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ひよ子ルーム
【日　時】　１月1６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

　寒さが身に染みる今日この頃、外に出ると手が冷えま
すが、保育園の子どもたちは元気いっぱいです。体調を
崩さずに過ごしていきたいですね。
　今月は鬼のお面の製作をしたいと思います。インフル
エンザが流行する時期の為日程や活動内容が変更になる
場合がありますので、必ず事前に連絡をお願いします。

☆ヤクルト工場見学に行きました☆
　うみぐみ・そらぐみさんがヤクルト工場の見
学に行ってきました。商品ができている工程を
見たり話をきいたりしました。初めての見学に
みんな大喜びでしたよ。

保育園

※令和２年４月より認定子ども園へ移行します。
※ 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/

認定こども園 
かみみね幼稚園こども園

～園庭開放～
【日　時】　１月23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
◎ 天候にかかわらずご利用いただけます。
◎ 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♪♪
★ 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】　つくって遊ぼう！
【日　時】　１月15日（水）　10時～11時
【受付開始日】　１月８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。

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

　10月に整備中でした園庭が完成
致しました！！
　小高い山の上のアスレチックすべ
り台、広い砂場、流れる水。子ども
の達の遊びも広がっています。どう
ぞご利用ください。

� �幼保連携型認定こども園 
� �ひかりこども園こども園

園庭開放
【日　時】　１月17、31日　10時～11時
　　　　　　お天気のよい金曜日
　　　　　　※今月のＨＩＫＡＲＩ terraceはお休みです。

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

１月　生き生き子育て応援
　令和になって初めての新年を迎えます。十二支でいうと子
（ねずみ）年。新しいサイクルの始まりの年でもあり、未来
への期待を感じさせるものだそうです。2020年がみなさん
にとっても良い１年でありますように。

▲�佐賀女子高校の学生さんが来園し演劇を披露してくれました。
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太鼓が新しくなりました
　平成31年度コミュニティ助成事業を活用して、
上峰太鼓が新しい太鼓を購入しました。
　上峰太鼓は、平成10年より結成され、町民文化
祭やかみちゃりグランプリなどの様々なイベントに
参加し、地域活性化の一助となるべく活動を行って
おります。また、福祉施設の慰問、ボランティア活
動にも積極的に取り組んでおります。
　今回、新たに大太鼓などを購入したことにより、
メンバーの士気も上がり、イベントでの盛り上がり
がますます期待されます。
　コミュニティ助成事業とは、宝くじの社会貢献広
報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に地域
活動を支援するものです。コミュニティ活動の備品
の整備や地域文化への支援など多方面に活用されて
います。

おしらせ

緊急時 安心届ける １１０番 
〜警察相談　かけて安心　＃９１１０〜

　警察では、毎年１月10日を「110番の日」と定め、
110番通報の正しい利用、活用について、皆様に、
ご理解とご協力をお願いしています。

【１１0番する時は？ ＝ためらわずに！＝】
・泥棒、ちかん、ひったくりなどの被害に遭ったとき。
・倒れている人を見たとき。
・交通事故に遭ったとき、見たとき。
・幼児などに声を掛けているなど怪しい人を見たとき。

【警察がお尋ねすることは
  ＝あわてず　はっきりと！＝】
・何があったのか（事件か交通事故か）
・いつ（発生時間）
・どこで（現場、目標物）
・犯人の人相、服装
・逃げた方向
・逃走手段（自転車？車？徒歩？）
・被害の状況、被害品　など

～耳やことばの不自由な方は～
　FAX１１０番　☎２８−０１１０
　メール１１０番　saga110＠po.bunbun.ne.jp

鳥栖警察署　☎０９４２−８３−２１３１

おしらせ

統計調査員の登録者を募集しています
　上峰町では、町が国から委託を受けて行う各種統
計調査の調査事務に従事していただく統計調査員の
登録者を募集しています。
　統計調査員の任期はほとんどの調査で２か月程度
です。調査終了後に国が定める基準に基づく報酬を
お支払いします。報酬額は、調査の内容、受持ち件
数などによって違いますが、１調査で概ね２～６万
円程度です。
　登録後は、調査を実施する
度に活動を希望されている行
政区の調査の内容、日程など
をお知らせし、調査への従事
が可能であれば仕事を依頼し
ます。
　簡単な面談選考の結果、登
録調査員として登録を行いま
す。選考のため、応募された
方全員が登録されるとは限り
ませんので、あらかじめご了
承ください。

