広報

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

藤の花と岩木山
唐糸御前史跡公園の藤の花

No.183

の楽しみ方

ラヴァーズ

藤崎を愛する人々｢ふじさきLOVERS｣のテイクアウトプロジェクト

町民の
皆さん

藤崎の美味しさを持ち帰ってＳＮＳに投稿しよう！
ハッシュタグ｢＃藤崎エー
ル飯」でお店とメニュー
を確認。

飲食店の
皆さん

藤崎のお店でテイクア
ウト商品を購入。

｢＃藤崎エール飯｣をつけ
てＳＮＳに投稿。

事務局に掲載依頼
お店のメニューから
テイクアウトできる
ものを考え、テイク
アウト商品のメニュ
ー表を作成。

メニュー表と商品
の写真を撮影。購
入する方の参考に
なります。

テイクアウト可能店舗のチェックは
こちらから！

｢#藤崎エール飯｣公式ＳＮＳ

・｢＃藤崎エール飯｣をつけて
ＳＮＳに投稿。
・お客さんの投稿をシェア
してＰＲ。

町ホームページ
(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)

【Instagram】

【facebook】

藤崎エール飯って？

新型コロナウイルス感染

症の拡大により不要不急の

外出が自粛され︑町内の飲

食店は大きな影響を受けて

います︒

＃
｢ ハ( ッ シ ュ タ グ 藤) 崎

エール飯 プ
｣ ロジェクトは︑
そのような飲食店を テ
｢ イク

アウト の
｣ 形で支援するもの
です︒テイクアウトで藤崎

い︑テイクアウトのサービ

スを利用してもらうことで︑

飲食店の皆さんを応援する

ことができます︒

＃
｢ 藤崎エール飯 の
｣ 公式
ＳＮＳや町ホームページで︑

町内のテイクアウト可能な

お店を随時紹介していくの

で︑ぜひチェックしてくだ

さい︒みんなで藤崎町の 美
｢
味しい を
｣ 町内外に拡散しま

しょう！

注意すること

町の美味しいお店の味を家

んか︒

約をした後は︑マスクをし

にいながら楽しんでみませ

この ＃
｢ エール飯 プ
｣ロ
ジェクトは︑大分県別府市

て少人数で取りに行くなど

電話でテイクアウトの予

から始まり︑現在全国の自

感染予防に努めましょう︒

また︑これからの季節は

気温が高くなり︑食中毒が

起こりやすくなります︒購

治体や団体等で広がってい

るプロジェクトです︒

どんなことをするの？

入した後常温で放置せず︑
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☎75ー2370

町内の飲食店から︑メ
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藤崎町商工会

すぐ食べるようにするなど

■お問合せ

十分注意しましょう︒

会を楽しみにしていた皆さんには大変申し訳ありませんが、安全安心を最優先に考
えての決定ですので、ご理解くださるようお願いします。また、来年度以降の津軽
花火大会には変わらぬご支援、ご協力をよろしくお願いします。

ニュー表や写真などの情報

「第51回津軽花火大会」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、開
催を中止することとしました。これまで大会を盛り上げてくださった皆さん及び大

感染拡大に
注意して
楽しもう！

を集め︑集まった情報をＳ

｢第51回津軽花火大会｣中止のお知らせ

ＮＳや町ホームページで発

経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258

信します︒情報発信するこ

■お問合せ

とで︑多くの皆さんに町内

※ＳＮＳやホームページに掲載さ
れていなくてもテイクアウト等
を行っているお店があります。

「藤崎エール飯」
で
検索してください！

のお店の情報を知ってもら

【twitter】
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Town Topics
令和３年度採用

藤崎町職員採用試験案内

120万人目おめでとうございます
５
14
場所：社会福祉協議会会長室

町の社会福祉のために
４
20
場所：西とよだ歯科医院

西豊田温泉の利用者が120万人を達成し、120万人
目の利用者となった町内在住の工藤 順悦さんに町特
産品等の記念品が贈呈されました。工藤さんは｢西豊
田温泉には週２回程母と一緒に通っており、普段の生
活に欠かせない。今後も通いたい｣と話していました。

