
上峰インフォメーション

ひよ子ルーム
【日　時】　８月２日（金）　10時～11時
※お電話での事前申込みが必要です。

問ひよ子保育園かみみね
　☎５２－２１86　担当：古賀、指山
　毎日暑い日が続いていますが、子ども達は元気に
遊んでいます。
　８月は園のプールで水遊びを楽しみたいと思いま
す。（水着・タオルをご持参ください）
＊雨天時はお部屋の中での活動を予定しています。

☆ブルーベリー狩りに行きました☆
　年長のそらぐみさんが、みやき町の原種苗園へブ
ルーベリー狩りに行きました。たくさんのブルーベ
リーにみんなとっても喜んでいました。一つ一つ丁
寧に袋いっぱい
に採っていまし
た。その場でも
たくさん食べて
みんな満足そう
でした。

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

８月　生き生き子育て応援します
“旬”を〈感じる〉

　先月とうもろこしの皮むきに挑戦した園児たち。夏に旬を迎える野菜に
ついて学んだところ、『“旬”ってなあに？』とのこと。スーパーでは、季
節に関わらず、様々な野菜が並んでいます。美しい四季が自慢の日本に住
んでいても、四季を味わうことが難しくなっているのかもしれません。毎
日暑いこの夏も、四季があるから〈感じられる〉。秋はいつからかな～？

園庭開放（おでかけ広場）
　【日　時】　８月23、30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
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〈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。

認定こども園 
かみみね幼稚園こども園

～園庭開放～
【日　時】　８月29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
◎�気温が上昇したり、天候不良の場合は、屋内のスペースを
ご案内致します。
◎�事前のお申込みは必要ありませんが、ご来園の際に事務所
に声をかけてください。
◎�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～
【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。

問認定こども園　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

８月は、「わくわくひろば」
はお休みです。
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ひとり親のための在宅就業に向けた 
「パソコン講座」受講生募集

【対　　象】　�県内在住のひとり親家庭（母子家庭・
父子家庭）の親

【期　　間】　９月20日（金）～11月22日（金）
　　　　　　　※土日祝祭日は休講（42日間）
【時　　間】　�午前（９時～12時）
　　　　　　　午後（13時～16時）
【訓練内容】　�Word／Excel、パソコン・インター

ネット基礎、ビジネスマナーなど
　　　　　　　�詳しくはホームページhttp://www.

ict-wsc.orgでご確認ください。
【場　　所】　�ひとり親ＩＣＴ就業支援センター内

研修室（佐賀市白山２丁目５番19号）
【募集人員】　各コース10名
【受 講 料】　無料（研修テキストは貸出）
【申込方法】　�郵送（ホームページから申込用紙を

ダウンロードしてください）
【申込期限】　８月26日（月）必着

⃝申問特定非営利活動法人
　　ひとり親ＩＣＴ就業支援センター
　　☎２6－３９００　
　　※�佐賀県「ひとり親家庭等在宅就業推進事業」

の委託により実施します。

講座・イベント
佐賀東部水道企業団職員採用試験

【試 験 日】　９月22日（日）
　　　　　　　一次試験（県立佐賀工業高校予定）
【試験区分】　土木（高卒程度）
　　　　　　　電気（高卒程度）
【採用予定人員】　土木（高卒程度）　３名
　　　　　　　　　電気（高卒程度）　１名
【申込受付期間】
　�７月16日（火）～８月16日（金）
　（土、日、祝日を除く）
【受験資格】
　�平成４年４月２日から平成14年４月１日までに
生まれた方
【申込書等の請求】
　�申込書及び試験案内は、企業団で交付します。
　�郵便で請求する場合は、封筒の表に「採用試験申
込書請求」と朱書し、必ず120円切手を貼った宛
先明記の返信用封筒（角２号：Ａ４サイズの用紙
が入る大きさ）を同封してください。
⃝申問〒8４９－０９１４　
　　佐賀県佐賀市兵庫町大字西渕１９6０－４
　　佐賀東部水道企業団　総務課　庶務係
　　☎３０－6１５１

試験・資格

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・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）

航空：18歳以上21歳未満の男女
海上：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：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

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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令和元年度鳥栖・三養基地区消防事務組合　消防職員採用試験案内
試験・資格

【公務員試験に向けた準備が必要のない試験です。】

【職務内容】　消防行政全般（深夜勤務を含む。）
【受験資格】

【採用予定人員】　４名程度
【１次試験】　９月22日（日）　
　　　　　　　（筆記試験・体力試験・適性検査）
【２次試験】　10月27日（日）
　　　　　　　（作文試験・面接試験・適性検査）
【３次試験】　11月
【試験会場】　鳥栖・三養基地区消防事務組合
　　　　　　　消防本部