まち・ひと・しごと創生室　広報企画係
☎５２−２１８２

おしらせ

令和元年度 
“上峰町社会福祉大会”開催

　福祉活動推進の意識を高めるとともに、社会福祉
事業の振興発展を図り、だれもが住み慣れた地域で
安心して暮らせるまちづくりに向け社会の実現を図
ることをテーマに社会福祉大会を開催します。ぜひ
たくさんの方のご来場をお待ちしております。
【開催日時】　令和２年１月2６日（日）
【開催時間】　13時より
【開催場所】　上峰町民センター　大ホール
【内　　容】　式　典：13時より　表彰
　　　　　　　出演者：13時40分より
　　　　　　　　　　　六本木ヒロシ
　　　　　　　　　　　吉野ヶ里にわか劇団
　　　　　　　　　　　池田輝郎

社会福祉法人　上峰町社会福祉協議会
☎５２−４９３０

おしらせ
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確定申告のお知らせ（はがき）について
おしらせ

　市役所等の相談会場で、書面
により申告書を提出された方に
は、確定申告書等の送付に代え
て「確定申告のお知らせ」（は
がき）が送付されます。
　市役所等の相談会場にお越し
になる際には、この「確定申告
のお知らせ」を必ず持参してく
ださい。
※「確定申告のお知らせ」は、
１月17日に発送予定です。

※ 税務署の相談会場で、申告書
を作成された方には、同様の
内容の「オレンジ色」のはが
きが送付されます（１月30
日に発送予定です）。

※ 「確定申告のお知らせ」について不明な場合は、お問い合わせください。
　 令和２年１月15日（水）から３月1６日（月）までの間は「確定申告テレホンセンター」を開設していますので、

確定申告に関するお問合せは【０】を選択してください。
鳥栖税務署�☎０９４２−８２−２１８５

①

裏

面

か

ら

開

い

て

く

だ

さ

い

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

①

こ

ち

ら

か

ら

ゆ

っ
く

り

は

が

し

て

中

を

ご

覧

く

だ

さ

い

。

【重

要

】

税務署の閉庁日（土・日曜、祝日等）は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。

令和元年分確定申告書の受付期間及び納期限等

差

出

人

カスタマバーコード
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確定申告相談会場の開設時期の 
お知らせ（鳥栖税務署）

　２月14日（金）までは確定申告会場を開設して
おりません。
　職員による申告書作成等のサポートを希望される
方は、２月17日（月）以降にお越しください。
令和元年分の申告期限と納期限
○所得税及び復興特別所得税・贈与税
 …令和２年３月1６日（月）
○個人事業者の消費税及び地方消費税
 …令和２年３月31日（火）
【受付時間】　平日：９時～1６時
　※土・日曜日及び祝日は休みです。
　※ 申告相談の受付は、原則として午後４時までと

していますが、受付終了間際は大変混雑する場
合がありますので、お早めにご来場ください。

　※ 申告会場においては、混雑状況等により受付を
早めに終了する場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。

　　　www.nta.go.jp　

おしらせ

申告書等の作成は、ご自宅等から国税庁ホームページの

「確定申告書等作成コーナー」
 をご利用ください！

作成コーナー 検索

「第３７回 県民と警察のつどい」開催
～佐賀県警察音楽隊創設４0周年記念定期演奏会～
　今回は、佐賀県警察音楽隊が創設40周年を迎え
るということもあり、九州ではトップクラスの警察
音楽隊である福岡県警察音楽隊をゲストに迎えて開
催いたしますので、例年以上に迫力ある演奏をお楽
しみいただけることと思っております。
　また、昨年も好評であった、白バイやパトカーの
体験乗車や交通安全シミュレーター等の展示ブース
を今回も設置いたしますので、皆様の御来場を心か
らお待ちしております。
【日　時】　令和２年２月１日（土）
　　　　　　開場 12時30分
　　　　　　開演 13時30分
【場　所】　鳥栖市民文化会館
【料　金】　入場無料
　　　　　　※ お席には限りがあります。満席の場

