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ひよ子ルーム開設
【日　時】　５月23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
　天気が良い日は園庭遊びをします。
　その後、遊戯室にて親子の触れ合い遊びを行います。
　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。

☆感謝状をいただきました☆
　幼年消防クラブが発足して10年以上が経過し、
今回、鳥栖・三養基地区幼少年女性防火委員会様
から感謝状をいただきました。子ども達は、緊張
の中にも「火遊びはしません」と約束し、“消太君”
との記念撮影を楽しんでいました。

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

５月　生き生き子育て応援します
お母さん、ありがとう

　ミルクを飲んでくれない、昨日から便が出てない、…１つ１つの行動に
一喜一憂している乳幼児期。子の親となり、思い出すのは母のこと。やっ
てみて初めてわかる世の常を、今もこの瞬間たくさんのお母さん方が実感
していることでしょう。『ありがとう！お母さん』

園庭開放（おでかけ広場）
　【日　時】　５月10、17、24、31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
▲毎日のマラソン頑張っています！

かみみね幼稚園 
わくわくひろば・園庭開放のご案内こども園

～園庭開放～
【日　時】　５月16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　ぷれいるーむ等
◎�天候不良の場合でも園内をご利
用頂けます。
◎�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、気軽にご活用ください。

～わくわくひろば～（未就園児教室）
◆運動あそび◆
　スポーツクラブの先生の指導
で、親子で楽しめる遊びです。
【日　時】　５月22日（水）
　　　　　　10時〜11時
【受付開始日】　５月15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
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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年生以外）

〜５月15日
１次：５月25日

２次：６月26日〜７月１日（内１日）
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年生以外）

随時受付中 受付時にご連絡します
受付時に
ご連絡します

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

５月26日（日）
10時〜16時

上峰町民センター
２階　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。

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29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！！

⃝申問�西消防署　救急係　☎８９－3０５０

【定期開催日時】
　①５月11日（土）　９時〜12時
　　（申込期間�４月13日〜５月４日）
　②６月14日（金）　９時〜12時
　　（申込期間�５月12日〜６月７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★　～救急車適正利用～

●救急車はどんな時に呼ぶの？？
　平成30年の管内救急出動件数は5,400件を超
えています。重症度の高い方に救急車が間に合
わない可能性があります。
　救急車には限りがあります。大切に使いま
しょう！！
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地域密着型サービス事業所設置候補者の募集について
おしらせ

介護保険料は納期限までに納めましょう
　介護保険料は法律の定めにより、40〜64歳までは加入している医療保険料と合わせて納めますが、65歳にな
ると個人ごとに市町村（鳥栖地区広域市町村圏組合）へ納める方法に変わります。
　納め方は特別徴収（年金天引き）が原則ですが、65歳になられたばかりの方や年金が年額18万円未満の方な
どは普通徴収（納付書または口座振替）で納めます。
　期限を過ぎても未納の状況が続きますと「給付制限」（例：利用者負担が３割または４割に引き上げられる等）
がかかることがありますので、介護保険料は納期限までに納めましょう。

おしらせ

�口座振替をご利用ください！
　普通徴収（窓口納付）の方は口座振替もご利用いただけます。
　お申込み・お問い合わせは、介護保険担当課の窓口または、鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険料係
　（☎0942－85－3637）へ。

納め忘れがなく安心、手間も省けて便利です。

　鳥栖地区広域市町村圏組合では、高齢者が介護を必
要とするようになっても、住み慣れた地域で暮らし続
けることができるように地域密着型サービス事業所の
整備を進めるため、次のとおり事業所の設置候補者を
募集します。

注　�（介護予防）認知症対応型共同生活介護は、総量
規制により公開抽選による１ユニット（定員９人）
の事業所を２つ選定します。同じ法人が２ユニッ
トを応募することはできません。

※�建築物の敷地、構造設備及び用途に関する制限等に
ついては、予め関係機関にお問い合わせください。

１．公開抽選参加申込書の提出期間
　　５月10日（金）から６月28日（金）まで
　　土曜・日曜を除く
２．提出場所
　　鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険課　給付係
３．�詳細については、鳥栖地区広域市町村圏組合ホー
ムページを参照

　　http://www.kttnet.eo.jp/tosukaigo/
問〒８４１－００3７　鳥栖市本町3丁目１４９４番地１
　鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険課　給付係
　☎０９４２－８１－33１５　思０９４２－８１－33１６

2019年度に募集する地域密着型サービス

事業所の設置を
募集する市町名 鳥栖市 上峰町

募集する対象
サービス

（介護予防）�
認知症対応型
共同生活介護

（介護予防）
小規模多機能型
居宅介護

募集する事業所
及び定員の数

１ユニット
（定員９人）
2事業所

１事業所
定員29人

公開抽選
参加申込み 注：必要 不要

　介護保険は、介護が必要となった時の不安や負担を、社会全体でささえあう制度です。
　ご本人や家族のため、介護保険運営の大切な財源である介護保険料の納付にご協力ください。

【介護保険料（普通徴収）の納付期限及び口座振替の振替期日】
２０１９年度

納　期 納期限及び口座振替日 納　期 納期限及び口座振替日

１期（６月）

２０１9年

７月１日（月）※ ６期（１１月）
２０１9年

１２月２日（月）※

２期（７月） ７月３１日（水）　 ７期（１２月） １２月２5日（水）※

３期（８月） ９月２日（月）※ ８期（１月）

２０２０年

１月３１日（金）　

４期（９月） ９月３０日（月）　 ９期（２月） ３月２日（月）※

５期（１０月） １０月３１日（木）　 １０期（３月） ３月３１日（火）　

※�納期限の設定につい
て原則、納期月の月
末（12月は25日）。
　�月末が土日祝日の場
合は金融機関が休み
のため翌営業日とな
ります。
　�そのため、同月に納
期限が２回ある月が
ありますのでご注意
ください。
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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

