
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】　９月５日（木）　９時～12時
【対象児】　１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、室内で過ごして頂いても構いません。
◎ 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】　運動あそび
【日　時】　９月４日（水）
　　　　　　10時～11時
【受付開始日】　 ８月28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。

『未就園児競技のご案内』
　9月28日（土）に、すぱーく上峰で、「第65回認定こども園か
みみね幼稚園運動会」を行います。未就園児の競技もございま
すので、ご近所の方をお誘いあわせのうえご来場ください。お
待ちしております。
　また、当日より令和２年度入園案内（願書）を配布いたします。

【競技対象児】　１歳児～３歳児
　※０歳児の方にもお土産がございます。

【競 技 時 間】　10時20分予定
　※時間は多少前後いたします。お早めにお越しください。
　　10時15分までに受付をお願いいたします。

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

ひよ子ルーム
【日　時】　９月５日（木）　10時～11時
※お電話での事前申込みが必要です。
ひよ子保育園かみみね
☎52－21８６　担当：古賀、指山

　７月、８月と暑い夏が続き体調は崩されていませ
んか。暑くても元気いっぱいの子どもたち。来月の
運動会に向けて練習も少しずつ始まりました。頑
張っています。
　今月は室内での活動（製作、触れ合い遊びなど）、また天候次第で外
遊びを予定しています。動きやすい服装、帽子、水筒をご持参ください。

☆プール遊び楽しんでいます☆
　天気の良い日は、
はしゃぎながらプー
ル遊びを楽しんでい
ます。みんなとって
も気持ち良さそうで
す。顔に水がかかっ
ても平気なお友だち
が増えてきました。

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/

※ 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

９月　生き生き子育て応援します
　秋になるとあちこちで運動会が開催されます。子どもたちがのびのびと
身体を動かし、競争したりお遊戯をしたりする姿に、ご家族の皆さんも精
一杯の声援を送られることと思います。ひかりこども園の家族大うんどう
かいも今年で5７回目！ぜひ、みなさんでお越しください！

園庭開放（おでかけ広場）
　【日　時】　９月６、20、2７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。

〈第57回　家族大うんどうかいのご案内〉
　【月　日】　９月14日（土）　【場　所】　すぱーく上峰
　★未就園児競技『ちっちゃなお客様』10時30分頃～
　　ご希望の方は、９月６日（金）までにご連絡ください。

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

▲上峰町民プールを利用しました。
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上峰インフォメーション

９月　エコライフ講座
【内　容】　傘布でエコバッグ作り
【場　所】　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　　　　　　和室
【日　時】　９月15日（日）　10時～12時
【材料費】　300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】　９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！！

特定保健指導研修受講者募集
　特定健診後の特定保健指導に従事するため研修会
が開催されます。
【研修コース】
・基礎研修コース①（初任者対象）
　 10月20日（日）・2７日（日）
・ 基礎研修コース② （経験者対象）　11月10日（日）
・ 指導力向上研修コース　Ａコース　12月８日（日）
　　　　　　　　　　　　Ｂコース　３月８日（日）
【定　　員】　各コース50名
【対　　象】　医師、保健師、管理栄養士、看護師
【会　　場】　佐賀メディカルセンタービル
【受 講 料】　無料
【申込期間】
　基礎研修 コース①　９月13日（金）～10月７日（月）
　　　　　コース②　10月３日（木）～10月28日（月）
　指導力向上研修
　　Ａコース　11月１日（金）～11月21日（木）
　　Ｂコース　 ２月３日（月）～ ２月2７日（木）
【申込方法】　 郵送、FAX又はＥメールにて受講申

込書を送付。受講申込書は、財団Ｈ
Ｐからダウンロードできます。

　佐賀県健康づくり財団　☎３7－３３０1

おしらせ

上峰町老人クラブだより
　老人クラブ主催のグラウンド・ゴルフ大会を、上
峰町グラウンド・ゴルフ協会の協力で、９月19日
（木）に上峰町中央公園で開催します。（当日荒天
で中止の場合、10月９日（水）となります。）
　９時受付で、９時30分開会、競
技開始は、９時40分からです。
　８ホールの２ラウンド、16ホー
ルで楽しんでいただきます。
　上位５位までの方は、10月29日
（火）佐賀市で開催されます、県老
連大会に出場していただきます。

♪９月、１０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】　９月13日、10月25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

戦没者遺児による慰霊友好親善事業 
の参加者募集

　日本遺族会は、 「戦没者遺児による慰霊友好親善
事業」の参加者を募集しています。
　同事業は、厚生労働省から補助を受け実施してお
り、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象
として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を
行うとともに、同地域の住民と友好親善をはかるこ
とを目的としています。
　費用は、参加費として10万円。
　平成30年度参加者を除き、複数回の応募をする
ことができます。付添者可能（条件あり）
　参加者の高齢化を考慮し、看護師が同行。
日本遺族会事務局　☎０３－３2６1－5521
各都道府県遺族会

