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ふじさき
みんなで築く 希望に満ち、
活力があふれるまち ふじさき

真っ赤 な チューリップ 、き れ い だ ね！
リンゴとチューリップのフェスティバル

No.171

Town Topics

藤崎町への観光誘客に向けて

みんなでおもてなしの機運を高めよう！
藤崎駅がリゾート列車｢リゾートしらかみ｣の停車駅になって１年が経過しました。
ＪＲ東日本秋田支社では、観光誘客のさらなる取組として、運行状況をリアルタイムで周知するス
マートステーションを藤崎駅に設置するなど、五能線沿線の利便性向上を図っています。
さらに、りんご｢ふじ｣発祥の地をＰＲするため、列車の到着をお知らせするおもてなしメロディー
｢りんごのひとりごと｣を藤崎駅に設置したほか、林崎が発祥とされる、民謡｢りんご節｣を紹介する看板
を林崎駅に設置するなど、今後も、町とＪＲ東日本秋田支社は、連携して観光誘客に取り組みます。
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子どもたちに絵本を贈ります
４
25
場所：町図書館｢大夢｣

青少年の非行防止のために
４
２
場所：西田公園

藤崎ともしび会(会長 木村 昭子)が、赤ちゃんから
楽しめる絵本約30冊を町図書館に寄贈しました。小
杉館長は｢子どもが好きな本を毎年寄贈していただき、
大変ありがたい。企画展などで活用し、たくさんの
方に手に取って読んでほしい｣と話していました。

青少年の非行防止活動を行っている町少年補導協
力会(会長 木村 龍悦)が、町内に防犯看板を設置し
ました。今後は、防犯看板を増設するほか、イオン藤
崎店の見回りや各町内会の宵宮巡回など、青少年の
健全な育成環境を守るための活動を実施します。

きれいな公園、気持ちいいね
５
４
場所：唐糸御前史跡公園

善意ありがとうございます
４
19
場所：町長室

唐糸御前史跡公園で、イオンチアーズクラブのメ
ンバーとイオングループ従業員、その家族などで町
の花「藤」の苗木の植樹を行いました。当日は園内
の花壇にパンジーなどの花苗４００本の植え付けも行
い、参加者は精力的に公園の環境整備を行いました。

町内で歯科医院を営む佐藤 芳朗 さん(仲町)が、
図書購入及び社会福祉事業のために、町教育委員会
と町社会福祉協議会に寄付をしました。佐藤さんは
｢子どもたちと社会福祉のために使ってもらえたら
嬉しい。町のために社会貢献は今後も続けていきた
い」と話していました。

民謡「りんご節」を紹介する看板が
林崎駅に設置されました。
「りんご節」は昭和30年にレコード発売された民謡です。
日本の歌研究家・山内 繁 氏の長年にわたる調査による
と、青森県に民謡はたくさんあるけれど、りんごに関する
歌がない、などの理由から、自らもりんご生産者である旧
畑岡村長(現在の林崎)の故・太田 市太郎 氏が、津軽民謡
うんちく

の父と呼ばれた故・成田 雲竹 氏(旧森田村出身)に民謡の
制作を依頼したのがきっかけといわれています。

ＪＲ林崎駅は、周りがりんご畑に
囲まれている、全国的にも珍しい
風景の駅です。駅からの眺めは、
春はりんごの花、秋は赤く色づい
たりんご、そして緑々しいりんご
林崎駅舎内に設置された の葉と、岩木山を望みながら美し
い四季を感じることができます。
｢りんご節｣の看板

藤崎町議会議員一般選挙及び
藤崎町議会議員一般選挙及び
藤崎町長選挙について
藤崎町長選挙について
藤崎町選挙管理委員会において、藤崎町
議会議員一般選挙( 10 月８日任期満了)と藤
崎町長選挙( 11 月 19 日任期満了)を、次のと
おり同時に行うことに決定しましたのでお
知らせします。
◆藤崎町議会議員一般選挙及び藤崎町長選挙
○告 示 日 10月１日(火)
○投開票日 10月６日(日)

■お問合せ
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選挙管理委員会 88ー8209
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橋本 大一 弘前駅長から寄贈されたパネル写真

藤崎駅〜林崎駅間を走るリゾートしらかみの
写真が、首都圏、仙台圏に設置されるＪＲ東
日本のポスターになりました。ポスター写真
は｢津軽の春の花｣をイメージしています。

リゾートしらかみに手を振るふじこども園の園児たち

ＪＲ東日本では、｢五能線お手振り運動｣を実施
しています。五能線を走るリゾートしらかみを見
かけたら、
みんなで手を振って歓迎しましょう。

情報公開制度についてのお知らせ
町民参加の行政を促進し、町政に対する町民の理解
と信頼を深めることを目的に、町が保管している情報
(行政文書)を開示請求により情報公開しています。
◆請求方法
総務課行政係に備付けの｢行政文書開示請求書｣に必
要事項を記入の上、提出してください。閲覧のほかに、
写しの交付請求もできます。
○モノクロ１枚 10円 ○カラー１枚 50円
◆平成３０年度開示請求及び公開状況
○請求件数 １件
○決定内容 全部公開 １件
一部公開 ０件
その他
０件
■請求先・お問合せ

総務課行政係

☎88ー8293

〜表紙の説明〜
５月 11 日(土)、 12 日(日)の２日間、弘前大
学藤崎農場において｢リンゴとチューリップ
のフェスティバル｣が開催されました。当日
は家族連れなど多くの来場者でにぎわい、色
とりどりのチューリップの花を写真におさ
めたり、
ゆっくり
鑑賞した
りと思い
思いに楽
しんでい
ました。

４
環境活動で町をきれいに
22
場所：国道７号沿

町内でアスベスト除去工事などを行う株式会社藤
林商会(代表取締役 藤林 秀樹)の従業員が、国道７
号沿いでゴミ拾いを行いました。この活動は10年ほ
ど前から行われており、藤林代表は「町内の環境美
化に貢献するつもりで活動している。町のために、
今後も続けていきたい」と話していました。
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ふじさき食彩テラス１周年！リゾートしらかみ藤崎駅停車！おもてなしの機運を高めよう！