町内で歯科医院を営む佐藤 芳朗さん(仲町)が、町
社会福祉協議会に寄附金を贈りました。佐藤さん
は｢町の社会福祉のために使ってもらえたら嬉しい。
社会貢献のため、寄附は今後も続けていきたい」と
話していました。寄附金は、町社会福祉協議会の
様々な事業に使われる予定です。

◆募集内容
種

類

採用予定人員

行
政
職
(高校卒業程度)
保

健

若干名

１名

師

受

験

資

格

平成11年４月２日〜平成15年４月１日に生まれた者
平成３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３年３月までに保健師資格取得見込みの者

※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。
◆採 用 日 令和３年４月１日
◆試験日等
○１次試験場所
○１次試験日 ９月20日(日)
※２次試験の詳細は１次試験合格者に通知します。

青森市内(予定）

○試験科目
科

目

出題数等

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

行

政

教養試験

専門試験

出

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

能力、行動・性格の検査

◆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27日(月) ※必着
◆給与・勤務条件等
○初任給 行政職 150,600円（令和３年３月高校卒業の場合）
保健師 212,600円（令和３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、改定することがあります。
○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。
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晴天の中でおはなし会
５
９
場所：ときわ西口広場公園

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

◆受験申込書 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】、
84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・お問合せ

婦人会よりマスクが
寄附されました

〒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

（町社会福祉協議会にて）

ときわ西口広場公園で｢おはなしつくしんぼ｣が開
催されました。当日は、感染症対策を徹底しながら
読書ボランティアわっこの会(会長 岩谷 眞佐子)と草
影座による読み聞かせが行われました。訪れた人た
ちは、紙芝居や大型布絵本など個性豊かなおはなし
の世界を楽しんでいました。

〜表紙の説明〜
（さんふじにて）

町婦人会(会長 髙木アツ子)が、新型コロナ
ウイルス感染予防のため、町社会福祉協議会
と特別養護老人ホームさんふじに手作りマス
クを寄附しました。寄附されたマスクは、婦
人会の会員が約１週間かけて手作りしたもの
で、さんふじへ150枚、町社会福祉協議会へ
130枚贈られました。
髙木会長は｢浴衣やエプロンを再利用して
作った。何か力になれればと思い寄附をし
た｣と話していました。寄附されたマスクは、
さんふじの利用者や、町内の１人暮らしの高
齢者の方々等に配布されます。

５月下旬、唐糸御
前史跡公園の藤の花
が見頃を迎えていま
した。藤は、蝶の
形をした小さな花を
多くつけ、長く垂れ
下がるのが特徴です。
唐糸御前史跡公園
では淡い紫色のほか、
ピンクや白の花が株
いっぱいに咲いてい
ました。
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新型コロナウイルス

特別定額給付金(国民一律10万円給付金)の申請手続きはお済みですか?

子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、
児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、対象児童１人につき１万円を支給します。
対象児童に係る令和２年４月分(３月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者
※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童１人につき月額５,000円の支給を
受けている受給者は、支給の対象外です。
◆対象児童 児童手当(本則給付)の令和２年４月分の対象となる児童(３月分の対象となる児童含む)
※平成16年４月２日から令和２年３月31日までに生まれた児童が対象
◆支 給 額 対象児童１人につき１万円
◆申請及び支給方法
【公務員以外の方】
○公務員以外の支給対象者の方は、申請不要です。
※支給対象者へは、５月中〜下旬に郵送にて制度の案内等についてお知らせしています。
○児童手当登録銀行口座等へ振り込みます。
※６月上〜中旬の振り込みを予定しています。制度の案内等とは別に郵送にて支給日を通知します。
※資格喪失により、令和２年６月より前に児童手当が支給された場合は、その振込口座へ振り込みます。
【公務員の方】
○公務員の支給対象者の方は、所属庁から申請書が配布されますので、支給対象者である証明を
受けてから、住民課子育て支援係へ提出してください。
※申請期間は、令和２年６月１日(月)〜令和２年９月30日(水)です。
※休日を除く水曜日は、午後６時30分まで受け付けします。
○申請書に記載のあった銀行口座等へ随時振り込みします。
◆支給対象者