合には入場をお断りする事がござい
ます。

【展示コーナー】　パトカー・白バイの乗車体験
　　　　　　　　　鑑識現場の撮影スポット 等

佐賀県警察本部　広報県民課
佐賀県警察音楽隊　☎２４−１１１１

おしらせ

【確定申告のお知らせ（はがき）案】
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１月　エコライフ講座
【内　　容】　帯を使って小物作り
【場　　所】　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　　　　　　　和室
【日　　時】　１月19日（日）　10時～12時
【材 料 費】　500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】　１月10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！！

「三ない運動」をご存じですか？
政治家の寄附は禁止（贈らない）！
政治家の寄附を求めない！受け取らない！
　　　　　広報誌「総務省」（2019年12月号）より

おしらせ

上峰町老人クラブだより
おしらせ

　11月29日、老人クラブ連合会事務所前の花壇に、
ビオラを植栽しました。江頭副会長、右近女性部長、
原女性部副部長と上米多支部、下米多支部、井柳支部、
寺家一支部及び寺家二支部の会員の協力でした。

　11月19日、友愛活動の一環で、女性部研修を開催
しました。視察研修として、熊本県玉名市にあります、
蓮華院誕生寺の奥之院を視察しました。女性部会員の
交流会を、熊本県玉名郡南関町の「ホテルセキア」で
開催しました。歌に踊りと楽しいひとときを過ごし、

女性部会員の交流を深めました。

♪１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】　１月10日、24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）
　10日の喫茶は「お茶会」です。楽しいひとときを
過ごして、新しい年を迎えましょう。

上峰町老人クラブ事務局　☎思５３−８１５５
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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
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衣服に火がつく！  着衣着火に注意
【事例１】 仏壇のりんごを取ろうとしたら、ろうそ

くの火が右袖に燃え移った。すぐに上着
を脱いだが火が消えず、背中のほうまで
燃え広がった。上半身にやけどを負い入
院となった。 （80歳代 女性）

【事例２】 湯を沸かそうとコンロに鍋をかけたら、
隣のコンロの火がベストに着火し炎が上
がった。妻がすぐ気づきタオルで火を消
したが、溶けた繊維で妻が指にやけどを
した。 （被害者：70歳代 女性）

 ひとこと助言 
☆ ろうそくやコンロの火が衣服に燃え移ると大変危

険です。身近な火気の取り扱いには十分に注意し、
火に近づきすぎないよう気をつけてください。仏
壇やコンロ等の奥のものを取るときは、必ず火を
消してから行いましょう。

☆ 袖や裾が広がっているデザインの衣類やスカー
フ、ストールなどは、火を使う際は身に着けない
ようにしましょう。

☆ もし衣服に火が着いてしまったら、脱ぐ、たたく、
水をかけるなどしてすぐに消火しましょう。

おしらせ

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31年から令和元年にかけて、12月
現在において15００件の救急が発生しており、約4０
名の心肺停止事案に出動しています。
　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、心
臓や呼吸が止まった方の助かる確率は、何もしない
時に比べ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！！

　西消防署　救急係　☎８９−３０５０
【定期開催日時】
　①令和２年１月11日（土）　９時～12時
　　（申込期間 12月14日～１月４日）
　②令和２年２月14日（金）　９時～12時
　　（申込期間 １月12日～２月７日）
【受講料】無料
　受講後に修了証を交付します。