児童手当「現況届」の提出をお忘れなく

令和２年度採用

児童手当の現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の手当の受給資格を確認するため
のものです。提出がない場合は、手当を受給できなくなりますので忘れずに提出してください。
なお、提出された現況届を審査した結果、受給者の変更手続が必要になることがあります。
◆現況届に必要な書類等
○ 児童手当現況届(５月下旬に郵送しています。)
○ 受給者(児童を養育する者)の健康保険証の写し
○ その他必要な書類
◆提 出 先 住民課子育て支援係、常盤出張所
◆提出期限 ６月３日(月)〜28日(金) ※土・日を除く

３歳未満
３歳〜小学校修了前
(小学６年の３月まで)
中学校修了前
(中学３年の３月まで）

健

採用予定人員

受

資

格

平成２年４月２日以降に生まれた者で、保健師資格を有する者
又は令和２年３月までに保健師資格取得見込みの者

１名

師

験

平成10年４月２日〜平成14年４月１日に生まれた者

若干名

◆採 用 日 令和２年４月１日
◆試験日等
○１次試験場所
○１次試験日 ９月22日(日)
※２次試験の詳細は１次試験合格者に通知します。
○試験科目
科

支給手当月額(１人あたり)

15,000円（一律）
10,000円（第２子まで）
15,000円（第３子以降）

住民課子育て支援係

専門試験

88ー8184

オリジナルナンバ−プレ−トはいかかですか
町のマスコットキャラクタ−、ふじ丸くんとジャン坊くんのデザインによる原動機付自転車のオリ
ジナルナンバ−プレ−トを数量限定で交付しています。
新規交付のほか、既存のナンバ−プレ−トからの交換も無料でできます。なお、受付順の交付とし、
番号の予約、選択はできません。
◆交付場所 税務課固定資産税係
◆交付対象車両 総排気量50cc以下の原動機付自転車(ミニカ−除く）
◆交付申請の際必要なもの
◎新規登録の場合
○印鑑
○譲渡証明書又は販売証明書
○対象車両の車名・車台番号・型式・年式・排気量などの情報
◎標識交換の場合
（標識番号が変更となります）
○印鑑
○ナンバ−プレ−ト

税務課固定資産税係

出

題

分

野

等

40題２時間

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題（20題）
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題(20題)

保健師

60題１時間15分

社会についての関心や基礎的・常識的な知識、職務遂行に必要
な基礎的な言語能力・論理的思考力を検証する問題

保健師

30題１時間30分 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論

政

性格特性検査

150題20分

職場適応性検査

1５0題20分

内田クレペリン精神検査

１時間

◆受験申込書

青森市内(予定）

公務員として必要な資質の有無の判断や公務の職業生活への適
応性についての検査
能力、行動・性格の検査

次のいずれかにより入手してください。

○町役場総務課で受け取る。
○町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からダウンロードする。
○郵送による場合は、｢受験申込書請求｣と明記した封筒に、返信用封筒(長形３号封筒【定形】、
82円切手貼付、宛先記入)を同封し請求する。※申し込む職種を明らかにしてください。
◆申込方法 次の書類等を総務課へ提出してください。
○受験申込書
○本人写真(縦４cm×横３cm)を２枚(うち１枚は受験申込書所定欄に貼付）
○保健師免許証の写し(保健師を受験する方で既得者のみ）
※郵送で提出する場合は「受験申込」と明記した封筒に、必要書類を入れて送付してください。
◆申込締切 ７月29日(月) ※必着
◆給与・勤務条件等
○初任給 行政職 148,600円（令和２年３月高校卒業の場合）
保健師 210,900円（令和２年３月大学卒業の場合）
※人事院勧告による国家公務員の給与改定等を踏まえ、改定することもあります。
○６月、12月に期末・勤勉手当が支給されます。
○11月〜３月に寒冷地手当が支給されます。
○条件に応じて通勤手当、扶養手当、住居手当等が支給されます。
○休暇は年次有給休暇、年末年始休暇、特別休暇等があります。
※行政職(大学卒業程度)については、広報ふじさき５月号又は町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)を
ご覧ください。

藤崎町臨時職員を募集しています
町では、１年を通して臨時職員の募集を行っています。詳細は広報ふじさき２月号又は町ホーム
ページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。

※自賠責保険の変更手続は加入している保険会社へご確認ください。
■お問合せ

出題数等

教養試験

10,000円（一律）

■お問合せ

目
行

☆次の場合には、１
５日以内に届出が必要です。
○受給者又は養育している児童の氏名が変わったとき
○引っ越し等により住所が変わったとき(町内から町内への転居・町内から町外への転出)
○受給者が公務員になったとき など

2019．6 広報ふじさき

種
類
行政職
(高校卒業程度)

※日本国籍を有しない者及び地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する者は受験できません。

○年齢が18歳未満の子どものうち、最も年齢の高い者から順に第１子、第２子…となります。
○支給月は６月(２月〜５月分)・10月(６月〜９月分)・２月(10月〜１月分)です。
○支給日は、支給月の10日です。(10日が休日のときは、その前の平日となります。)
○原則として、申請した月の翌月からの支給となります。
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藤崎町職員採用試験案内

◆募集内容

保

☆児童手当とは
次代を担う子どもたちの健やかな成長のために、その保護者などに対して一定の要件のもとに
手当金が支給される制度で、養育している児童の人数や年齢に応じて支給されます。
支給対象年齢区分

ＪＲ奥羽本線、ＪＲ五能線でリゾートしらかみを見かけたら、みんなで手を振りましょう！

■申込・お問合せ
88ー8146

〒038−3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
藤崎町総務課庶務係 0172−88−8292
広報ふじさき 2019．6
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医療費軽減、家計に優しいジェネリック医薬品をご利用ください！

