
上峰インフォメーション

夕涼み会へご招待
【日　時】　７月20日（土）　18時～20時
　準備の都合上、７月９日（火）迄に下記担当者へ
ご連絡ください
問ひよ子保育園かみみね
　☎５２－２１８６　担当：古賀、指山
　７月はひよ子保育園夕涼み会へご招待いたします。
　ヨーヨー・人形すくい・ゲーム・かき氷・おにぎ
り・フランクフルトのチケットをプレゼントします。
（未就園児限定）
　浴衣や甚平などでのご参加をお待ちしています。

☆ひよ子保育園の畑が完成☆
　今年も５月に芋やトマトなどの苗植えを行いました。
　そらぐみのお友だちが一つ一つ丁寧に植えてくれま
した。
　野菜の生長を通じて、野菜の大切さを知り、好き嫌
いなく食べてくれる子どもに育ってほしいと思います。
　やま・うみ・そらぐみのお友だちはひまわりの種も
植えました。夏には、きれいなひまわりが咲くように
毎日水やりを頑張っ
ています。

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/

かみみね幼稚園
こども園

～園庭開放～
【日　時】　７月11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
◎�小さいプールを用意し、みずあそびの準備もしております。
着替え、タオル等は各自でご準備ください。
◎�天候にかかわらず、園内も開放しております
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～
【内　容】　音楽あそび
【日　時】　７月３日（水）
　　　　　　10時～11時
【受付開始日】　�６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。

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

� �幼保連携型認定こども園 
� �ひかりこども園こども園

７月　生き生き子育て応援します
足の健康！靴選びから

　プクプクとやわらかな赤ちゃんの足は、大人より骨の数が少なく、そのほ
とんどが軟骨です。数が揃うのは４歳ごろ、骨として固まるのは７～８歳ご
ろといわれ、足はまだ非常にもろい状態です。足に合った靴を選び、タイミ
ング良く買い替えながら、子どもの足がいつまでも健康であるように、大人
が守っていきましょう！

園庭開放（おでかけ広場）
　【日　時】　７月５、12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

▲みんなで遠足にでかけました。教育講演会のご案内
　【日　時】　７月６日（土）　10時～11時30分
　【場　所】　ひかりこども園
　【内　容】　『令和の時代を��つよく��あかるく��げんきに��生きていくために』
　【講　師】　学校法人　佐賀清和学園　理事長　富吉賢太郎氏
　※参加をご希望される方は、ひかりこども園に電話をお願い致します。
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第３回上峰町民ゴルフ大会開催と 
参加者募集のお知らせ

【開催日時】　７月28日（日）
【集合時間】　９時
【場　　所】　三根カントリークラブ
【参加資格】　上峰町内在住者及び町内企業勤務者
　町内にゆかりのある方（年齢・性別不問）
【参 加 費】　1,500円
【プレイ費】�　各自負担　3,200円
　　　　　　　（税込み・弁当付・ワンドリンク）
【募集人数】　12組48名
【申込期日】　７月19日（金）
　※但し、定員48名になり次第締切
【申　　込】　�上峰町教育委員会にて申込書を

配布しております。
【主　　催】　上峰町体育協会
【共　　催】　上峰町ゴルフ協会
⃝申問・�上峰町体育協会（上峰町教育委員会内）
　　　連絡先　☎５２－3８33
　　　事務局　碇　華里奈
　　　　　　　☎０9０−２39１−６８６４
　　　理事長　白井　東
　　　　　　　☎０9０−２０9７−５２9４
　　・上峰町ゴルフ協会
　　　小野　清人　☎０9０−２７１７−７33２

おしらせ

環境フェア２０１9 
〜見て、触れて、作って、エコ体験にチャレンジしよう！〜

【日　時】　７月21日（日）　９時～13時
【場　所】　�鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ

＊�剪定チップ、バイグリーン（野菜肥料）の無料配布もあります。
問�鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ　☎０9４２－9４－93１3

おしらせ

ハーバリウム
作り

びんの中に、花と液を入れて作ります
１回目�９時30分～、２回目�11時～
大人も子どもも楽しく作れます
定員　各30名／参加費　無料

※事前申し込みになります

地産のそば粉で
そば打ち体験

受付�９時30分～、10時開始
定員　20名／参加費　300円

※事前申し込みになります
傘布でアーム
カバー作り

９時30分～12時
自由参加／参加費　200円

小枝でペンダント
作り

９時30分～12時
自由参加／参加費　100円

端切れを使って
ブローチ作り

９時30分～12時
自由参加／参加費　200円

ＥＭぼかし作り １回目�10時～、２回目�11時～
定員　各10名／参加費　200円

９時～１3時
エコマーケット 12店舗によるリサイクル品の格安販売！

９時～１２時
もったいなか市即売会 家具等のリサイクル品を格安で販売します！

リサイクルプラザへ直接持ち込まれるごみ処理手数料を２０１９年１０月１日から改定します
手数料改定の内容

・�リサイクルプラザへの搬入は、原則本人（同一世帯）のみとなっています。
　住所確認のため毎回、運転免許証等の提示をお願いしています。
・�搬入できないものや、基準外のものはお持ち帰りいただきます。
・�袋に入れて搬入する際は、搬入物が確認できるよう、透明または半透
明袋をご利用ください。

