
上峰インフォメーション

� �幼保連携型認定こども園 
� �ひかりこども園こども園

４月　生き生き子育て応援します
はじめまして、こんにちは！

　子育て真っ最中のお父さんやお母さん、そしてもうすぐママになるマタ
ニティママさん。こども園ってどんなところかな？子どもってどんな風に
成長していくのかな？ひかりこども園のおでかけ広場へぜひお越しくださ
い！明るい日差しの下、心も体もきっとリフレッシュできると思いますよ。

園庭開放（おでかけ広場）
　【日　時】　４月12日、19日、26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

ひよ子ルーム開設
【日　時】　４月23日（火）　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。

☆新しい出会い☆
　ひよ子保育園を卒園されたそら組さん、ご入学お
めでとうございます。
　保育園では跳び箱、体操、楽器演奏など、いろい
ろなことに挑戦しましたね。みんなが諦めずに頑
張った姿は、私たち保育者にたくさんの感動を与え
てくれました。小学校では、新しい友だちを作って、
勉強、スポーツなど頑張ってくださいね。

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 
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】　４月25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
◎ 園内にもあそびスペースがございます。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お受け致

しますので、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。

４月は、“わくわくひろば”（未就園児教室）はお休みです。
園庭開放は４月から計画しております。
ホームページに年間スケジュールを掲載しておりますの
でご活用ください。

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

 お知らせ 
当園では病後児保育、一時預かり保育を行っております。当園の在
園児以外のお子様もご利用できます。詳細はお問い合わせください。
どちらも予約が必要です。お電話もしくはご来園し申込んでください。
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４月　エコライフ講座
【内　容】　 着物の端切れでポーチ作り
【場　所】　 鳥栖・三養基西部
　　　　　　リサイクルプラザ和室
【日　時】　４月21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】　４月12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�!

上峰町老人クラブだより
　お雛様の「さげもん」です。
　文化部小物づくり部の皆さんの心のこもった作品です。
来年のお雛様シーズンにも老人クラブのミーティング
ルームに展示の予定です。
　皆様、どうぞお楽しみに！

　老人クラブに加入して、仲間つくり、健康つくり、地
域つくりなど楽しく活動しましょう

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

タクシーでPR 
『住宅用火災警報器』

　鳥栖・三養基地区消防事務組合では住宅火災によ
る被害軽減のため、住宅用火災警報器の普及啓発ス
テッカーを作成しました。
　平成31年春季全国火災予防運動にあわせて、鳥
栖市のスマイルタクシー（株式会社鳥栖構内タク
シー）にご協力いただき、住宅用火災警報器の重要
性について、タクシーの車内から情報を発信します。
　住宅や家族を火災から守るため、多くの人の目に
触れ、設置や取り替えについてＰＲすることが目的
です。
　この普及啓発活動にご協力いただける事業所等が
ありましたら、消防本部予防課査察指導室（☎094
2−83−7996）までご連絡ください。

問鳥栖・三養基地区消防本部�予防課�査察指導室
　☎09４2－8３－７996

おしらせ

４月５日から４月14日までは、 
新入学児童・園児を守る交通安全旬間です！

　４月５日（金）～４月14日（日）までの10日間、
初めて通学路を利用する新入学児童・園児に正しい
交通ルールを身に付けてもらい、広く県民に「新入
学児童・園児を守る」という交通安全意識を高揚さ
せ、県民総ぐるみで新入学児童・園児の交通事故防
止を図ることを目的として、実施されます。
◆歩道を歩きましょう。
◆ 歩道がなく、道路を歩くときは、右の端を歩きま

しょう。
◆ 道路を渡るときは、ちょっと止まって、右・左・

右、手を上げて車が止まったら渡りましょう。
◆ 信号は、青のときだけ渡りましょう。

おしらせ

横断歩道は、
歩行者優先だよ♪

佐賀県交通安全キャラクター
「マニャー」 （縦5㎝×横１0㎝）
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危険物取り扱い者試験について
試験・資格

○「危険物取扱者試験の実施に関する案内」
　【試験日】　５月26日（日）
　　　　　　　※時間は試験種類によって異なります
　【場　所】　佐賀大学　本庄キャンパス
　　　　　　　（佐賀市本庄町１番地）
　【受付期間】
　　（書面申請）４月１日（月）～４月12日（金）
　　（電子申請）３月29日（金）～４月９日（火）
　【受験願書】
　　鳥栖・三養基地区消防事務組合に用意しています
　　　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
　【提出先】　一般財団法人　消防試験研究センター
　　　　　　　佐賀県支部　☎22－5602
　　　　　　　〒840－0826
　　　　　　　佐賀市白山二丁目１番12号
　　　　　　　佐賀商工ビル４階

○「危険物取扱者試験準備講習会開催のお知らせ」
　【日　時】　５月17日（金）・18日（土）
　　　　　　　９時～16時
　　　　　　　※２日間とも
　【場　所】　鳥栖・三養基地区消防本部３階　
　　　　　　　☎0942－83－7996
　　　　　　　（鳥栖市本町三丁目1488番地１）
　【種　類】　乙種第４類
　【受講料】　5,000円（２日間分）
　　　　　　　※テキストも販売しております
　【受付期間】
　　４月１日（月）～５月16日（木）