【実施地域】　

おしらせ

（広域地域）
①西部ニューギニア、②ソロモン諸島、
③東部ニューギニア、④トラック ・ パラオ諸島、
⑤ボルネオ・マレー半島、⑥フィリピン(１次）、
⑦マリアナ諸島、⑧ミャンマー、⑨台湾・バシー海峡、
⑩ビスマーク諸島、⑪マーシャル・ギルバート諸島、
⑫フィリピン(２次）、⑬中国

（特定地域）
①西部ニューギニア、②東部ニューギニア、③ミャンマー
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上峰インフォメーション

第１期 男の介護塾（第１回）開催
　突然始まったご家族のお世話（介助や家事）にお
困りではありませんか。同じようにお悩みの男性は
たくさんいます。男同士で一緒に勉強などをするこ
とで情報を共有し、日々の介護に役立ててみません
か。
【対　　象】　ご家族を介護されている男性
【開催日程】　９月28日（土）
　　　　　　　10時～12時30分（９時45分受付開始）
【開催場所】　 鳥栖地区広域市町村圏組合（鳥栖三

養基消防本部の南側）の会議室
【参 加 費】　無料
【募集定員】　10名程度
【内　　容】　ミニ講座、グループ活動、情報交換会
【講　　師】　西九州大学リハビリテーション学部
　　　　　　　藤原和彦先生
【参加方法】　 ９月2７日（金）16時までに電話ま

たはメールで「氏名・年齢・日中の
連絡先」をご連絡ください。

鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険課
地域支援係　鳥栖市本町３丁目14９4番地１
（担当：福地、関、�西山）☎０９42－８1－３111
死chiikishien@ktarn.or.jp

講座・イベント
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　９月７日（土）
　　　　　　11時30分～15時
【メニュー】　豚丼、他（サラダ・フルーツ）
【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
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。

要約筆記者養成講座　受講生募集
音声を文字にする通訳者養成講座

　難聴の方や人生の途中に病気やストレス、事故な
どが原因で聞こえにくくなった方は、手話でコミュ
ニケーションがとれるとは限りません。要約筆記で
の情報支援が必要です。
　また加齢が原因で聞こえにくい方にも文字情報が
あると内容が分かりやすくなります。
【受 講 料】　無料
【日　　程】　９月19日～2020年２月2７日
　　　　　　　毎週木曜日
　　　　　　　10時～15時（全21回）
【場　　所】　みやき町中原庁舎
【募集人員】　10名
【締 切 日】　９月12日（木）
【受講資格】　 受講後、要約筆記者として活動でき

る方、ノートパソコン（Win７以上）
を持参できる方

【そ の 他】　 テキスト代3,600円はご負担ください
佐賀県聴覚障害者サポートセンター
佐賀市白山２丁目１－12　佐賀商工ビル４階
☎4０－77００　思4０－77０5
http://www.saga-mimisapo.jp

講座・イベント
自立支援訪問型サービス従事者研修

　鳥栖地区広域市町村圏組合は、自立支援訪問型
サービス従事者研修を実施します。
　この研修の修了者は、特別な資格がなくても、鳥
栖市・基山町・みやき町・上峰町（１市３町）のい
ずれかの地域において、高齢者に対する生活援助（掃
除や買物、洗濯、調理など）の仕事に携わることが
できます。
【実 施 日】　10月16日・23日・30日
　　　　　　　（いずれも水曜日）
　　　　　　　【9時30分～1７時30分】
【実施場所】　サンメッセ鳥栖　３階大会議室
【受 講 料】　1,500円
【主　　催】　鳥栖地区広域市町村圏組合
株式会社ニチイ学館　佐賀支店
☎22－5０６８

おしらせ
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固定電話が使えなくなる？ 
IP網への移行に便乗した勧誘に注意

　大手電話会社の子会社を名乗る事業者から、
「2020年以降アナログ回線が廃止される。今の電
話が使えなくなるので光回線に切り替えないか」と
電話がきた。不審に思い断ったが、この会社の言っ
ていることは本当なのか。 （７0歳代 女性）
 ひとこと助言 
・ NTT東日本とNTT西日本（以下、NTT東西）は

