
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上庄地区区長会

８月２２日（月）に石山市長を迎え、
用や、国道１５８号の進捗状況
ました。
 

公民館講座

７月２８日（木）に市交通住宅まちづくり課職員と
こし協力隊の三浦さんを
き家の活用について学びました。
 
 
 
 
 
 
 
 

８月１８日（木）にドコモ
招き、ＬＩＮＥの使い方について学びました。９月も引き
続き第２弾として実施しますので、是非
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８月２２日（月）に石山市長を迎え、
国道１５８号の進捗状況

ました。 
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７月２８日（木）に市交通住宅まちづくり課職員と
こし協力隊の三浦さんを
き家の活用について学びました。

スマートフォン教室
８月１８日（木）にドコモ
招き、ＬＩＮＥの使い方について学びました。９月も引き
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祝！上庄っこ全国大会出場！！
この夏、全国大会出場を成し遂げた上庄
ます。これまでの努力に敬意を表し、
ツ協会から激励金を贈呈予定です。

○第１６回全国中学野球選手権大会
◎出村一真さん、羽生優心さん（上庄中３年

福井中央リトルシニア（北信越代表）

○第１０４回全国高校野球選手権大会
◎竹下海斗さん（敦賀気比高校１年

今後のご活躍を期待し
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市長と語る会

８月２２日（月）に石山市長を迎え、
国道１５８号の進捗状況
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空き家講座
７月２８日（木）に市交通住宅まちづくり課職員と
こし協力隊の三浦さんを講師に
き家の活用について学びました。

 
スマートフォン教室

８月１８日（木）にドコモショップ
招き、ＬＩＮＥの使い方について学びました。９月も引き

第２弾として実施しますので、是非
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祝！上庄っこ全国大会出場！！
この夏、全国大会出場を成し遂げた上庄

これまでの努力に敬意を表し、
激励金を贈呈予定です。

中学野球選手権大会
◎出村一真さん、羽生優心さん（上庄中３年

福井中央リトルシニア（北信越代表）

○第１０４回全国高校野球選手権大会
◎竹下海斗さん（敦賀気比高校１年

活躍を期待しています！
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市長と語る会 開催 
８月２２日（月）に石山市長を迎え、学校再編後の施設利

国道１５８号の進捗状況等について

 報 告 

空き家講座 
７月２８日（木）に市交通住宅まちづくり課職員と

講師に招き、家の耐震診断や
き家の活用について学びました。 

 
スマートフォン教室 

ショップ専門スタッフを講師に
招き、ＬＩＮＥの使い方について学びました。９月も引き

第２弾として実施しますので、是非ご
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この夏、全国大会出場を成し遂げた上庄

これまでの努力に敬意を表し、区長会とスポー
激励金を贈呈予定です。 

中学野球選手権大会ジャイアンツカップ
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学校再編後の施設利

について意見交換を行い

 

７月２８日（木）に市交通住宅まちづくり課職員と地域お
招き、家の耐震診断や

 
スタッフを講師に

招き、ＬＩＮＥの使い方について学びました。９月も引き
ご参加ください。
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マスク ver.
マスク
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祝！上庄っこ全国大会出場！！ 
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川や用排水路には、ゴミを流さないようにお願い
します。
になります。また、水が道路や圃場に溢水し、下
流の水路が流れにくくなり、迷惑が掛かります。
 
 
 
意図的に河川等にごみを捨てることは「不法投棄」
にあたり、犯罪として厳しい罰則が設けられてい
ます。

申請はお済みですか？

市役所に行かなくても、公民館で職員のサポート
を受けながらマイナンバーカードを申請
す。新たにカードを申請・取得された方を対象に、
最大２０，０００円分
ます。
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概ね３人以上の申請希望者が見込まれる場合に、
問合せ先に電話
整後、指定された場所へ市職員が
 
問合せ

毎週火・木・金曜日に園開放を行っています。また、
月に１回、子育て支援の場「ころころ広場」を開設
しています。
9 月のころころ広場は、１
遊びの予定・

 
 
 
 