自動車税の納付はお早めに
危険物取扱者保安講習のご案内

消防だより

県では、６月上旬に自動車税の納税通知書を送付します。
早めに、お近くのコンビニエンスストアや金融機関又は県税部で納めましょう。

危険物取扱者免状の交付を受け、危険物の製造所や貯
蔵所及び取扱所で危険物の取扱い作業に従事している人
は、定められた期限内に保安講習を受講してください。

◆納める人

県内に主たる定置場がある自動車の４月１日現在における自動車登録上の所有者
(割賦販売などで自動車販売店が所有権を留保している場合は、自動車の使用者)
◆納付場所 ○県税部
○全国のコンビニエンスストア
○東北地方の郵便局
○県内の銀行・信用金庫・信用組合・農協等の本支店
ほか
※納期限を経過したときは、コンビニエンスストアで取扱いができない場合があります。
※口座振替の申込みをされた方は、納期限の日が振替日となります。
※インターネット上の専用サイト「Yahoo! 公金支払い」(http://koukin.yahoo.co.jp/)から、納税通知書
に記載されている「納付番号」や「確認番号」、クレジットカードの番号などを入力して手続をする
ことで、クレジットカードで自動車税を納付できます。(手数料がかかります。)
◆納 期 限 ７月１日(月)
◆そ の 他 ○納税通知書には納付後に納税証明書となる用紙が添付されています。
自動車の継続検査(車検)の際に使用できますので、大切に保管してください。
○東日本大震災により滅失又は損壊した自動車の代替取得自動車について、自動車取得税・
自動車税が非課税となる場合があります。

甲種防火管理再講習のご案内
次の日時で甲種防火管理再講習を開催し
ます。該当する施設は受講してください。
◆日

時

７月19日(金)

午前10時〜正午
黒石消防署 ２階
「大会議室」
(黒石市追子野木１丁目576番地)
◆申込期間 ６月24日(月)〜７月５日(金)
◆申込方法 消防本部予防課か最寄りの消
◆場

所

防署・分署にお申込みください。
なお、申込期間内であっても
定員(100人)になり次第、受付
を終了します。
◆受 講 料 講習料は無料ですが、事前に
書店等でテキストを購入して
ください。

※講習についての詳細は弘前地区消防事務
組合のホームページ(http://www.hirosakifd.
jp/)をご覧ください。

やってみよう！ 親子でヨガ体験
町地域子育て支援センターでは、「親子でヨガ
体験」
を開催します。ぜひこの機会に親子でスキン
シップをしながらヨガを体験してみませんか。
たくさんのご参加をお待ちしています。
時
所

■お問合せ
町地域子育て支援センター
藤崎保育所
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☎75ー6131
☎75ー3305

■申込・お問合せ

■お問合せ

人形劇鑑賞会のお知らせ
ふじこども園では、人形劇鑑賞会を開催します。
楽しい人形劇鑑賞のあとは、園児たちと一緒に
給食を食べます。
たくさんのご参加をお待ちしています。
◆日
時 ６月８日(土) 午前10時〜正午
◆場
所 ふじ保育園「新遊戯室」
◆対 象 者 在宅の未就学児とその保護者
◆出
演 劇団ボッケ座
◆持 ち 物 ご飯
◆申込締切 ６月６日(木)
■お問合せ

ふじこども園
☎75ー5238

32ー4341

自動車税のグリーン化特例について

仙台国税局では、税務のスペシャリストとして
活躍する税務職員を募集します。

県では、毎年６月に自動車税の納税通知書を
郵送しています。
自動車税は、自動車環境対策の観点から、排
出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小
さい自動車については、その排出ガス及び燃費
性能に応じて税率を軽減(軽課)し、また、新車新
規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大
きい自動車については、税率を重く(重課)する措
置がとられています。
詳しくは、青森県庁ホームページ(https://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/027̲ jidousha̲green.html)
をご覧になるか、中南地域県民局県税部にお問
合せください。

①令和２年３月までに高卒見込の者
及び平成 31 年４月１日において高
卒後３年を経過していない者
②人事院が①に掲げる者と同等の資
格があると認める者
◆受付期間 ６月17日(月)〜26日(水)
◆申込方法 インターネットによる申込み
※国家公務員試験採用情報NAVI
(https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html)
◆第１次試験日 ９月１日(日)

親子で楽しもう！

中南地域県民局県税部納税管理課

税務職員を募集します

◆受験資格

弘前消防本部予防課 32ー5104
又は最寄りの消防署及び分署

■お問合せ

広報ふじさき有料広告

６月18日(火) 午前10時30分〜正午
町地域子育て支援センター
(藤崎保育所内)
◆対 象 者 在宅の未就学児とその保護者
◆講
師 ヨガ・インストラクター 藤本 京美 氏
◆持 ち 物 バスタオル
◆申込締切 ６月11日(火)
◆日
◆場

◆日
時 ７月11日(木)
①給油取扱所関係 午前９時30分〜午後０時30分
②一般取扱所関係 午後１時30分〜午後４時30分
◆場
所 岩木文化センター「あそべーる」
（弘前市賀田１丁目18番地４）
◆講習種別 ①給油取扱所関係
給油取扱所で危険物の取扱い作業に従事
している人
②一般取扱所関係
①以外の危険物施設で危険物の取扱い
作業に従事している人
◆受 講 料 4,700円(青森県収入証紙)
◆受講期限 ①免状交付日又は前回講習日以後の最初の
４月１日から３年以内
②新たに危険物取扱い作業に従事すること
となった日から１年以内
◆申込期間 ６月12日(水)〜25日(火)
◆申込方法 消防本部予防課・最寄りの消防署及び分署
で配布している申込書に必要事項を記入の
上、お申込みください。

仙台国税局人事第二課試験研修係
022ー263ー1111(内線3236)
人事院東北事務局 022ー221ー2022

地元だから安心!!

（有）木

中南地域県民局県税部納税管理課
32ー4341

塗り替えは第二のマイホームづくりです。

村 塗 装

旭硝子 フッ素塗装（最高級塗料）登録施工店
その他にも各種仕上材

■お問合せ

認定番号

お気軽にご相談ください。

G0102015

藤崎町大字西豊田三丁目２−４
TEL 75−5 101 FAX 75−5102
代表取締役 木村 悦穂
１級技能士
２級技能士

２名
２名

２級建築施工技師

２名

広報ふじさき 2019．6
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津軽 の
話題満載

津軽
広域
ふじワングランプリ2019
「ふじワングランプリ」とは、町内の店舗・団体が藤崎町の
特産品を使ってメニューを考案し、B‑1形式でふじさきグルメ
No.1を決める食の祭典です！
お笑い芸人・キューティーブロンズが会場を盛り上げてくれ
るほか、スペシャルイベントとして青森県のご当地アイドル・
ＲＩＮＧＯＭＵＳＵＭＥ(りんご娘)のライブを開催します！皆さん、
ぜひご来場ください！
６月３０日(日) 午前１０時〜午後２時
※午前１０時３０分 グルメ商品販売開始！