おしらせ

区分
家庭系 事業系

現行 改定後 現行 改定後
～5０㎏

３００円
３００円

１,5００円
8００円

5１～１００㎏ 5００円 １,6００円

１０１～１5０㎏ 5００円 7００円 2,３００円 2,４００円

１5１～2００㎏ 7００円 ９００円 ３,１００円 ３,2００円

区分 現行 改定後（２０１9年１０月１日～）
家庭系
一般
廃棄物

一回の搬入量１００㎏まで３００円
１００㎏を超えて5０㎏ごとに2００円

一回の搬入量5０㎏まで３００円
5０㎏を超えて5０㎏ごとに2００円

事業系
一般
廃棄物

一回の搬入量１００㎏まで１,5００円
１００㎏を超えて5０㎏ごとに8００円

一回の搬入量5０㎏まで8００円
5０㎏を超えて5０㎏ごとに8００円

問�鳥栖・三養基西部環境施設組合
　☎０9４２－9４－93１3
　思０9４２－9４－５3１０
　死 tosu-miyakiseibu@3r-manabi.jp

建築士による無料住宅相談のご案内
相　談

　高齢になるにつれて家庭内での事故が起きやすくな
るため、早めのバリアフリー化対策が大切です。どん
な対策やリフォームが必要なのか建築士に相談してみ
ませんか？住宅に関することなら何でも、窓口または
電話で相談を受け付けています。お気軽にお問い合わ
せください。

【窓口設置日】　�毎週水曜日、日曜日（９時～17時）
【相談窓口連絡先】　☎30−2055
【場　　　所】　佐賀県在宅生活サポートセンター
　　　　　　　　（さがサポセンターいきいき館内）
　　　　　　　　佐賀市神野東２丁目６番１号
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要介護認定調査の受託希望者（個人）
を募集します

　鳥栖地区広域市町村圏組合（介護保険課）から委
託を受けて、要介護認定調査業務を個人で行ってい
ただける方を募集します。
【業務内容】　�要介護認定の申請者に面接して心身

の状況等の調査を行い、調査情報を
パソコンに入力する。

【応募資格】　次の①～③の条件を満たす方
　　　　　　　①�有効な介護支援専門員の資格を有

していること。
　　　　　　　②�調査に必要な移動手段（自家用車）

が確保できること。
　　　　　　　③�介護保険に係る事業所に所属して

いないこと。
　※介護支援専門員の経験を有している方歓迎！
【募集人数】　�若干名（８月26日採用予定）
　　　　　　　※８月～10月に研修あり。
【委 託 料】　4,212円／１件
　　　　　　　（研修期間：2,200円／１件）
【面 接 日】　８月19日（月）予定
【申込方法】　�８月９日（金）必着で履歴書と介護

支援専門員証の写しを介護保険課に
持参又は郵送してください。

問�鳥栖地区広域市町村圏組合
　介護保険課　認定係　☎０9４２－８１－33１５
　〒８４１－００3７　鳥栖市本町３丁目１４9４－１

おしらせ

人工肛門・人工膀胱をもつ方へ 
オストメイトの勉強会開催

　オストメイトの方々およびその家族、また医療関
係者は勿論、一般の方も大歓迎です。
　みんなで情報交換をしましょう。
　話してみませんか。聞いてみませんか。
【開催日】　８月３日（土）
【時　間】　13時30分～16時30分
【会　場】　サンメッセ鳥栖　大会議室１
　　　　　　鳥栖市本鳥栖町1819番地
　　　　　　☎0942−84−2121
　参加費無料！　予約不要！

問�公益財団法人
　日本オストミー協会佐賀県支部　東部地区
　古賀照雄　☎０9０－８9１６－9５０６

おしらせ

Wocナースによるお話しとストーマなんでも相談
【テーマ】“日常生活とストーマケア”（３０分）
��そのあとみんなで楽しく語ろう
【相談員】　古賀病院2１
　　　　　　谷川新太郎先生
　　　　　　（皮膚・排泄ケア認定看護師）