⃝申問�鳥栖・三養基地区危険物安全協会
　　（消防本部２階予防課内）
　　☎09４2－8３－３１8１

陸海空自衛官募集案内

資料のご請求及びお問い合わせにつきましては、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

幹部候補生
（一般）

22歳以上26歳未満の者
（大卒（見込み含む）、

修士課程修了者）

３月１日

～

５月１日

１次：５月11日、12日
２次：６月11日～14日

受付時に
お知らせします

一般曹候補生
18歳以上33歳未満の男女

※2020年３月高校卒業予定者は、
2019年９月以降に行います。

３月１日

～

５月１日

１次：５月26日
２次：６月27日～７月２日

（いずれか１日を指定されます）

受付時に
お知らせします

予備自衛官補
（一般）

18歳以上34歳未満の者

１月７日

～

４月12日

４月20日（土）～24日（水）
（いずれか１日を指定されます）

目達原駐屯地

予備自衛官補
（技能）

18歳以上で国家免許資格等を
有する者

（資格により53歳未満～
55歳未満の者）

受付時に
お知らせします

自衛官候補生
（男子）

18歳以上33歳未満の男女
※2020年３月高校卒業予定者は、

2019年９月以降に行います。
随時受付中 年間を通じて行っています 目達原駐屯地
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小学生〜高校生のための夏休み海外研修交流事業　参加者募集
おしらせ

「情報商材」のトラブルにご注意ください！！
おしらせ

　公益財団法人・国際青少年研修協会では、９コース
の参加者を募集しています。体験を通して、お互いの
理解や交流を深め、国際性を養うことを目的に実施し
ます。おひとりでご参加になる方が７割以上、はじめ
て海外へ行かれる方が多く、全国から参加するお友達
との出会いも楽しみのひとつです。仲間づくりの指導
もございますので、安心してご参加いただけます。
【内　容】　 ホームステイ・ボランティア・文化交流・

学校体験・英語研修・地域見学・野外活
動など

【研修先】　イギリス・オーストラリア・カナダ・
　　　　　　シンガポール・フィジー
【日　程】　７月26日（金）～８月20日（火）
　　　　　　８～18日間　＊コースにより異なる
【対　象】　小３～高３の方まで
　　　　　　＊コースにより異なる
【説明会】　全国10都市、５月
　　　　　　＊入場無料・予約不要
【参加費】　36～65万円
【締　切】　５月24日（金）および  ６月７日（金）
　　　　　　＊コースにより異なる

【問い合わせ・資料請求】
　公益財団法人　国際青少年研修協会
　住所　〒１４１－00３１　東京都品川区西五反田７－１5－４
　☎0３－6４１７－9７2１　思0３－6４１７－9７2４
　死 info@kskk.or.jp　URL��http://www.kskk.or.jp

　「老若男女誰でもすぐ収入が得られる」というメー
ルマガジンを見つけ、約30万円で情報商材とソフト
ウエアを購入したが、ソフトウエアが起動せず、収入
が得られない。苦情を伝えると月収１千万円を得られ
るという上位のコースを勧められた。「必ずフォロー
する」「代金50万円を半額
にする」と強引に誘われ、
断り切れず契約したが、そ
の後連絡はなく、全くフォ
ローもない。
 （60歳代　女性）

 ひとこと助言 
・ 副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と

称してインターネット等で販売されている情報のこ
とを「情報商材」と言います。
・ 広告等をきっかけに、簡単に収入が得られると信じ

て契約したものの、広告や説明と違って収入が得ら
れないという相談が多数寄せられています。情報商
材をきっかけにソフトウエアやコンサルティング等
を契約させられるケースもあるので注意が必要です。

・ 簡単に高額収入を得られることはありません。寄せ
られた相談をみると、実際にはあまり価値のない情
報が高額で販売されていますが、契約前に内容を確
かめることが出来ないので、安易に信用して事業者
に連絡しないでください。
◦ 不安に思ったときは、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
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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】　４月25日（木）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

４月の人権・行政相談
【日　時】　４月17日（水）　９時～12時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

４月の消費生活相談
【日　時】　４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（２月支払分）
区　分 件　数 支出額（円）
祝　儀 0 0
会費等 3 22,000

賛助・協賛等 0 0
賞品・記念品等 0 0
慶　弔 0 0
合　計 3 22,000

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】　４月６日（土）　毎月１回　第１土曜日
　　　　　　11時30分～15時
【メニュー】
　自分で作って食べるサンドイッチ、
　シチュー、サラダ、フルーツ
【場　所】　上峰町堤1651−269
　　　　　　喫茶和み　☎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

地震への対応

まずは、耐震性の確認を！

我が家は
大丈夫ですか！

築年 ＋ 建築基準 のチェックを ！

家の耐震性と避難方針を

気になるのは大きな地震。まずは我が家の地震に
対する強さ、「耐震性」を知るため、建築確認を受
けた年の確認を！

我が家の建物自体をチェック

我が家の避難方針を考えておきましょう

地震に対して弱い建物と判断すれば「小さな揺れでも避難」
自分が住んでいる家の築年をまず確認
避難方針を決める

※ 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。
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