■お問合せ

住民課子育て支援係

感染症対策事業
町では特別定額給付金の申請を受付しています。まだ申請をされていない方は、早めに申請してくだ
さるようお願いします。

◆申請期限 ８月６日(木)まで

※申請書はすでに世帯主様宛に郵送されています。

｢相談窓口｣の移動について
役場１階ロビーに設置していた、新型コロナウイルスに関する「相談窓口」が福祉課に移動になりま
した。新型コロナウイルス感染症に関連した事柄であれば、専門窓口を案内するなど対応します。今
後もお気軽にご相談ください。
■お問合せ 福祉課福祉係 ☎88−8195

町内事業者向け支援のお知らせ
町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている町内事業者に対し、次の支援を行っています。

藤崎町飲食業者緊急対策支援金給付事業
◆支援内容 町内の飲食業者に対し、事業継続のための緊急対策支援金を給付します。
◆給 付 額 20万円(１回限り)
◆対象事業者 次の要件全てに該当する事業者
・令和２年１月31日までに町内で飲食店を開業し、営業実態がある飲食業者であること
※｢飲食業者｣とは、日本標準産業分類に掲げる飲食店に該当する業種を営む事業者
・支援金受領後も事業活動を継続する意思があること
・令和２年２月以降のいずれかの月売上高が、前年同月比で30％以上減少していること

☎88ー8184

藤崎町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付金事業

特別定額給付金

10万円

こんな電話はサギ

を語る

サギに注意しましょう！

｢個人情報をおしえて｣ ｢口座番号は？｣ ｢暗証番号は？｣
｢通帳、キャッシュカードを預かります｣
｢給付金をもらう手続に、今すぐＡＴＭへ行って｣

ダマされないで！
市町村や総務省などが｢特別定額給付金｣を給付するために
・ＡＴＭの操作をお願いすることは、絶対ありません。
・手数料等の振込みを求めることは、絶対ありません。
※｢特別定額給付金｣(10万円)に関して不審な電話やメールが
きたら、まず町役場や警察に連絡をお願いします。

■お問合せ
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藤崎町
☎75ー3111
弘前警察署 ☎32ー0111(又は警察相談専用電話｢♯9110｣)

◆支援内容 町内の事業者に対し、国による持続化給付金の給付を受けて、なお不足する額に対して上
乗せして、事業の維持・継続のための給付金を給付します。
◆給 付 額

国給付金で算定した収入減少分から国給付金の額を差し引いた額
※法人等20万円、個人事業者等10万円を上限とします。
(例)法人の場合 収入減少分150万円ー国給付額150万円…町給付額０円
収入減少分250万円ー国給付額200万円…町給付額20万円(上限)
◆対象事業者 次の要件全てに該当する事業者
○町内に事業所を有し、営業実態がある事業者
○国給付金の支給を受けた事業者

藤崎町新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金事業
◆支援内容 町内の事業者に対し、県による休業要請等の協力金に上乗せして、事業の維持・継続のた
めの協力金を給付します。
◆支 給 額 一律５万円
◆対象事業者 次の要件全てに該当する事業者
○町内に事業所を有し、営業実態がある事業者
○県協力金の支給を受けた事業者
【共通事項】
◆申請方法 ※原則郵送
各事業の詳細や申請書類等については、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)を
ご確認ください。
■お問合せ 経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258
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自動車税種別割の納付はお早めに

６月１日から窓口延長(毎週水曜日)の
業務内容が変更になります

県では、６月上旬に自動車税種別割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。

○戸籍届出(出生届・婚姻届・離婚届・養子縁組届等)は、審査は行わず、受領のみとなります。

◆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 ○全国のコンビニエンスストア・ＭＭＫ(マルチメディアキオスク)設置店
○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種別割を納付できます。(手数料が300円(税別)かかります。)
◆納 期 限 ６月30日(火)
◆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)の際に使用しますので、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、自動車税(環境性
能割・種別割)が非課税となる場合があります。
○新型コロナウイルス感染症の影響で納税にお困りの方は、徴収の猶予を受ける制度があ
ります。
■お問合せ 中南地域県民局県税部納税管理課 32ー4341

○住民異動届(転入・転出・転居・世帯主変更等)は、取扱いしません。
上記の届出があった場合、他市町村への問合せが必要な場合が多くありますが、窓口延
長の時間に他市町村が閉庁していて問合せができず、審査が十分にできないことが多いこ
とにより、変更するものです。ご理解くださるようお願いします。
■お問合せ