個人相談OK

佐賀回復研究会の相談案内
　相談会場では、AAミーティングが毎週行われて
います。私たちは、『12ステップ・プログラム』
を学び、12ステップに沿った生き方をしていくこ
とで、生き難さからの解消が実現できると判りまし
た。アルコールやさまざまな依存症からの回復を目
指す自助グループもこのプログラムを使っています。
　AA（アルコホーリクス・アノニマス）とは、お
酒を飲まない生き方を選択し、その方法を学ぶこと
で生き難さを解消している、さまざまな人たちの共
同体です。世界中では数百万人が参加しています。
相談ではアルコール依存症の他、ギャンブル依存、
ゲーム依存、買い物依存、等他に対応します。
佐賀回復研究会の依存症相談（相談会場のご案内）
【日　時】　毎週金曜日開催（18時30分～19時）
【場　所】　佐賀市久保泉公民館
　　　　　　（佐賀市久保泉町川久保1353−１）
（事前予約は不要です。直接お出でください。また
会場都合で休止することがございます。）
問�佐賀回復研究会　☎9８－3５５０
　〒８４9－０9０４　佐賀市金立町薬師丸１８２9番地

相　談

生活の相談窓口
　仕事や生活のこと、借金でお悩みの方、その他様々
な理由で経済的にお困りの方、ひとりで悩まずお気
軽にご相談ください。
　相談支援員が関係機関との連携を取り解決に向け
て共に考え取り組みます。
問�佐賀県生活自立支援センター
　☎２０－００9５

相　談

第２6回　２１世紀社会福祉セミナー
【日　時】　８月４日（日）　13時～16時30分
　　　　　　（受付：12時30分～）
【場　所】　アバンセ　大ホール
【テーマ】　「�地域で支えあう成年後見の新たなし

くみ～広めよう市民後見の活動～」
【内　容】　�成年後見制度や市民後見人の意義につ

いて知識を深め、佐賀県での今後の取
組みについて、皆様と考えます。

【主　催】　公益社団法人佐賀県社会福祉士会
【定　員】　300人
【参加費】　無料
【申込み期限】　８月２日　※当日参加可

おしらせ
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上峰町老人クラブだより
　老人クラブ事務局前（中央公園管理棟）の花壇に、
日
にち

日
にち

草
そう

を植えました。大字坊所地区の井手口、郡境、
三上の各支部からと副会長合わせて16名で作業し
ていただき、花壇が美しくなりました。

♪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】　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です）
　ミーティングルームで、皆様をお待ちしています。
楽しくおしゃべりして、過ごしましょう。
　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

令和元年度佐賀県がん患者・家族 
つどいの会

【日　　時】　７月21日（日）
　　　　　　　受付：12時30分～
【場　　所】　佐賀メディカルセンタービル
　　　　　　　３階会議室
　　　　　　　（〒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
　　　　　　　　アロマワックスバー
　　　　　　　　（灯さない！キャンドル作り）
　　　　　　　　木下結子（きのしたゆうこ）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】　７月19日（金）
問佐賀県がん総合支援センター　“さん愛プラザ”
　フリーダイヤル　☎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

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）AM
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）PM
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

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 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
《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】　毎月１回　７月27日（土）
　　　　　　①11時30分～15時　②18時～21時
　　　　　　※�７月、８月は子ども達の夏休みを利用して

１日２回開催します
【メニュー】　なごみおまかせメニュー（おふくろの味）
【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！！

【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
問喫茶和み　☎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。

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】　７月26日（金）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

７月の人権・行政相談
【日　時】　７月17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

７月の消費生活相談
【日　時】　７月９日（火）、23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
問産業振興課　☎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

令和元年（５月支払分）
区　分 件　数 支出額（円）
祝　儀 0 0
会費等 5 22,000

賛助・協賛等 0 0
賞品・記念品等 1 16,200
慶　弔 0 0
合　計 6 38,200 上峰町防災士会　執筆　林　眞敏

防災コラム
災害時の備蓄用品

インフラ復旧、安全確認ができるまで、

非常用トイレの備えが大切　　
　　非常用トイレ、ここに注意

　臭い対策を考えておくこと
　置き場所、排泄物の保管場所

自宅の水洗トイレは使わない

自宅避難での主要なことの一つが
排泄の問題です。

健康・衛生面からも重要であり、排泄物についても
生活の一部として考えておきましょう。

ではどうするか！

非常用トイレも忘れないで！非常用トイレも忘れないで！

備えよ常にの心がけで！

食
事
と
一
緒
に

大
切
な
こ
と
で
す

29


