」「話を聞いて」「ちゃんと謝って」
自分の口癖なんだろう・・・ちょっと自分を振り返ってみようかなと。

園庭開放（おでかけ広場）
　【日　時】　６月７、14、21日　10時～11時
　　　　　　お天気のよい金曜日
　◎�予約不要です。育児で不安や困ったことなど、お気軽にご相談く
ださい。

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

▲大空にはばたけ！

かみみね幼稚園
こども園

～園庭開放～
【日　時】　６月６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
◎�室内の遊び場も開放しておりますの
で、天候にかかわらずご来園ください。
◎�事前のお申し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、気軽に職員にお声かけください。

～わくわくひろば～（親子登園教室）
【内　容】　つくって遊ぼう！
【日　時】　６月12日（水）
　　　　　　10時～11時
【受付開始日】　�６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。

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

31



上峰インフォメーション

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
栽培用に適した肥料「三神豊作」を販売しています。
「三神豊作」は、発酵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）

問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

上峰町老人クラブだより
令和元年、ふれあい喫茶がスタート
　５月24日のふれあい喫茶では、
午前中にグラウンドゴルフ参加の
男性会員たちで、午後は女性会員
たちで会話に花が咲き、楽しく過
ごされました。

♪６月、７月のふれあい喫茶♪
【場　所】　中央公園管理棟ミーティングルーム
【日　時】　６月14日、28日、7月12日、26日
　　　　　　隔週金曜日　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となっています。）
　ミーティングルームで、楽しいひとときを過ごしましょう。

きずなサロンが、井手口支部からスタートしました。
　３Ｂ体操、地域包括支援センターからの講話、坊所駐在所
からの講話、さらに、今年度から「薬の正しい使い方」の講
話があります。クラブ会員の皆様、奮って参加しましょう。

　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

問上峰町老人クラブ事務局　☎思５３－８１５５

おしらせ

６月　エコライフ講座
【内　容】　布ぞうり作り
【場　所】　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　　　　　　和室
【日　時】　６月16日（日）　９時～12時
【材料費】　400円
【持ってくる物】
　Ｔシャツ３枚、はさみ、ボンド、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】　６月７日（金）

　⃝申問�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�!

手話奉仕員養成講座を 
開催します！！

　聴覚障害者福祉に対する理解と認識を深
め、手話で日常生活を送るために必要な単
語や手話表現技術を習得するための「手話
奉仕員養成講座」を鳥栖・三養基地区共同
で開催します。
【対 象 者】　�高校生以上で鳥栖市、三養

基郡各町に居住または通
勤・通学している人

【実施期間】　７月２日(火)～
　　　　　　　12月17日(火)
　　　　　　　19時～21時
　　　　　　　毎週火・金曜日（全47回）
　　　　　　　《祝祭日及びお盆を除く》
【開催場所】　�鳥栖市役所　会議室（一部

の日程について変更するこ
とがあります。）

【受 講 料】　無料
【定　　員】　20人
【申 込 先】　６月３日（月）より申込開始
　　　　　　　（定員になり次第申込締切）
　　　　　　　鳥栖市役所　社会福祉課
　　　　　　　☎0942−85−3642

講座・イベント

「大根がこんなに
大きく育ったよ」
と利用者の声
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いつの間にか切り替えに　電気の契約切り替えトラブル
おしらせ

　知らない事業者から「今よりも電気料金が安くなる。
電気料金の明細を教えてほしい」と電話があった。よ
く分からずに言われるまま検針票に書かれた番号など
の情報を伝えると、封書が届いた。数日後、「書類は
届いているか」と電話があり、そこで初めて封書は電
気契約の切り替え手続きの書類であったこと、１週間
前の電話で契約の申込みをしたことになっていたこと
が分かった。� （60歳代��女性）
 ひとこと助言 
・�電力の小売全面自由化以降、電話勧誘による電力切
り替えに関するトラブルの相談が寄せられています。
・�電力会社等から電話を受けた際は、事業者名や内容
をよく確認し、必要なければきっぱり断りましょう。
・�切り替えに必要な住所や供給地点特定番号等の情報
は、現在契約している会社が発行する検針票に記載
されています。検針票の記載情報を伝えたところ、
勝手に別の会社への切り替え手続きをされていたと
いうケースもあります。安易に検針票の記載情報は
伝えないようにしましょう。

◦�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、もしくは経済産業省電力・ガス取引監
視等委員会の相談窓口（☎03−3501−5725）にご
相談ください。� （発行：独立行政法人国民生活センター）

消費者ホットライン188
◦電話番号３桁を押してください。
◦�お近くの自治体の消費生活相談窓口をご案内いたし
ます。

上峰町消費生活相談
【相 談 日】　毎月第２・第４火曜日
【受付時間】　９時～15時
【場　　所】　役場別館２階会議室

問�総務課　総務係　☎５２－２１８１

陸海空自衛官募集案内

資料のご請求及びご説明につきましては、鳥栖地域事務所までご連絡ください。
問�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