おしらせ

こちらからも申込みできます。

ゆめさが大学鳥栖校　学生募集
おしらせ

　令和２年４月、鳥栖市に新しく「ゆめさが大学鳥栖
校」が開校します。楽しく学んで、仲間も増える。シ
ニアのための学習講座です。
【応募資格】　おおむね６0歳以上の人
【募集定員・開講日】　50名（火曜日）年間30日
　※週に１回の講座ですので気軽に参加できます。
【講義内容】　 佐賀・鳥栖の歴史、文化、芸術、
　　　　　　　健康・スポーツ、時事など
【主な講義会場】　 鳥栖市社会福祉会館
　　　　　　　　　（鳥栖市元町1228−1）
【受講期間】　 令和２年４月から２年間

　　　　　　　（年間30日開講、６0講座）
【年間経費】　入学金10,47６円、受講料3６,750円
　　　　　　　／消費税含む
【応募締切】　令和２年３月20日（金曜日）
【申込方法】　 入学願書の提出が必要です（ゆめさが

大学ホームページからの申し込みも可
能です。）

　ゆめさが大学事務局
　公益財団法人　佐賀県長寿社会振興財団
　〒８４０−０８０４　佐賀市神野東２丁目６番１号　
　☎３１−４１6５　https://sagachouju.jp
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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】　１月24日（金）　10時～1６時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

１月の無料法律相談
　金銭の貸借、離婚、相続などのトラブルでお
悩みの方は、佐賀県弁護士会所属の弁護士へ
お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。
【日　時】　１月15日（水）
　　　　　　９時30分～1６時30分
【場　所】　おたっしゃ館　相談室
【受　付】　１月７日（火）～　先着９名様

　上峰町社会福祉協議会
　☎５２−４９３０（担当：吉富、伊丹）

相　談相　談

１月の人権・行政相談
【日　時】　１月15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

１月の消費生活相談
【日　時】　１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

　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

寝室や子ども部屋などには、
できるだけ家具を置かない。

家具を置く場合はなるべく背の低
い家具にし、転倒防止の対策を！

家具等の転倒・落下防止
対策をとる。

家具のほかにも、家の中には凶器
になるものが沢山あり、それぞれ
の部屋で必要な対策を！

家具の向きや配置を工夫する。

倒れてけがをしたり、出入り口を
ふさいだりしないような工夫を！

災害は、「まさか」ではなく「いつか」は起きる
ものという意識を持って、防災対策をしよう。

家庭内の防災対策は大丈夫ですか！

必要なのは、
一人一人の災害に対する心構え！

家
の
中
の
安
全
対
策
を
！

こども食堂なごみ　お知らせ
　この度は、12月８日（日）に開催されました「smileフェ
ス」にご来場いただき、ありがとうございました。
　この機会にこども食堂なごみを多くの方に知っていただ
くことができ、大変嬉しく思っております。今後も地域の
多世代がつながる場にしたいと考えておりますので、沢山
の方々のご来店をお待ちしております。
【日　時】　 毎月１回　１月11日（土）
　　　　　　11時30分～15時
【メニュー】　 チャーシューいっぱいの手作りラーメン、

まぜご飯、野菜サラダ、ジュース他
【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！！

【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。

停電への備えも忘れずに！

懐中電灯や割れたガラスでけが防
止のスリッパ等、手の届くところ
へ備えて！
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民間企業等の主な助成事業一覧
おしらせ

問い合わせは、各助成団体にお願いします。

助成団体名　（公財）経営者顕彰財団
助成事業名　助成事業
対象事業　�九州・山口地方において、創業を目指す起業

家、中小企業者等の教育訓練・人材育成を目
的とする事業で、次に掲げる事業のいずれか
に該当すること。

　　　　　ア　起業家を育成する事業
　　　　　イ　 中小企業等の経営幹部を育成する事業
　　　　　ウ　 中小企業等の技術者を訓練・育成する事業
　　　　　エ　 中小企業等の従業員の職業訓練・教育訓