◆場 所
ふじさき食彩テラス駐車場
(藤崎町大字榊字和田６５ ８、国道７号沿)

■お問合せ
藤崎町経営戦略課企画調整係
☎８８−８２５８

イベ ント 名

ひとり親家庭の親子が、忙しい日常を離れゆったりとした時間を過ごすため、親子ふれあい交流会を
開催します。奮ってご参加ください。

平川市
◆開 催 日 ７月２７日(土)・２８日(日) １泊２日
◆開催場所 星と森のロマントピア（弘前市大字水木在家字桜井１１３番地２）
◆対 象 者 青森県内に住むひとり親家庭の親子（父子家庭の親子を含む）２０組程度
◆参 加 費 親 ２０
, ００円(会員以外は４，
０００円)、子ども １０
, ００円(２人目から５００円、３歳未満無料）
◆日
程
１日目
２日目

猿賀神社境内にある鏡ヶ池では、７月中旬から８月
下旬にかけて、淡いピンク色の蓮の花を楽しむことが
できます。
学名は蓮科の「和蓮」。その群生地としては北限と
いわれています。
まつり期間中は多くのイベントや出店も予定されて
いますので、この機会に足を運んでいただき、蓮の花
が一面に咲く光景を堪能してみてはいかがでしょうか。

午後１時
午後１時30分

◆日 時 ７月２０日(土)〜２８日(日)
◆場 所 平川市猿賀公園
■お問合せ (一社)
平川市観光協会
☎４０−２２３１

市町村イベントカレンダー
開催日

午後５時

いろんなイベントに出掛けよう！
イベ ント 内 容

問 合 せ 先

月

第14回古都ひろさき花火 悪戸河川敷運動公園を会場に開催。大輪の花火が初夏の弘前を彩ります。ひろさき市民花火の集い実行委員会
の集い
事務局
☎33-4111
6月15日〜 ビジュアルひろさき
明治以降の懐かしい写真や地図・絵図などを展示し、ふるさと弘前の歩み 弘前市立博物館
☎35-0700
7月15日
‑写真でたどる弘前の今昔‑ をたどります。
第18回白神カップカヌー大会

カップキョクヨーシリーズ第4戦

第20回よさこい津軽(弘前市) 土手町通りを会場に開催。躍動感あふれる演舞で魅了します。

6月23日

第24回平川市たけのこ
マラソン大会

老若男女問わずに参加でき、
マラソン終了後は、たけのこ汁と温泉に癒さ たけのこマラソン事務局
れます。
（碇ヶ関公民館）

6月25日

岩木山１６２５大作戦

令和元年６月２５日前後に、岩木山の標高にちなんだイベントを開催します。 弘前市岩木総合支所総務課 ☎82-3111

板柳町ふるさとセンター
6月30日まで 農業収穫体験

月

７ 7月3日〜6日 横町納涼夜店まつり

7月14日

カラフルなミニトマト収穫体験は１人200円。利用可能日や時間はお問い 板柳町ふるさとセンター
合わせください。
七夕の時期に、たくさんの短冊や出店が、中心商店街にある横町通りに立 黒石商店街協同組合
ち並びます。
｢クラシックカークラブ青森ミーティング in こみせ」に併せて金平成園を 黒石市文化スポーツ課
特別公開します。

星まつりinそうま2019(弘前市) 星と森のロマントピアそうまでよさこい演舞や音楽ライブを開催します。 同実行委員会事務局

クラシックカークラブ青森
7月14日
ミーティングinこみせ
7月19日〜 2019大鰐温泉
8月17日
サマーフェスティバル
7月21日
丑湯まつり 温湯地区
（予定） (黒石市）
7月26日〜 金平成園一般公開
8月18日

1975年以前の懐かしい旧車が、中町こみせ通りに全国から200台以上集結
します。
納涼ふぇあ、親子映画、大鰐小学校によるマーチングバンドなど、イベント
盛り沢山です。
丑の御神体を乗せた神輿を子供たちが引きます。４５０年以上の歴史があ
る温湯温泉ならではの伝統行事です。
別名「澤成園」で知られる金平成園は、平成１８年１月２６日に名勝に指定さ
れました。

☎33-4111

町母子寡婦福祉会(町社会福祉協議会内) 65−2056
公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会 017−735−4152
〒030ー0822 青森市中央３丁目20−30 県民福祉プラザ３階

☎45-2120

てんちゃん

公益財団法人テクノエイド協会

【認定補聴器専門店】

☎72-1500

て ん

しょう

ど う

☎53-6030
☎52-2111
☎82-3325

黒石商店街協同組合

☎53-6030

同実行委員会事務局
（大鰐町企画観光課)

☎48-2111

丑湯まつり事務局

☎54-8365

黒石市文化スポーツ課

☎52-2111

弘前青年会議所

☎34-4458

7月28日

ちびっ子ねぷたのお通りだい 土手町通りを会場に子どもたちが元気いっぱいにねぷたを運行します。

7月28日

りんご公園サマーフェス
ティバル

夏のりんご公園を思いっきり楽しもう！水鉄砲合戦など、家族で遊べるイ 弘前市りんご公園まつり事業
ベントです。
実行委員会事務局りんご課 ☎40-7105

7月28日

チャンバラ合戦in平川

世界一平和な戦いが猿賀公園で開催。大人も子供も一緒になって出陣じゃー。 平川市観光協会

☎40-2231

7月29日

「津軽は夏へ。
」出陣祭
(黒石市）

津軽伝承工芸館で津軽の夏に向けての出陣祭が行われます。勇壮華麗な 津軽伝承工芸館
笛太鼓を堪能できます。
県内有数の運行台数を誇り、
７月３０日、
８月２日の合同運行では、
５０台以上 黒石青年会議所
のねぷたが出陣します。
虹の湖公園ふれあいの広場などで、楽しみながらダムの役割を学ぶこと 浅瀬石川ダム管理支所
ができます。

☎59-5300

7月30日〜 黒石ねぷた祭り
8月 5 日
7月下旬
浅瀬石川ダムダム湖
（予定） ふれあいデー（黒石市）

■お問合せ

広報ふじさき有料広告

7月13日〜
金平成園特別公開
15日

同実行委員会事務局

朝食
親子でプール遊び
昼食
閉会
終了

◎この事業には、赤い羽根の共同募金の配分金が使われています。

国内最高峰のカヌー大会。全国各地から集まった選手たちが、激流に挑み 西目屋村カヌー大会実行委員会
事務局（西目屋村教育委員会）
熱戦を繰り広げます。
☎85-2858