一般曹候補生
（男・女）

18歳以上33歳未満の男女
（高校３年生を含む）

７月１日～
９月６日

１次試験：９月21日（土）　
２次試験：10月12日・13日
※２次試験は、いずれか１日

１次試験：サンメッセ鳥栖
２次試験：目達原駐屯地　

自衛官候補生
（男・女）

18歳以上33歳未満の男女
（高校３年生を含む）

７月１日～
９月６日

筆記試験：９月21日（土）
面接・身体検査：９月27日～30日
※面接等は、いずれか１日

筆記試験：サンメッセ鳥栖
面接等：目達原駐屯地

航空学生
（男・女）

空：18歳以上21歳未満の男女
海：18歳以上23歳未満の男女
（高校３年生を含む）

７月１日～
９月６日

１次試験：９月16日（月）
２次・３次試験：受付時にご連絡します。 １次試験：目達原駐屯地

予備自衛官補
（男・女）（一般） 18歳以上34歳未満の男女 ７月１日～

９月13日 10月５日（土） 目達原駐屯地

自衛隊説明会開催のご案内
日　時 場　所 説明種目 担当者から

６月23日（日）
10時～16時

上峰町民センター
２階　201会議室

自衛官候補生・一般曹候補生・防衛大学校・
航空学生・防衛医科大学校（医学科・看護学科）・
高等工科学校生徒　等

説明は約30分位です。事前の
ご予約等はいりませんので、
お気軽にお越しください。

採用試験のご案内
試験種目 受験資格 受付期間 試験日 試験会場

自衛官候補生
（男・女）

18歳以上33歳未満の男女
※高校３年生を除く 受付中 ６月15日（土）

７月13日（土） 目達原駐屯地
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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】　６月１日（土）　毎月１回　第１土曜日
　　　　　　11時30分～15時
【メニュー】　カツカレー、スープ、
　ポテト野菜サラダ類、フルーツ、
　ジュース類
【場　所】　上峰町堤1651−269
　　　　　　喫茶和み　問☎52−1566
【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!!

【検　索】　こども食堂なごみ
　※毎月のメニュー・お知らせ欄を見てください。
【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、楽しんでください。

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。

放送大学 
入学生募集のお知らせ

⃝�放送大学は、2019年10月入学生を募集し
ています。
⃝�10代から90代の幅広い世代の学生が、�大
学を卒業したい、�学びを楽しみたいなど、�
様々な目的で学んでいます。
⃝�テレビによる授業だけでなく、学生は授業
をインターネットで好きなときに受講する
こともできます。
⃝�心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・�
自然科学など、約300の幅広い授業科目�
があり、１科目から学ぶことができます。
⃝�卒業すれば学士を取得できます。
⃝�放送授業１科目の授業料は11,000円（入
学金は別）。半年ごとに学ぶ科目分だけの
授業料を払うシステムです。
⃝�半年だけ在学することも可能です。
⃝�全国にミニキャンパスと言える学習セン
ターやサテライトスペースが設置されてお
り、サークル活動などの学生の交流も行わ
れています。

⃝�資料を無料で差し上げています。お気軽に
放送大学佐賀学習センター（☎22−3308)
までご請求ください。
⃝�出願期間は、第１回が８月31日まで、第
２回が９月20日まで。

おしらせ

絶対に救わなければならない命がそこにある！！
おしらせ

　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、助かる確率が２倍以
上になると言われています。
　あなたの「一歩を踏み出す勇気」で大切な人の命を
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！！

⃝申問�西消防署　救急係　☎８９－３０５０
【定期開催日時】
　①６月14日（金）　９時～12時
　　（申込期間�５月12日～６月７日）
　②７月13日（土）　９時～12時
　　（申込期間�６月15日～７月６日）
【受講料】無料
　受講後に終了証を交付します。

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!!

★救急豆知識★　～こんな時は迷わず１１9～
突然の頭・胸・背中・腹の激痛

嘔吐や便に大量の血が混じっ
ている
明らかに顔色が悪い（青白い）

顔半分の動きがおかしい、片方の手足に力が入らない
けいれんが止まらない、意識が
もどらない
食べ物などを詰まらせて呼吸が
できない

広範囲のやけど

高いところから
転落

その他の「こん
な時は？」につ
いても、お気軽
にお問い合わせ
ください！！
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上峰町防災士会　執筆　林　眞敏

防災コラム

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】　６月28日（金）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

６月の人権・行政相談
【日　時】
　６月４日（火）　※人権相談のみ実施
　６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

６月の消費生活相談
【日　時】　６月11日（火）、25日（火）
　　　　　　９時～12時／13時～15時
【場　所】　役場別館２階会議室

問総務課　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

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

問商工観光課　☎０９５２－３７－０３５０
　・神埼市【相談日】　毎週火・金曜日

問商工観光課　☎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

町長交際費を公表します
行　政

平成3１年（４月支払分）
区　分 件　数 支出額（円）
祝　儀 0 0
会費等 2 13,000

賛助・協賛等 0 0
賞品・記念品等 0 0
慶　弔 0 0
合　計 2 13,000

行政相談委員について
　登記、道路、年金、福祉など毎日の暮らしの中で、役場
の仕事についての疑問や要望はありませんか。総務大臣に
より委嘱された行政相談委員が相談に応じています。
　相談は無料で、秘密は厳守します。お気軽にご利用くだ
さい。
【時　間】　９時～12時
【場　所】　役場別館２階会議室
【担　当】　行政相談委員　江頭　律子

問�総務省佐賀行政監視行政相談センター
　☎２２－２６５１
　思２２－２６５２

おしらせ

梅雨期に備える

独自の対策や避難
の方法も大切です

●家財は２階などの高い
　ところへ移動
●ブレーカーは落しておく

●土のう・水のうの準備
□ 水が浸入しやすい場所の閉塞
□ 通気口の閉塞
□ 床下収納庫からの浸水の予防
　　 「蓋を重たい物で防ぐ」

家財の被害を防ごう

手軽にできる予防と対策

浸水に遭うまえに知っておこう

先ずは対策の大切さを
身をもって覚えよう

我が家だけが
浸水するかも！

ではどうするか！
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