上峰町老人クラブだより
　老人クラブ事務所前の花壇に、花が咲きました。
　今年も、会員の皆様の協力で花いっぱいにしま
しょう。

♪５月、６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】　５月10日、24日、６月14日、28日
　　　　　　隔週金曜日　10時30分〜15時30分
【料　金】　コーヒー＆ケーキ付　200円
　　　　　　（コーヒーは飲み放題です。）
　和やかで、楽しいひとときを過ごしましょう。

　令和元年から２年間の連合会役員が、４月25日
開催の年次総会で決定しました。今後２年間の老連
活動にご支援・ご協力をお願いします。

　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

おしらせ

★６0歳以上の方会員大募集中
みんなで楽しく活動していきましょう

問上峰町老人クラブ事務局　☎思５3－８１５５

「民生委員・児童委員」は 
地域の身近な相談相手です！

　皆さんは「民生委員・児童委員」という言葉を聞
いたことがありますか？
　聞いたことがある人も、実際にどのような活動を
しているのか知っている人は少ないのではないで
しょうか。
　生活で困ったことや母子、子ども、高齢者などの
福祉の相談に応じてくれるのが民生委員・児童委員
です。
　町内では21人の民生委員・児童委員が活動して
おり、地域住民の皆さんと同じ立場で相談に応じた
り、支援などを行っています。
　また、民生委員・児童委員は、秘密を守ることが
法律で義務付けられていますので、安心して相談し
てください。

5月12日から18日までは
「民生委員・児童委員　活動強化週間」です

おしらせ

介護保険住宅改修施工事業者登録（新規）のお知らせ
おしらせ

　鳥栖地区広域市町村圏組合では、介護保険に基づく
住宅改修を行う場合、住宅改修施工事業者の登録が必
要です。介護保険住宅改修施工事業者の登録を希望す
る事業者は、下記のとおり登録申請をしていただきま
すようお願いします。（平成30年度に登録されてい
る事業者は、今回登録申請する必要はありません。）
　なお、2019年６月に実施予定の登録研修の受講を
登録条件としています。
　また、今回登録申請をされない場合は、2020年７
月まで登録できませんのでご注意ください。

記
１．申請期間
　　５月７日（火）から５月31日（金）（必着）

２．提出書類
　　①住宅改修施工事業者登録（更新）申請書
　　②住宅改修施工事業者業務概要書
　　③住宅改修の施工に係る誓約書
　　　（�提出書類は、鳥栖地区広域市町村圏組合ホー

ムページからダウンロードできます。）
３．提出場所
　　鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険課　給付係

問鳥栖地区広域市町村圏組合
　介護保険課　給付係
　☎０９４２－８１－33１５　思０９４２－８１－33１６
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暮らしやすいまちづくりのための
サポート事業がはじまります

　郵便局の社員さんが、毎月１回、高齢の方の自宅を訪
問し、会話を通して生活状況を確認し、その結果をご家
族や自治体へ報告するサービスです。

　育児ストレス、産後うつ・育児ノイローゼ等で子育てに不安や
孤立感を抱えている方や支援が必要な方に対して育児や家事の援
助を行うサービスです。

対 象 者 上峰町にお住まいの、65歳以上で在宅のひとり
暮らしの方

ご利用
いただける
サービス

対 象 者 妊婦及び出産後1年未満で、子育ての支援が必要な方
利 用 料 1回あたり1,000円（税込）

※延長料金、買い物の品物代・交通費等は別途請求されます。

ご利用
いただける
サービス

かみみね
行政topics

1

【 「郵便局のみまもりサービス」で高齢者をサポートします！】

【妊婦さん、お母さんの育児家事をサポートします！】

申込み受付は
６月から
開始します！

生活環境や家族環境等により日常の安否確認が、
困難なひとり暮らしの高齢の方が、自宅で安心し
て生活を送ることができるよう、日本郵便株式会
社へ委託し「みまもり」に関する事業を行います。

食事の準備・片付け、衣類の洗濯、居室・トイレ・浴室
などの掃除、生活必需品の買い物等、1回につき最大
3時間、有限会社介護家事サービス上峰からヘルパー
がお伺いします。
※9時から17時まで

健康福祉課 福祉介護係
☎52－7413

問 申

健康福祉課 健康増進係
☎52－7413

問 申

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】　５月24日（金）　10時〜16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

５月の人権・行政相談
【日　時】　５月15日（水）　９時〜12時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

５月の消費生活相談
【日　時】　５月14日（火）、28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（３月支払分）
区　分 件　数 支出額（円）
祝　儀 0 0
会費等 1 1,000

賛助・協賛等 0 0
賞品・記念品等 0 0
慶　弔 0 0
合　計 1 1,000

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　第１土曜日　５月４日（土）
　　　　　　11時30分〜15時
【メニュー】　
　煮込みハンバーグ、エビフライ、
　野菜、ポテトサラダ類、
　ジュース、フルーツ
【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！！

※�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。

【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

考えておきましょう 災害時の避難
について

自宅避難の
選択肢

滞在することができるのか！
自宅の建物は無事か！　周囲の安全の確認

要チェック

自宅を安全な避難所とすることも考え、
準備することも大切です。

自宅を安全な避難所にすることができれば、
避難生活におけるストレスの軽減につながる。

上峰町防災士会　執筆　林　眞敏

そのために必要なことは備蓄品、
とくに水の確保が大切です。
そのために必要なことは備蓄品、
とくに水の確保が大切です。
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