6月23日

午前７時
開会
午前10時
(正午から受付、昼食は各自)
親：奨学金についてのセミナー、 正午
午後１時30分
懇談会
子：紙漉き体験、天文台見学
午後２時
バーベキュー、ビンゴ大会

※無料送迎バスを運行します。経由地は参加状況により決定します。
◆申込締切 ６月２４日(月)
◆申 込 先 申込用紙に必要事項を記入の上、町母子寡婦福祉会(町社会福祉協議会)又は青森県母子寡
婦福祉連合会(県民福祉プラザ３階)にお申込みください。申込用紙は住民課子育て支援係
に備え付けているほか、青森県母子寡婦福祉連合会ホームページ(https://aomori-kenboren.
jimbo.com/)からもダウンロード及びお申込みできます。

６ 6月15日

6月22日〜 2019カヌーワイルドウォーター
ジャパンカップ第4戦
23日
2019カヌースラロームジャパン

親子ふれあい交流会

こども塾・はは塾 ｐ
ｌ
ｕｓ ぱぱ ｉ
ｎ ロマントピア開催のお知らせ

平川市 蓮の花まつり
藤崎町

◆日 時

２０１９年

んの

んて

て
てん

補聴器センター

※聞こえのご相談、出張サービスも行っております。

弘前市代官町通り

TEL.0172 - 33 - 5016

☎52-3369
☎54-8782

※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査の他、
各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。
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ஜᐽଥ
ࠞࡦ࠳

７

月

満１歳のお誕生日を迎えたらＭＲ(麻し
ん・風しん)の予防接種を受けましょう。
また、すこやか健診等の日程一覧表は、
町ホームページに掲載しています。

ߔߎ߿߆ஜ⸻
７月１１日(木)【１歳６か月児健診】
●対 象 Ｈ29年11月〜12月生
●受 付 13:00〜13:15
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、小児科、歯科、
栄養指導、歯科指導、保健指導
●持ち物 母子手帳、子どもノート、
問診票、バスタオル等
７月２５日(木)【３歳児健診】
●対 象 Ｈ27年11月〜12月生
●受 付 12:30〜12:45
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、小児科、歯科、耳鼻科、
視力、聴覚、尿検査、精神発達、
栄養指導、保健指導
●持ち物 母子手帳、子どもノート、
問診票、バスタオル等

ߔߎ߿߆⋧⺣
７月４日(木)【１０か月児健康相談】
●対 象 Ｈ30年８月〜９月生
●受 付 9:30〜9:45
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、離乳食のお話・試食、
生活リズムや発達のお話
●持ち物 母子手帳、子どもノート、問診票、
バスタオル、子ども用のエプロン、
おしぼり等
※参加ご希望の方は6月24日(月)までにご連絡ください。
７月４日(木)【母子健康相談】
●対 象 妊婦・生後３か月以上の乳幼児
●受 付 10:00〜11:00
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 妊娠中のアドバイス、
乳幼児の身体計測、育児相談
●持ち物 母子手帳、子どもノート、バスタオル等

こんにちは 国保係 です
おいしく学ぼう！長生きみそ汁の効用と活用

ヘルシークッキングのお知らせ

受 付

赤味噌、白味噌、玉ねぎ、りんご酢を組み合わせ
ることで様々な健康効果が期待できるといわれてい
る｢長生きみそ汁｣を、一緒に楽しく作りませんか。

こんなとき

7月10日(水) 午前９時30分〜正午
町文化センター ｢実習創作室｣
町民 ※先着20名
ごはん、長生きみそ汁、長生きみそ玉
を活用した料理２品
◆持 ち 物 エプロン、三角巾
◆参 加 費 100円 ※当日集金します。
◆申込締切 ６月26日(水)
町食生活改善推進員会
☎75ー5356

医者が治療上必要と認めたコルセット
・保険証 ・印鑑 ・世帯主の通帳 ・領収書
などの補装具代がかかったとき
・医師の同意書 ・個人番号のわかるもの
はり・きゅう、マッサージなどの施術 ・顔写真付きの身分証明書
をうけたとき(医者の同意が必要)
骨折やねんざなどで国保を扱っていな ・保険証 ・印鑑 ・世帯主の通帳 ・明細がわかる領収書
・個人番号のわかるもの ・顔写真付きの身分証明書
い柔道整復師の施術を受けたとき

須藤

藤崎町シルバー人材センター
会員募集のお知らせ

※医療費などを支払った日の翌日から２年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
※医療処置が適切であったか審査しますので、申請から支給まで３か月以上かかります。
審査の結果、支給されない場合もあります。
※医療機関等にかかったときは必ず領収書をもらい、大切に保管しましょう。

藤崎町シルバー人材センターでは、一緒に働く
会員を募集しています。

■お問合せ

◆募集要件 町在住で次のすべてに該当する方
○原則60歳以上の健康で働く意欲のある方
○普通自動車免許及び移動用の自動車を所有し
ている方
○雑草等の刈払作業等に対応できる方
(刈払機は各自持参となります)

「ねんきんネット」をご利用ください
日本年金機構では、年金加入者の方や受給されている方が、インターネットを通じていつでも手軽
に自分の年金記録を確認できる「ねんきんネット」サービスを行っています。
自宅のパソコンのほか、スマートフォンでも利用することができますので、ぜひご利用ください。

◆「ねんきんネット」サービスとは
○24時間いつでも最新の年金記録を確認することができます。
○記録がわかりやすく表示され、「もれ」や「誤り」を簡単に発見することができます。
○将来の年金見込額を自分で試算することができます。
○国民年金保険料の口座振替の申込みなどの各種届書(一部)を簡単に作成することができます。

■申込・お問合せ
藤崎町シルバー人材センター
(藤崎町社会福祉協議会内) 65−2056

■お問合せ
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福祉課健康係

2019．
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○福島町内会

三浦
三浦

久子
すみ子

■お問合せ

福祉課健康係

88−8197

88−8179

■お問合せ

ねんきんネット専用ダイヤル
弘前年金事務所国民年金課

0570−058−555
27ー1339

広報ふじさき有料広告

７月１２日(金)・１９日(金)
【傾聴サロン おしゃべり&オレンジカフェ】
●時 間 13:00〜15:00
●場 所 (12日）藤崎老人福祉センター
(19日）常盤老人福祉センター