 
園内で感染症が流行している場合がありますので、
事前にお電話でご確認下さい。

農園で採れたオクラやピーマン

でスタンプ遊び☆絵の具を付け

てポンポンしたよ！
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探しています！

校舎内の写真が日に焼けた
バムをお持ちの方、
対象

☆既にご提供いただいた方、ご協力ありがとうございました。
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（例）草刈り後の草、不要となった野菜、空き缶、

真名川土地改良区連合からのお願い
川や用排水路には、ゴミを流さないようにお願い
します。ゴミが下流の水門にかかり、通水の妨げ
になります。また、水が道路や圃場に溢水し、下
流の水路が流れにくくなり、迷惑が掛かります。

意図的に河川等にごみを捨てることは「不法投棄」
にあたり、犯罪として厳しい罰則が設けられてい
ます。 

申請はお済みですか？
マイナンバーカード

市役所に行かなくても、公民館で職員のサポート
を受けながらマイナンバーカードを申請

。新たにカードを申請・取得された方を対象に、
最大２０，０００円分
ます。（９月末までに

○公民館受付 
 時 ９月９日（金）午後１時
 所 上庄公民館

持ち物 ①通知カードまたは
交付申請書（ＱＲコード付き）

     ※どちらもお持ちでない場合も申請可
     ※顔写真撮影無料
    ②身分証明書（運転免許証・保険証等

市職員の出張
概ね３人以上の申請希望者が見込まれる場合に、
問合せ先に電話
整後、指定された場所へ市職員が

問合せ 市民生活・統計課
６４－４８１０

こんにちは、上庄こども園です！
毎週火・木・金曜日に園開放を行っています。また、
月に１回、子育て支援の場「ころころ広場」を開設
しています。 

月のころころ広場は、１
遊びの予定・・・

タオル、着替え、水筒をお持ち下さい

園内で感染症が流行している場合がありますので、
事前にお電話でご確認下さい。

夏野菜が変身！
農園で採れたオクラやピーマン

でスタンプ遊び☆絵の具を付け

てポンポンしたよ！

探しています！
上庄中学校卒業集合写真

校舎内の写真が日に焼けた
バムをお持ちの方、
対象：昭和３７年４月～昭和３９年３月生まれ

（令和４年度年齢：５９歳～６０歳）
昭和４５年４月～昭和４６年３月生まれの
（令和４年度年齢：５２

既にご提供いただいた方、ご協力ありがとうございました。

（例）草刈り後の草、不要となった野菜、空き缶、
ペットボトル、肥料の袋、マルチ等

真名川土地改良区連合からのお願い
川や用排水路には、ゴミを流さないようにお願い

ゴミが下流の水門にかかり、通水の妨げ
になります。また、水が道路や圃場に溢水し、下
流の水路が流れにくくなり、迷惑が掛かります。

意図的に河川等にごみを捨てることは「不法投棄」
にあたり、犯罪として厳しい罰則が設けられてい

申請はお済みですか？ 
マイナンバーカード

市役所に行かなくても、公民館で職員のサポート
を受けながらマイナンバーカードを申請

。新たにカードを申請・取得された方を対象に、
最大２０，０００円分のマイナポイントがもらえ

（９月末までに申請が必要です。）
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上庄公民館 １階
①通知カードまたは
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出張受付も実施中
概ね３人以上の申請希望者が見込まれる場合に、
問合せ先に電話で申し込みいただければ、日程調
整後、指定された場所へ市職員が
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てポンポンしたよ！ 
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探しています！ 
上庄中学校卒業集合写真

校舎内の写真が日に焼けた
バムをお持ちの方、どうぞご協力をお願いします。

昭和３７年４月～昭和３９年３月生まれ
（令和４年度年齢：５９歳～６０歳）
昭和４５年４月～昭和４６年３月生まれの
（令和４年度年齢：５２

既にご提供いただいた方、ご協力ありがとうございました。

（例）草刈り後の草、不要となった野菜、空き缶、
ペットボトル、肥料の袋、マルチ等

真名川土地改良区連合からのお願い
川や用排水路には、ゴミを流さないようにお願い

ゴミが下流の水門にかかり、通水の妨げ
になります。また、水が道路や圃場に溢水し、下
流の水路が流れにくくなり、迷惑が掛かります。

意図的に河川等にごみを捨てることは「不法投棄」
にあたり、犯罪として厳しい罰則が設けられてい

マイナンバーカード特別出張申請
市役所に行かなくても、公民館で職員のサポート
を受けながらマイナンバーカードを申請

。新たにカードを申請・取得された方を対象に、
のマイナポイントがもらえ

申請が必要です。）

９月９日（金）午後１時半～３時半
１階 会議室 
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※どちらもお持ちでない場合も申請可
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受付も実施中！ 
概ね３人以上の申請希望者が見込まれる場合に、