練を目的とする事業
　　　　　オ　 中小企業等の人材育成に関する教育指導

を行う指導者を育成する事業
分野/キーワード　技術革新
対 象 者　�九州・山口地域にある起業家の育成、中小企

業者の教育訓練を行っている企業、法人施
設・団体等（個人は除く）

助成金額　１件当たり１０万円～３０万円（今年度予算５０万円）
応募時期　随時
参照URL　�https://www.kk-foundation.jp/subsidy/index.html

助成団体名　（公財）日本財団
助成事業名　日本財団補助施設の修繕・改造等
対象事業　�社会福祉施設等において、主に障害の多様な

特性と心身の状態に応じて必要とされる基本
的な環境を整備するための改造等

　　　　　１. 経年劣化等の理由により、施設の安全な利用
に支障をきたし、修繕が必要と認められる施
設の修繕事業（緊急性が高いもののみが対象）

　　　　　２. 施設のさらなる有効利用を目的とし新たな
機能を追加するための改造事業

　　　　　 ・改造事業の参考事例 
　　　　　　 重度化・高齢化に対応するためのバリアフリー

化（避難経路確保のための非常口スロープ設
置、車いす利用者用車寄せ、洗面所の設置等）

 　　　　　・ 耐震工事及びスプリンクラー設置工事は
対象外

　　　　　３. 災害その他の事由により施設に欠陥を生
じ、緊急に復旧することが必要と認められ
る施設の復旧事業

分野/キーワード　福祉/建築物
対 象 者　�日本財団の助成金により建設された社会福祉施設等
助成金額　�○補助率　８０%以内
　　　　　・ 文化スポーツ施設等：原則として１,０００万円

が限度額
　　　　　・ その他の事業：原則として３,０００万円が限度額
応募時期　�２０１９.４.１～２０２０.２.２８
参照URL　�https://www.nippon-foundation.or.jp/

grant_application/programs/remodeling/

助成団体名　本田技研工業株式会社
助成事業名　Hondaビーチクリーン活動
対象事業　�HONDAが開発した「牽引式ビーチクリー

ナー」（四輪バギーに、数種類の清掃アタッ
チメントを装着し、砂浜を走行しながらゴミ
を回収していく牽引式のビーチクリーナーシ
ステム）を使い、従業員とOBのボランティ
アで編成されたキャラバン隊が地域社会と協
力して全国の砂浜を清掃する活動。海岸を管
理している自治体からの要請に基づき、安全
管理や稼働環境、実施日程など調整のとれた
自治体から順次実施している。

分野/キーワード　環境
対 象 者　�海岸管理者である国・都道府県・市町村等の

自治体
助成金額　�−
応募時期　�随時
参照URL　�https://www.honda.co.jp/philanthropy/beach/

助成団体名　（公財）西日本国際財団
助成事業名　国際化助成事業
対象事業　�九州及び山口県、沖縄県内又はアジア諸国に

おいて行う国際交流、国際貢献・国際協力の
促進を目的とする事業で、次に掲げる事業の
いずれかに該当すること。

　　　　　ア  開発途上国等に対する援助を図る事業
　　　　　イ  在住外国人に対する支援を図る事業
　　　　　ウ  外国人と地域との交流を深める事業
　　　　　エ  地域の国際理解や地域と外国人との相互

理解を促す事業
　　　　　オ  国際交流、国際貢献・国際協力に係る地

域の担い手を育成する事業
　　　　　カ  国際交流団体、国際協力団体の育成、活

動の充実を図るための事業
　　　　　キ  災害等緊急時における支援活動事業
分野/キーワード　国際
対 象 者　�活動の本拠地が九州及び山口県、沖縄県内に

ある団体
　　　　　※営利企業や国・地方公共団体等は対象外。
助成金額　�1事業 ２０万円
　　　　　（助成対象事業費の1/2以内）
応募時期　�随時
参照URL　�http://www.nnk-foundation.jp/subsidy/index.html

さがCSOポータルでも掲載されています。
【URL】　https://www.cso-portal.net/info_subsidy/

※問い合わせは、各助成団体にお願いします。
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