住民課国保年金係

国 民 年 金のお知らせ

◆年 会 費 2,000円(保険料含む)
◆報
酬 作業内容に応じて支給されます。
◆そ の 他 作業内容や、申込に必要な書類につ
いてはお問合せください。

広報ふじさき５月号でお知らせした健康推進員に
ついて、次の方が新たに健康推進員となりました。

・保険証 ・印鑑 ・世帯主の通帳 ・個人番号のわかるもの
・診療内容の明細書と領収明細書(日本語の翻訳文が必要)
・パスポートなどの海外への渡航期間がわかるもの
・海外の医療機関等に照会する同意書
・顔写真付きの身分証明書

海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会より

健康推進員について

・保険証 ・印鑑 ・世帯主の通帳 ・個人番号のわかるもの
・顔写真付きの身分証明書 ・医師の診断書又は意見書
・輸血用生血液受領証明書 ・血液提供者の領収書

手術などで輸血に用いた生血代
(医者が必要と認めた場合）

ஜᐽ⋧⺣
７月３日(水)・１７日(水)【こころの健康相談】
●時 間 9:00〜12:00
●場 所 (３日）常盤老人福祉センター
(17日）藤崎老人福祉センター

持参するもの

不慮の事故や旅先で急病になり、保険 ・保険証 ・印鑑 ・領収書 ・診療内容の明細書 ・世帯主の通帳
・個人番号のわかるもの ・顔写真付きの身分証明書
証を持たずに診療を受けたとき

◆日
時
◆場
所
◆対
象
◆メニュー

■申込・お問合せ

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、住民課国保年金係へ申請し、審査
で決定されると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

88−8197
広報ふじさき 2019．6
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藤崎町図書館
大夢

☆定期おはなし会

○「超図解野菜の生育診断＆回復ワザ」 家の光協会‖出版
○「野菜とハーブの水耕栽培」
北条 雅章‖監修
○「もののふの国」
天野 純希‖著
○「去にし時よりの訪人」
蓮生 あまね‖著
○「シーソーモンスター」
伊坂 幸太郎‖著
○「オバペディア」
田丸 雅智‖著
○「焼跡の二十面相」
辻 真先‖著
○「白昼夢の森の少女」
恒川 光太郎‖著
○「偽りの春」
降田 天‖著
○「美しい顔」
北条 裕子‖著
○「ゆりかごに聞く」
まさき としか‖著
○「エンドオブスカイ」
雪乃 紗衣‖著
○「三つ編み」
レティシア・コロンバニ‖著
○「声の物語」
クリスティーナ・ダルチャー‖著
○「自治会・町内会お悩み解決実践ブック」 水津 陽子‖著
○「夫婦ってなんだ？」
トミヤマ ユキコ‖著
○「図解山の幸・海の幸 薬効・薬膳事典」池上 文雄‖著
○「日陰をいかす四季の庭づくり」
宇田川 佳子‖監修

☆児童図書
○「ねむねむごろん」
たなか しん‖作・絵
○「ウィリアム・モリス123」
東京書店‖出版
○「はたけのごちそうなーんだ？くだもの」すずき もも‖作
○「おーい、こちら灯台」 ソフィー・ブラッコール‖さく
○「あれあれあれれ」
つちだ のぶこ‖作
○「すだつ きたのかわせみ」
手島 圭三郎‖絵・文
○「しまうまのたんけん」
トビイ ルツ‖作・絵
○「2030年のハローワーク」
図子 慧‖著

ときわっ子本の会

(ストーリーテリング)でお話します。
象

６月23日(日) 午前10時〜午前11時30分
常盤生涯学習文化会館「多目的ホール｣

架空請求のいろいろな手口について
青森県金融広報アドバイザー 中田 鶴子 氏
無料
◆募集定員 先着30名
◆申込締切 ６月17日(月)

おはなしの内容を覚えて、語り聞かせる手法
○対

時
所

◆内
容
◆講
師
◆参 加 費

テーマ：「おはなしさんぽでたのしいであい」

小学生、その他おはなしの好きな方
※始まりの時間に間に合わないと中に入れま
せんので、開始時間前までにお越しください。

☆定例おはなし会「おはなしのとびら」

園芸講座

○い
つ ６月15日(土) 午前10時〜午前11時
○ど こ で 藤崎町図書館 児童室 よいこのくに
○おはなし わっこの会
テーマ：ピンポーン♪おとどけものでーす！！
『しとしと あめのおくりもの』
・
「しずくのぼうけん」
・
「あめのもりのおくりもの」ほか
○対
象 幼児・児童（保護者含む）
※どなたでも参加できます。
どうぞお気軽にお越しください。

◆日
◆場

時
所

〜可愛らしい多肉植物の寄せ植えを楽しもう〜
７月６日(土) 午後１時30分〜午後３時
常盤生涯学習文化会館「多目的ホール」

◆講
師 花のある暮らしＶiola 桜庭 るみ子 氏
◆参 加 費 1,500円(材料費）
◆募集定員 先着20名
◆持 ち 物 作業用手袋、ピンセット、カレースプーン
（土を入れるときに使います）
持ち帰り用の袋(レジ袋などの大きさ）
◆申込締切 ６月21日(金)
■申込・お問合せ 常盤生涯学習文化会館 ☎65−3100
町文化センター
☎75−3311
◎参加費を添えて申込みしてください。なお、締切後のキャンセルは返金できません。