住民課住民係

☎88ー8163

皆さんのご意見をまちづくりに反映します！

各種審議会・協議会等の委員を募集します
町では、町民の皆さんの様々な意見を反映し、行政と町民が一体となった参画と協働による
まちづくりを進めていくために、各種審議会及び協議会の委員を公募します。

総合計画審議会

２名募集

税務職員を募集します

｢藤崎町総合計画基本計画｣の施策等に関し、調査審議するものです。(年２回程度開催）
■担当・お問合せ 経営戦略課企画調整係 88ー8258

商工業振興審議会

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。

２名募集

地域経済及び産業基盤の活性化を図るため、商工業振興の施策等に関し、調査審議するものです。
※特に商工業行政や商工会業務に携わったことのある方又は商工業に従事している方が対象です。
(年２回程度開催)
■担当・お問合せ 経営戦略課企画調整係 88ー8258

都市計画審議会

①令和２年４月１日において高校卒
業後３年を経過していない者及び
令和３年３月までに高校を卒業す
る見込の者
②人事院が①に掲げる者に準ずると
認める者
◆受付期間 ６月22日(月)〜７月１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６日(日)

１名募集

１名募集

町の農業の基本的な方向を策定するため、町長の諮問に応じ、農業振興の施策等に関し調査審議する
ものです。(年２回程度開催)
■担当・お問合せ 農政課農政係 88−8273
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◆任
期 ２年
（令和２年８月１日からの２年間）
◆報
酬 各審議会及び協議会の出席ごとに4,900円
◆募集要件(次の要件をすべて満たす方)
○令和２年８月１日現在で、町に住所を有する20歳以上の方
○委員として参画する意欲があり、会議に出席できる方(会議は平日の日中に開催予定)
○国会議員、地方公共団体の議員及び公務員(会計年度任用職員を含む)でない方
○町の他の附属機関の公募による委員となっていない方
◆応募方法 担当課に備え付けている応募用紙に必要事項を記入の上、担当課まで提出してください。
応募用紙は町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からもダウンロードできます。
◆応募締切 ６月26日(金）
◆選考方法 提出された書類等をもとに決定します。選考結果は応募者全員にお知らせします。

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。

◆受験資格

町が定めようとする都市計画案のほか、町長の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査・審議
するものです。(年２回程度開催)
■担当・お問合せ 建設課建設係 88−8285

農政審議会

情報公開制度についてのお知らせ

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

■請求先・お問合せ

村 塗 装

その他にも各種仕上材

総務課行政係

☎88ー8293

塗り替えは第二のマイホームづくりです。

旭硝子 フッ素塗装(最高級塗料)登録施工店
光触媒

◆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
◆令和元年度開示請求及び公開状況
○請求件数 ４件
○決定内容 全部公開 ３件
一部公開 ０件
非 公 開 １件

認定番号

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

G0102015

お気軽にご相談ください。
弘前市代官町通り

１級技能士
２級技能士
２級建築施工技師

２名
２名
２名

広報ふじさき 2020．6
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「正しいペットの飼い方について」

今回の 津軽広域連合だより は、圏域８市町村の情報
に注目して、圏域８市町村と、いろいろなものを比べてク
イズ形式で紹介します。正解と思う数字を選んでチャレン
ジしてみてください。クイズの答えは一番下をチェック！

津軽
広域

〜大切なペットと長く幸せに暮らすために〜
最近、ペットの飼い方に関する苦情が、非常に多く寄せられるようになってきています。
飼い始めたその日から、ペットの命は飼い主にゆだねられます。大切なペットたちが、地域社会に受入
れられ、健康で幸せな生涯を送ることができるかは飼い主の努力にかかっています。

＼圏域８市町村クイズ／
圏域８市町村とは？

津軽広域連合(つがるこういきれんごう)を組織する、

犬の飼い主が守るべきこと

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
３市３町２村を合わせて｢圏域８市町村｣と呼んでいます。