2024年以降、固定電話のIP網への移行に伴い電
話会社内の設備の切り替えを予定しています。
・ この設備切替に便乗し、固定電話や固定電話の番

号が使えなくなる、といった勧誘文句で営業をす
る業者に注意しましょう。
・ IP網への移行後も現在使用中の電話機や電話番

号はそのまま使うことができます。設備切替に伴
う手続きや工事も不要です。
・ よく分からなければその場で返事はせず、家族や

周囲の人に相談しましょう。
◦ 不審に思ったら、お早めにお住まいの自治体の消
費生活センター等（消費者ホットライン188）、
もしくはNTT東西の固定電話のIP網への移行に
関する問い合わせ先へご相談ください。

　NTT東日本　☎0120−815−511
　NTT西日本　☎0120−190−022
　【受付時間】　 ９時から1７時まで（12月29日か

ら１月３日までを除く）
 （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1
い

8
や

8
や

◦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。

総務課　総務係　☎52－21８1

おしらせ
LGBTに関する相談

　LGBTとは、Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、
Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセク
シュアル、両性愛者）、Transgender（トランスジェ
ンダー、性別越境者）の頭文字をとった単語で、セ
クシュアル・マイノリティ（性的少数者）の総称の
ひとつです。
　また、Sexual Or ientat ion (性的指向) と 
Gender Identity (性自認) の頭文字をとった 
「SOGI」との表現もあります。
　性的指向とは、どのような性別の人を好きになる
か、ということであり、性自認 (性の自己認識)とは、
自分の性をどのように認識しているのか、というこ
とです。

※ 性的少数者(セクシュアルマイノリティ)には、
LGBT以外にも、男女どちらにも恋愛感情を抱か
ない人や、自分自身の性を決められない・分から
ない人など、さまざまな人々がいます。

　多様な性に関する悩みについて、臨床心理士が相
談を受け付けています。
相談専用ダイヤル：☎０9０－１926－8３３9
毎月第２日曜日、第４水曜日　１4時～１6時

佐賀県DV総合対策センター（アバンセ内）
〒８4０－０８15　佐賀県佐賀市天神三丁目2－11
☎2８－14９2

おしらせ

性的指向
（Sexual�Orientation）

性自認
（Gender�Identity）

Lesbian　レズビアン
Gay　ゲイ
Bisexual　バイセクシュアル

Transgender
トランスジェンダー

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。
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

防衛大学校学生
（推薦）

高卒（見込含）21歳未満の、
成績優秀者等、学校長が推薦　

できる男女

９月５日～
９月９日 ９月28・29日 防衛大学校

防衛大学校学生
（一般） 高卒（見込含）21歳未満の男女 ９月５日～

９月30日
１次：11月９・10日
２次：12月10～14日（いずれか１日）

１次：佐賀県駅北館
２次： １次試験合格時に
　　　お知らせします。

防衛医科大学校
（医学科学生） 高卒（見込含）21歳未満の男女 ９月５日～

９月30日
１次：10月26・2７日
２次：12月11～13日（いずれか１日）

１次：佐賀大学
２次： １次試験合格時に
　　　お知らせします。

防衛医科大学校
（看護学科学生） 高卒（見込含）21歳未満の男女 ９月５日～

９月30日
１次：10月19日（土）
２次：１次試験合格時にお知らせします。

１次：目達原駐屯地
２次： １次試験合格時に
　　　お知らせします。
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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

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】　９月2７日（金）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

９月の人権・行政相談
【日　時】　９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

９月の消費生活相談
【日　時】　９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

上峰町防災士会　執筆　林　眞敏

危険物取扱者試験準備講習会
【日　　時】　10月25日（金）・26日（土）
　　　　　　　９時～16時（２日間）
【場　　所】　鳥栖・三養基地区消防本部３階
【受 講 料】　5,000円
【申込期間】　 ９月1７日（火）～10月24日（木）まで
鳥栖・三養基地区危険物安全協会
☎０９42－８３－３1８1

おしらせ

危険物取扱者試験
【試 験 日】　11月24日（日）
　　　　　　　・ 時間は試験の種類によって異なり

ます。
【場　　所】　 佐賀大学　本庄キャンパス（佐賀市）
【申込期間】　 ９月1７日（火）～９月2７日（金）まで
消防試験研究センター佐賀県支部
☎22－5６０2

試験・資格

貴方と家族の風水害への備えは！

自分と家族のための避難
の基準を持ちましょう！

家族で防災会議をしよう

ハザードマップを分析しよう。
知ろう、水の深さの危険性を！
○自分の住んでいる地域の、特性は何か。
○避難経路とハザードマップの整合を！

非常持出品の置き場所は！
「非常持出品」と「非常備蓄品」の分別を忘れずに！
○家族全員で置き場所を決めましょう
○中身の賞味期限も忘れずに

非常時の役割分担は！
○家族一人一人の役割は！
○誰が何を持ち出すのかも！
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