◎６月は環境月間です。
〜読書で育む、環境にやさしいこころ〜

■申込・お問合せ

６月から８月の毎週水曜日は、図書館の開館時間が
午後６時になります。

６ 月

５日・12日・19日・26日

７ 月

３日・10日・17日・24日

８ 月

７日・14日・21日・28日

20

10

16

30

紫

߷௶

四月例句会 入選作品抄
一｢流﹂植｢える﹂永｢遠﹂水｢﹂
題

福井 朗風
一流になって田舎の母を呼び
紫陽花を植えて雨の日好きになる
故郷の水で渇きを潤そう

野呂 文坊
昭和史に植えた思想の黒い影
永遠のテーマ地球の平和論
機械化で消えて久しい田植唄

結城

成田 波麻
一流の書で引き締まる新元号
健やかに記念樹天を突いて立つ
永遠の別れ後悔ばかり有り

新谷

老いて観る立志に植えた菩提の樹
化粧する妻の手動き超一流
夢でした死ぬまで一緒は誘いごと

福井 藤人
三億円大間の海のクロマグロ
鉢植えで都会の隅に咲かす花
風波をたてて喜ぶ猿がいる

小林ちょちょじ

家のローン永遠に思う長い道
永遠の愛律儀に守って子多し
一生をたった一行買う戒名

木村 羊川
星三つあげたい母は名コック
鎮魂の記念樹海を見下ろして

逝きてなおひばりのさえずり高い空

小笠原みなみ

待ちわびた岩木山の雪形田水引く
永遠と虚しい言葉言わないで
ふる里の滝水やさしい味がする

田中さち子
父の背を追い続けたら篤農家
秘密基地十五のままで止まってる
水溜まり本音隠して飛び越える

彼句吾

清水 川魚
永遠の愛も三年目で別れ
滝に身を打たせ修行の手を合わせ
大砂漠ラクダと水に命賭け

紫

65

⾗ᢱ㙚㮞㮵㮧㲆㯊ડ↹ዷ

38

◎夏季開館時間延長のお知らせ

常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100、町文化センター ☎75ー3311
あすか美術クラブ会員展
同時開催﹁中畑 光昭 水墨画展﹂
◆開催期間
６月７日 金( 〜) 日 日( )
午前９時〜午後４時 分
最(終日は午後３時まで︶
◆入 館 料 無料
◆休 館 日 ６月 日 月(︶

６月の環境月間中、本を借りた方に絶滅動物の
シールをプレゼントします。また、緑のカーテン用
に風船かずらの種を差し上げます。どちらも数に限
りがございますので、お早めにお越しください。

佐々木トミヱ
小春日に植えたエンドウ名残り雪
水浴びす鼻水たれても孫やめぬ
昭和平成令和と夢つなぐ

﹁投句﹂

愛という字はえいえんと読むのです

のどか

誓った昔仕舞ったまんま内ポッケ

最高点句

鬼嫁
軽い口信用得られぬ言わぬが花

出席者全員選
題﹁軽い﹂

福井 藤人
考えを変えれば荷物軽くなる

田中さち子
子の帰省包丁の音軽やかに

2019．6 広報ふじさき

○おはなし

毎週水曜日の開館時間：午前９時〜午後６時

３日(月)・１
０日(月)・１７日(月)・２４日(月)・２８日(金)
※６月２８日(金)は図書整理休館日です。
※休館日に図書を返却する場合は、正面玄関脇の返却
ポストをご利用ください。

13

◆日
◆場

○ど こ で 常盤生涯学習文化会館 児童室

■会場・お問合せ
常盤ふるさと資料館あすか
☎ ー４５６７

◎藤崎町図書館 大夢 休館日のお知らせ
☆６月の休館日

午前10時〜午前10時45分

ㅍᄢቇ㮧㯥㯊㮦⍮㯥㮷

※都合により、一部納期が遅れることがあります。

騙されないで！あなたを狙う特殊詐欺

６月８日(土)

放送大学はテレビ等の放送や
インターネットを利用して授業
を行う通信制の大学です︒
働きながら学んで大学を卒業
したい︑学びを楽しみたいなど︑
様々な目的で幅広い世代︑職業
の方が学んでいます︒
資料を無料で差し上げますの
で︑希望する方はお問合せ先に
連絡するか放送大学ホームペー
をご
ジ (https://www.ouj.ac.jp/)
覧ください︒
◆出願期間 ９月 日 金( )

○「大学的青森ガイド」 弘前大学人文社会科学部‖編
○「歩き続ける力」
三浦 雄一郎‖著
○「津軽こぎん刺し図案集」
佐藤 陽子‖著
ほか

つ

■お問合せ
放送大学青森学習センター
☎ ー０５００

☆郷土

○い

↢ᶦቇ⠌㮼㯤㯦

◎最新着図書
☆一般図書

㧸Q
㧜㧞㧢

藤崎いきいき生活大学のお知らせ

☎ 75−2288

㯑㯨㮞㮠㰼㯷㰨

としょかんだより

柳
社

広報ふじさき 2019．6
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役場75−3111

上下水道課75−6025

教育委員会69−5010

第 回町民体育大会
野球競技を開催します

◆日
時
６月

開会式 ７時 分〜

所

※雨天中止

◆場

30 23

日 日( )

藤崎アップル球場・ライフ

平(川市切明
ー１

16

時

７月 日 月(・祝 午
) 前９時 分
場 びわの平ゴルフ倶楽部

15

◆日

◆会

◆競技方法

30

)

Ｗペリア他ローカルルール適用

町民又は町内に勤務している方

◆参加資格

◆参加料 ２０００円

◆申込方法

申込用紙に必要事項を記入の

日 火(︶

上︑スポーツプラザ藤崎又は常

◆申込締切 ６月

◆参加資格
盤生涯学習文化会館に提出して
町民又は町内に勤務している方︑ ください︒

用

町出身の方及びその関係者

◆費

労働保険徴収室
☎０１７ー７３４ー４１４５

フジロックフェスタ！
の参加者を募集します

﹁フジフェス！﹂事務局では︑

出演者・出店者・運営スタッフ

を募集しています︒みんなで一

緒に ふ｢んちゃぎ の｣夏を盛り上
げませんか︒

2019．6 広報ふじさき

コート平川 野(球場 )
トーナメント方式

田

ス

※この欄に載せたくない方は、届出の時に窓口に申し出てください。

15

◆競技方法

き(84)

◆開催予定日等

た

■お問合せ

枝

○ プレー代 ビ(ジター １
) １０００円

小

沢

中学生以上の町民

矢

10

18

１
５

グランプリと準グランプリの 店舗をご紹介します！

信 夫(90)

神

亀

◆参加資格

中野目

◆チーム編成

ゲ(87)

９月１日 日( )午前 時〜
町文化センター︑町役場駐車場

シ

藤崎ボウリング協会
葛西 ☎ ー２９２２
三好 ☎ ０９０ ー５５９４ ー５４５９

村

セ(ルフ・乗用カート・昼食・
ドリンク付︶

木

※キャディ希望の方は︑申込み

西中野目

名以内

髙 木 國 明(73)

監督１名︑選手

榊

日 金( )