　　　　　　　※試験会場に車の乗入れはできません。
【受付期間】　８月９日（金）～８月23日（金）
　　　　　　　８時30分～17時15分
　　　　　　　※土・日曜日、祝日は除く。
　　　　　　　郵送による場合は、８月23日（金）
　　　　　　　消印有効
【申込書の請求】
　・�本組合総務課、西消防署及び基山分署並びに鳥栖
市役所及び三養基郡内の各役場で配布します。

　・�郵便で請求する場合は、封筒の表に『採用試験申
込書請求』と朱書きし、必ず120円切手を貼った
宛名明記の返信用封筒（A4サイズの入る大きさ）
を同封し、消防本部　総務課　総務係へ

　・�インターネットでダウンロードする場合は、本組
合ホームページから申込書等様式をダウンロード
できます。

⃝申問鳥栖・三養基地区消防事務組合
　　総務課　総務係
　　〒8４１－００３７　鳥栖市本町３丁目１４88番地１
　　☎０９４２－8３－７９９４

試験区分 年　　　　　齢 受　験　資　格

消防Ａ
平成２年４月２日から
平成1０年４月１日まで
に生まれた者

大学卒業者
（大学卒業見込み
の者を含む。）

消防Ｂ
平成２年４月２日から
平成1４年４月１日まで
に生まれた者

高校卒業者
（高校卒業見込み
の者を含む。）

消防Ｃ
平成２年４月２日から
平成12年４月１日まで
に生まれた者

救急救命士免許
取得者

「無料点検」に応じたら…　高額な排水管工事勧誘
おしらせ

　「無料で排水管の点検をする」と業者が訪ねてきた。
無料なら、と思い見てもらったところ「工事が必要」
と、排水管の一部が割れている写真を見せられたため、
工事契約を結んだ。工事当日、開始後しばらくして、
「水漏れしていて隣の家まで
水が行っている。先に別の工
事をしないと大変だ」と言わ
れた。工事費が合計で70万
円と高額になったので迷って
いると、「特別に50万円に
する」と値引きを示され、隣
の家に迷惑がかかるのは困る
と思い、契約してしまった。
� （60歳代��男性）

 ひとこと助言 
・�「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に消費
者の不安をあおり、工事などの契約を結ばせる手口
です。一度契約すると次々に別の契約を迫られる
ケースもあります。安易に業者を家に入れないよう
にしましょう。

・�「特別に値引きする」などと言われても、その場で
契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しま
しょう。必要ない場合は、きっぱり断ることが大切
です。

◦�契約後や工事完了後でも、クーリング・オフや契約
の取り消し等ができる場合があります。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。
� （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。

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

22
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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

WEB  

有
料
広
告

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！！

⃝申問�西消防署　救急係
　　☎8９－３０５０
【定期開催日時】
　８月９日（金）　９時～12時
　（申込期間�７月14日～８月２日）
【受講料】無料� 　受講後に修了証を交付します。

おしらせ

全国一斉 
「子どもの人権110番」強化週間

【実施期間】　�８月29日（木）から９月４日（水）
までの７日間

【受付時間】　８時30分から19時まで
　　　　　　　�ただし、８月31日（土）、９月１日

（日）は10時から17時まで
【電話番号】　☎0120−0

ぜろぜろななのひゃくとおばん

07−110
　　　　　　　（フリーダイヤル）
【相談担当者】　法務局職員、人権擁護委員
※�いじめ・虐待など、子どもの人権に関わる悩みご
と、心配ごとなどの相談に応じます。相談内容に
ついての秘密は固く守られますので、ひとりで悩
まず、お気軽にご相談ください。

おしらせ

上級救命講習開催
　９月９日は「救急の日」です。この日を含む１週
間、今年は９月８日から14日までを「救急医療週間」
とし、９月８日（日）に上級救命講習を開催します。
【開催日時】　９月８日（日）９時から18時まで
　　　　　　　（昼食時間含む）
【場　　所】　鳥栖・三養基地区消防本部
　　　　　　　３階大会議室
【募集人員】　30名程度（先着順）
【受付期間】　８月13日（火）から
　　　　　　　８月30日（金）まで
　　　　　　　（�管内居住若しくは管内事業所にお