Q１

農業についての問題です

８市町村でとれたお米の総収穫量と下の選択肢
のうち、近い重さのものはどれでしょうか？

Q２

①大型旅客機１００機
②大型旅客機２００機
③大型旅客機３００機
④大型旅客機４００機

Q３

ヒント
大型旅客機の重さ
は、1機３００トンと
します。

人口についての問題です

８市町村に住む人みんなで手をつないだ距離と、
弘前城(基点)から直線距離で下の都市を結んだ
距離のうち最も近い都市はどこでしょうか？
160㎝

◆吠え声が他人の迷惑にならないように注意しましょう
犬が頻繁に吠えると、周囲の人にとっては迷惑になります。吠える理由を見極めて原因から対処するこ
とが大切です。しつけの本を読んだり、訓練士などに相談して対処しましょう。また、高齢による認知障
害の夜泣きの場合は、獣医師に相談しましょう。

地理についての問題です

８市町村の合計面積と下の選択肢のうち、最も面積
が近い地域はどこでしょうか？
ヒント
８市町村の合計面積
は約1,598㎢です。

Q４

◆ふん尿の後始末は必ず行いましょう
排泄を家で済ませてから、散歩に出掛けるようにしましょう。屋外でふんをした場合
は、必ず持ち帰りましょう。犬小屋の周囲など、普段、犬がいる場所の排泄物はすぐに
片付けましょう。排泄物の放置は不衛生で、誰にとっても不快です。また、乾燥したふ
ん尿に含まれる病原体が空気中に漂い、感染症の原因にも繋がります。

①沖縄県
②香川県
③東京２３区
④群馬県

◆屋外に犬を連れて行くときは、必ずリードをつけましょう
犬の行動を制御できる人がリードを持ちましょう。普段はおとなしい犬でも、リードを放してしまうと
逃げたり、人に咬みつくことがあります。犬による咬傷事故のうち、98％が飼い犬によるものです。危害
を加えるおそれが高い犬を外に連れ出す場合には特に注意し、時間帯や場所にも配慮しましょう。

鉄道についての問題です

猫の飼い主が守るべきこと
圏域内を走る私鉄といえば「弘南鉄道」です。
弘南鉄道で現在も現役で走っている最も古い電車の
製造年は下の選択肢のうちどれでしょうか？
ヒント
下の写真のうちどち
らかが最も古い電車
です。

①昭和24年(1949年)
②昭和10年(1935年）
③大正12年(1923年）
④明治43年(1910年）

◆首輪や迷子札、マイクロチップをつけましょう
飼い猫だと分かるように、しっかりと所有明示(身元表示)をしましょう。たとえ室内飼い
であったとしても、開いた窓やドアからの脱走や突然の災害などで驚いて逃げてしまうこと
も考えられます。
◆不妊・去勢手術をして飼いましょう
｢手術をするのはかわいそう｣などの理由で不妊・去勢手術をしないでいると、飼い主の知らない間に子
猫が生まれることがあります。１頭のメス猫から子猫が生まれ、１年後には合計20頭以上に増えることも
あります。平成25年度に全国で殺処分された子猫は６万頭以上にのぼります。
世話をしきれなくなること(多頭飼育崩壊)は社会問題にもなっています。責任をもって世話ができる頭
数なのかをよく考えましょう。また、不妊・去勢手術は、病気の予防やストレス軽減のほか、オス同士の
争いやマーキング行為の減少にもなります。

※クイズの答えはP16にあります。

全ての飼い主が守るべきこと

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ほか、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。
津軽広域連合HP

広報ふじさき有料広告
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〜猫に多いトラブルを防ぐために〜

◆室内で飼いましょう
猫は室内で飼い、交通事故、争いによるケガ、感染症などの危険から守りましょう。ふん尿や、ゴミを
荒らす、鳴き声がうるさいなどの、猫による周囲の人への被害をなくすことは飼い主の責務です。猫を自
由に放して周囲に迷惑をかけることは、猫にとっても不幸なことになります。

ヒント
両手を広げた人の平均を1人あ
たり160cmとして計算してい
ます。８市町村の人口は令和２
年３月末または４月１日現在の
各市町村ホームページ掲載情
報等を参考に算出しています。