つ(93)

６月

り

◆申込締切

澤

バンド︑楽器演奏︑演芸など

石

65

◆出演者の募集

木

時にお知らせください︒

水

◆組合せ抽選

宮 川 定 輝(78)

演目のジャンルや年齢・経験は

葛 野

５０００円

三 上 文 夫(85)

○参加費

常 盤

問いません︒なお︑応募者多数

中野目

労働保険年度更新の
お知らせ

勝 (91)

６月 日 水( )午後６時 分
スポーツプラザ藤崎 会｢議室 ｣

工 藤

の場合は審査を行います︒

朝日町

〜ふじワングランプリ２０１８特別企画〜

お知らせ

常盤ふるさと資料館あすか65−4567

14 17

30

労働保険年度更新及び一般拠

奈良岡 昭 範(86)

19

賞(品代︑懇親会費含む )
◆表彰式・懇親会 町文化センター

福 島

30

◆申込方法

小 野 麗 子(89)

日 日(︶

柏木堰

６月

吉 野 昌 子(79)

出金申告納付の手続きの時期と

徳 下

※プレー終了後︑午後６時予定

前年比
＋18
ー１
＋21

鈴 木 芳 松(91)

参加申込書に必要事項を記入

４月中
件数 230件
死者 ２人
傷者 267人

(４月30日現在)
年間累計 前年比
931件 ＋40
12人 ー４
1,126人 ＋38

水 木

◆出店者の募集

県内の交通事故概況

〜お悔やみ申しあげます〜

◆募集締切

第１期

なりました︒労働保険年度更新

●町県民税

28

とは︑労働者を使用している事

納期限は７月１日(月)です

◆申込締切 ６月 日 金( )
の上︑行政連絡員又はスポーツ
プ ラ ザ 藤 崎 に 提 出 し て く だ さ い ︒ ※新規会員を募集中です︒

ら

來(大助)

業主の方から︑前年度の確定保

い

いつでも入会できます︒

あ

参加申込書等は︑スポーツプラ

新 岡 愛

み

険料と新年度の概算保険料を申

藤 越

や

ザ藤崎に備え付けているほか︑

彩 弥(陵)

スポーツプラザ藤崎75−3323

飲食やクラフト品の販売・
ワークショップ︑フリーマー
ケットの出店
※先着順︑随時募集

浦

■申込・お問合せ

三

下

行政連絡員に送付しています︒

徳

あ

(明生)

桜

◆運営スタッフの募集

濱 本

告・納付していただくものです︒

６月の町税等の納期

朝日町

スポーツプラザ藤崎

凛 華(脩勢)

地域の盛り上げやイベント運

浦

申告手続は電子証明書を取得

三

営に興味のある方は︑ぜひボラ

小学校通り

さくら

75

75

することで︑パソコンから電子

梨 央(大幸)

か

ンティアスタッフとしてご参加

田

ん

詳細は最寄の労働基準監督署

山

)内保護者
り

申請することもできます︒

榊

お

ください︒※随時募集

り

又は青森労働局総務部労働保険

＋２

■申込・お問合せ

〜お誕生おめでとうございます〜
(

藤崎をロックに奮わす会 佐藤

世帯

ー31

☎ ー２２１７

合計

ー18

検索

女

４月 届 出 分

ー13

フジロックフェスタ！藤崎町

7,051人
8,002人
15,053人
6,049世帯

人口 男

戸 籍 の 窓

前月比

徴収室にお問合せください︒

４月30日現在

◆申告・納付期限 ７月 日 水( )

10

町の人口と世帯数

ー３３２３

分

30
■お問合せ

■お役立ちメモ
○購入するときはハリがあり、さやの先までピンと
張っているものを選びましょう。
○細く、すらりと伸びたものが柔らかく美味しいです。
太いものは育ちすぎて、筋が硬い場合があります。

11

青森労働局総務部

■さやいんげんの栄養ポイント
抗酸化作用のあるカロテンを多く含み、がんや
老化の原因となる活性酸素の増加を抑えてくれま
す。カロテンは脂溶性のため、油脂と一緒に調理
しましょう。吸収がグンと良くなります。

ー１︶

エネルギー 55kcal
食塩相当量 0.5g

22

☎

少々

町民ボウリング大会を
開催します

こしょう

時

小さじ１

◆日

しょうゆ

６月 日 土(︶午後７時
午後７時

８ｇ

※受付

バター

朝日フォーラム

１かけ

◆会 場

にんにく

■申込・お問合せ

さやいんげん 100g

弘(前市高田５ー

①さやいんげんのへたと筋を取り、
下ゆでし、食べやすい大きさに切る。
②にんにくは包丁の背で粗くつぶす。
③フライパンにバターを熱し、②を
加えて炒める。
④③が色づいてきたら、①を加えて
全体に油が回るように炒める。
⑤しょうゆを加え、さっと強火で炒
める。
⑥火を止め、こしょうをかける。

75

スポーツプラザ藤崎

■作り方

■材料 ( ２人分 )

１
５

ー３３２３

「 さやいんげんのガーリックソテー 」

常盤生涯学習文化会館65−3100

☎

福祉課健康係
88ー8197

町文化センター75−3311

第 回藤崎町民ゴルフ
大会を開催します

■お問合せ

ずーむ館75−2288

ゴルファーの親睦を深めるコ
ンペです︒お仲間を誘い合って
ご参加ください︒

ふじさキッチン

１日３食、野菜を食べよう！
にく
のにん
品
産
町特
に！！
と一 緒

常盤出張所65−2111

藤崎のきな粉ぷりん

みそチャーシューめん

320円(税込)

900円(税込)

エ(96)

グランプリ！きくち覚誠堂
藤崎町大字藤崎字村岡51 75−2234
独創的なお菓子を揃えて、ご来店を心よりお待ちしています。
※本記事は、ふじワングランプリ2018のグランプリ及び準グランプリ
の店舗特別企画として掲載します。

準グランプリ！幡龍藤崎店
藤崎町大字矢沢字福富76−１ 75−9190
国道７号沿い、真っ赤な看板が目印！｢五目あんかけ焼きそば｣
や｢担々麺｣など人気商品盛りだくさん!
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広報ふじさきに関するご意見・ご要望は、経営戦略課企画調整係までお寄せください。
■編集・発行 藤崎町経営戦略課企画調整係 〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
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