勤めの方に限ります）
【受 講 料】　�無料（筆記試験及び実技試験合格者

には、上級救命講習修了証を交付し
ます）

【備　　考】　�当日は筆記用具、昼食を持参し、動
きやすい服装で受講してください。

　　　　　　　�駐車場に限りがあるため、公共交通
機関や乗り合わせでお越しください。

※�詳しくは、鳥栖・三養基地区消防事務組合ホームペー
ジまたは警防課救急室にお問い合わせください。
⃝申問�消防本部警防課救急室　☎０９４２－8３－７９９５

講座・イベント

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！！

ふれあいコンサート in トス2019
【日　　時】　９月14日（土）
　　　　　　　開演15時
【場　　所】　鳥栖市民文化会館
【主　　催】　陸上自衛隊目達原駐屯地
【共　　催】　東部地区防衛協会、鳥栖市防衛協会
【出演団体等】　�西部方面音楽隊、鳥栖商業高等学校、
　　　　　　　香楠中学校、赤熊太鼓
【入場について】　無料（入場整理券が必要）
　　　　　　　　　�会館入口にて14時から座席券

と交換
※�詳細は目達原駐屯地ホームページにてご参照ください。

問�自衛隊家族会　漆原　☎０９０－３１９8－７66４

講座・イベント
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危険物取扱者保安講習会
【日　時】　�９月20日(金)・９月25日(水)
　　　　　　�両日共、13時30分から16時30分まで
　　　　　　※受付は13時からです。
【場　所】　サンメッセ鳥栖
　　　　　　鳥栖市本鳥栖町1819
　　　　　　☎0942−84−2121
【受講申請書】
　鳥栖・三養基地区消防事務組合に用意
　消防本部　予防課危険物係　☎0942−83−7996
　西消防署　予防係　　　　　☎0942−89−3050
　基山分署　予防係　　　　　☎0942−92−7911
【受講料】　4,700円
　　　　　　佐賀県収入証紙にて申請
【受付期間】　８月１日（木）から20日（火）
　　　　　　　８時30分から17時30分まで
　　　　　　　※�持参の場合、８月10日～18日及

び土日は除きます。
【提出先】　佐賀県危険物安全協会
　　　　　　（佐賀県石油協同組合内）
　　　　　　〒840−0843
　　　　　　佐賀市川原町８－27（平和会館１階）�
　　　　　　☎22−7337

講座・イベント
上峰町老人クラブだより

　老人クラブでは、友愛活動の
一環として、毎年恒例、老人週
間に合わせて独り暮らし会員へ
のプレゼントを作成しています。
　今年は、キッチンペーパー立
てです。
　８月７日に、各支部の女性会
員が中央公園管理棟に集合して
作業します。

♪８月、９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】　８月９日、23日、９月13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）
　老人クラブグラウンド・ゴルフ大会は、９月19
日（木）です。詳細は、９月号及び各支部長からの
案内をご覧ください。
　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

家族介護者交流会
　最近笑っていますか？ご家族の介護のことでイラ
イラしていませんか？介護する人は疲れていません
か？同じように悩んでいる人たちがいます。
　コーヒーを飲みながら、おしゃべりしながら、簡
単な勉強や、創作活動を体験してリフレッシュしま
せんか。みなさまのご参加をお待ちしております。
【対　　象】　�認知症の症状があるご家族を介護さ

れている方
【開催日程】　９月から令和２年２月まで
　　　　　　　毎月１回（第２または第３土曜日）
　　　　　　　10時～12時30分
【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
【内　　容】　介護ミニ講座、創作活動、座談会
【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】　事前に電話でお申し込みください
【参 加 費】　100円（お茶・お菓子代等）
【募集定員】　�１回あたり10名程（１回のみの参加も可能）

問�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）
　☎０９４２－8１－３１１１（担当：福地、関、西山）

おしらせ

こどもが好きな方 
「さとおや」になりませんか

　さまざまな事情から家庭で暮らすことのできない
こどもたちがいます。佐賀県にはそういったこども
たちが、約300人います。
〜里親にならなくてもできることがあります〜
　さとおやを知ってください。
　さとおや家庭をあたたかく見守る地域社会を目指
します。

問�洗心和合会　洗心寮
　基山町宮浦8２３－２
　☎０９４２－９２－２8１8
　死 foster-care@wago.or.jp

おしらせ

洗心寮
ホームページ
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テレビの視聴に関するお知らせ
おしらせ

　９月19日（予定）より上峰町の一部地
域において、新しい電波利用開始前の電波
発射試験を実施いたします。電波発射に伴
い、テレビ映像に影響の出る可能性がある
地域に８月以降に右のようなチラシが配布
される場合があります。
　影響が出た場合は一般社団法人
700MHz（メガヘルツ）利用推進協会よ
り委託を受けた対策員が回復作業（※）を
行いますので、コールセンターまで連絡を
お願いいたします。
※回復作業は協会負担にて実施する為、費
用を請求する事は一切ありません。