で申し込みいただければ、日程調
整後、指定された場所へ市職員が出張

市民生活・統計課 市民窓口Ｇ
 

こんにちは、上庄こども園です！
毎週火・木・金曜日に園開放を行っています。また、
月に１回、子育て支援の場「ころころ広場」を開設

月のころころ広場は、１日（木）です。
お絵かきをしましょう

タオル、着替え、水筒をお持ち下さい

園内で感染症が流行している場合がありますので、
事前にお電話でご確認下さい。  

上庄こども園 ☎６４－１２１７

農園で採れたオクラやピーマン

でスタンプ遊び☆絵の具を付け
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既にご提供いただいた方、ご協力ありがとうございました。

（例）草刈り後の草、不要となった野菜、空き缶、
ペットボトル、肥料の袋、マルチ等

真名川土地改良区連合からのお願い 
川や用排水路には、ゴミを流さないようにお願い

ゴミが下流の水門にかかり、通水の妨げ
になります。また、水が道路や圃場に溢水し、下
流の水路が流れにくくなり、迷惑が掛かります。

意図的に河川等にごみを捨てることは「不法投棄」
にあたり、犯罪として厳しい罰則が設けられてい

出張申請 
市役所に行かなくても、公民館で職員のサポート
を受けながらマイナンバーカードを申請できま

。新たにカードを申請・取得された方を対象に、
のマイナポイントがもらえ

申請が必要です。） 
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マイナンバーカード
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※どちらもお持ちでない場合も申請可
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概ね３人以上の申請希望者が見込まれる場合に、
で申し込みいただければ、日程調

出張します。 

市民窓口Ｇ 

こんにちは、上庄こども園です！ 
毎週火・木・金曜日に園開放を行っています。また、
月に１回、子育て支援の場「ころころ広場」を開設

）です。 
お絵かきをしましょう 

タオル、着替え、水筒をお持ち下さい

園内で感染症が流行している場合がありますので、
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上庄中学校卒業集合写真 
状態になっています。卒業アル

どうぞご協力をお願いします。
昭和３７年４月～昭和３９年３月生まれの卒業生の方
（令和４年度年齢：５９歳～６０歳） 
昭和４５年４月～昭和４６年３月生まれの卒業生の方

既にご提供いただいた方、ご協力ありがとうございました。

（例）草刈り後の草、不要となった野菜、空き缶、
ペットボトル、肥料の袋、マルチ等 

川や用排水路には、ゴミを流さないようにお願い
ゴミが下流の水門にかかり、通水の妨げ

になります。また、水が道路や圃場に溢水し、下
流の水路が流れにくくなり、迷惑が掛かります。 

意図的に河川等にごみを捨てることは「不法投棄」
にあたり、犯罪として厳しい罰則が設けられてい

市役所に行かなくても、公民館で職員のサポート

。新たにカードを申請・取得された方を対象に、
のマイナポイントがもらえ

マイナンバーカード

※どちらもお持ちでない場合も申請可 
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概ね３人以上の申請希望者が見込まれる場合に、
で申し込みいただければ、日程調

 

 

公
民
館
報
「夢
飛
行
」
の
カ
ラ
ー
版
は
大
野
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
の
【上
庄
公
民
館
】
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

毎週火・木・金曜日に園開放を行っています。また、
月に１回、子育て支援の場「ころころ広場」を開設

タオル、着替え、水筒をお持ち下さい 

園内で感染症が流行している場合がありますので、

☎６４－１２１７ 

 

卒業アル
どうぞご協力をお願いします。 

の卒業生の方 

卒業生の方 

既にご提供いただいた方、ご協力ありがとうございました。 