問�７００ＭＨｚテレビ受信障害対策コール
センター

　☎０１２０－７００－０１２　
　または　☎０５０－３７86－０７００【有料】
　受付時間　9時〜２２時
　（土日・祝日および年末年始を含む）

わかっちゃいるけど!? 
花火による事故を防ぎましょう

 事例１ 　自宅で兄弟３人で花火をしていた。手持
ち花火が終わって下に落ちていたのを触ってしま
い、右手をやけどした。� （当事者：１歳�男児）
 事例２ 　キャンプで花火をしてい
た。他の子どもが花火を振り回して
いて、それが左手に飛んできた。す
ぐに洗って、冷やしたが、左手の甲
をやけどした。�（当事者：７歳�女児）
【ひとことアドバイス】
・�夏の花火は楽しいものですが、例年、子どものや
けど事故が起きています。
・�花火は火薬や火を使うものです。花火をする際は
子どもだけで遊ばせず、保護者など大人が必ず付
き添いましょう。
・�子どもの行動をよく見て、花火を振り回したり、
人に向けたりするなどの危険な行為はやめさせま
しょう。
・�サンダルなどの肌の露出が多い靴、火が移りやす
い素材や形の服を避けることも大切です。
・�本体やパッケージなどに記載されている注意事項
を必ず守りましょう。
� （発行：独立行政法人国民生活センター）

おしらせ
「有明海クリーンアップ作戦2019」

　有明海は、さまざまな生物が生息する自然の宝庫。
その環境を守るため、有明海沿岸４県（佐賀・福岡・
長崎・熊本）の県民と漁業者が行う海岸清掃にあな
たも参加してみませんか。
【日　時】　８月17日（土）
　　　　　　７時45分から
　　　　　　＊�荒天の場合は、８月18日（日）に

順延します。
【場　所】　東与賀海岸（干潟よか公園集合）
　　　　　　＊参加者には、記念品があります。

問�佐賀県水産課　☎２５－７１４４

おしらせ

（チラシみほん）

みほん
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線路内

近接工事

概ね８m 概ね８m

近接工事

第２回全国瞬時警報システム（Jアラート）の全国一斉情報伝達訓練の実施について
おしらせ

『鉄道近接工事』にご注意ください！！
おしらせ

　日頃より、当町の防災行政に御協力をいただきまして、
ありがとうございます。
　標題のとおり、当町は８月28日（水）に下記のとお
り訓練を実施いたします。
　当日は、防災行政無線から訓練報が放送されますので、
御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

【訓練日時】
　８月28日（水）　午前11時頃
【放送内容】
　「上り４音チャイム
　　これは、Ｊアラートのテストです。（×３回）
　　こちらは、防災上峰町役場です。
　　下り４音チャイム」

問総務課　総務係　☎５２－２１8１　（担当：片山）

　鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線事故や感
電事故等、大惨事を引き起こす可能性があります。
　建物の建設・解体や、庭木や山林の木の伐採等、線
路に近接した作業を行う場合は、JR九州へご相談く
ださい。
　線路と近接して樹木をお持ちの方は、線路側に倒れ
ないように管理をお願いします。

※�作業内容や環境条件、使用重機によっては８ｍ以上
の場合でも近接工事の適用となる場合があります。

【連絡先】
　■長崎本線…☎23−2939（JR九州佐賀鉄道部）
　■詳しくはJR九州ホームページをご覧ください。

　
安全へのお願い　JR九州 検索

26



上峰インフォメーション

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】　毎月１回　８月24日（土）
　　　　　　①11時30分～15時　②18時～21時
　　　　　　※�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】　８月23日（金）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

８月の人権・行政相談
【日　時】　８月21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

８月の消費生活相談
【日　時】　８月13日（火）、27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（６月支払分）
区　分 件　数 支出額（円）
祝　儀 0 0
会費等 0 0

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

防災コラム
緊急時の避難について

避難が遅れた場合、最悪を免れる
ため！！　家屋２階等の活用を！

人間心理

災害は、決して甘くみないように！
上峰町防災士会　執筆　林　眞敏

ゲリラ豪雨に対応しよう！ゲリラ豪雨に対応しよう！

８月に入ってから今年も、重大な
水被害の発生が予想されます。
自分の住んでいる地域の特性を
よく認識して行動しましょう。

避難しないで済むなら、このまま
居たい、と勝手に思うが、しかし

実体は！避難の必要性あり！！
『行動する勇気を！』

自分だけは大丈夫はダメ。
自分と家族の命の大切さを学ぼう。
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