①仙台市(宮城県）
②福島市(福島県）
③宇都宮市(栃木県） ④新宿区(東京都）

〜犬に多いトラブルを防ぐために〜

〜動物愛護のために〜

動物を殴る・蹴る、戦わせるなどの行為や、心理的抑圧・恐怖を与えるなどの暴力行為のほか、健康管
理をしない・給餌をしない、排泄物を放置するなどの行為も虐待行為と見なされ犯罪として罰せられます。
(※令和２年６月１日より罰則が強化されました。)心当たりのある方は迷わず警察へ通報してください。
◯愛護動物のみだりな殺傷・・・５年以下の懲役又は、500万円以下の罰金
◯愛護動物の虐待・遺棄・・・・１年以下の懲役又は、100万円以下の罰金

☆ペットに関することでお困りの方は・・・
ペットの飼い方・しつけ方で悩んでいる飼い主の方や、ペットの鳴き声やふん尿の不始末など飼
い主のマナーに対する問題・苦情を抱えている方は、専門機関である｢青森県動物愛護センター｣へお
気軽にご相談ください。
◯青森県動物愛護センター
☎017−726−6100(青森市大字宮田字玉水119−１)
◯弘前相談窓口(弘前保健所内) ☎33−6664(弘前市大字下白銀14−２ 青森県弘前健康福祉庁舎２階)

広報ふじさき 2020．6
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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。
※新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、変更や中止となる場合があります。
ご了承ください。

ߔߎ߿߆ஜ⸻
７月９日(木)【１歳６か月児健診】
●対 象 個別に通知します。
●受 付 個別に通知します。
●場 所 ふれあいずーむ館
●持ち物 母子手帳、こどもノート、問診票
バスタオル、ミルクやおむつ等外出
時に必要なもの
７月３０日(木)【３歳児健診】
●対 象 個別に通知します。
●受 付 個別に通知します。
●場 所 ふれあいずーむ館
●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、こどもノート、
問診票、バスタオル等

ߔߎ߿߆⋧⺣
７月１５日(水)【母子健康相談】
◆個別相談 ※事前予約制
●対 象 妊婦・生後３か月以上の乳幼児
●時 間 午前中のみ開設
●場 所 町文化センター
●内 容 育児や発育発達について保健師や
栄養士との個別相談ができます。
●持ち物 健診時の持ち物と同じ
◆子育てママサロン ※予約不要
●時 間 10:00〜11:30
●場 所 町文化センター
●内 容 子供たちを遊ばせたり、子育て親子
同士の交流や情報交換ができます。

ஜᐽ⋧⺣
７月１日(水)・１５日(水)【こころの健康相談】
●時 間 9:00〜12:00
●場 所 (１日）常盤老人福祉センター
(15日）藤崎老人福祉センター
７月１０日(金)・１７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 (10日）藤崎老人福祉センター
(17日）常盤老人福祉センター
■お問合せ
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88−8197

こんにちは 国保係 です
消防だより
受 付

危険物取扱者保安講習の
日程が延期になりました
令和２年７月16日(木)に岩木文化センター｢あ
そべーる｣(賀田一丁目)で実施を予定していた危

◆療養費の支給について
次のような場合は、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、後日、国民健康保険
担当窓口へ申請することにより、保険適用分の費用から一部負担金を差し引いた額を療養費と
して支給します。
こんなとき

申請に必要なもの

険物保安講習の日程は、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大を防ぐため、９月以降に延期と
なりました。

不慮の事故や旅先で急病になり、保険証 ・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
を持たずに診療を受けたとき

受講に係る申請書の配布及び受付期間も延
期となります。日程が決まり次第、弘前地区消
防事務組合ホームページ(http://www.hirosakifd.

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）

jp/)に掲載します。
■お問合せ
○弘前消防本部予防課(弘前市大字本町２番地１)
32ー5104
○東消防署北分署(藤崎町大字藤崎字中豊田７番３)
☎75ー3333

｢津軽の名人・達人バンク｣
利用者募集のお知らせ
津軽広域連合の｢津軽の名人・達人バンク｣は、
学校・施設・団体・サークル・企業等の活動で講
師が必要なとき、目的に合わせて利用できるよう
に津軽地域の様々なジャンルの講師をまとめた名
簿を作成しています。
名簿はどなたでも自由に利用できますので、学
校行事や各種団体のイベントで登録講師を利用し
て楽しく学んでみませんか。
希望する講師を見つけたら、名簿に
掲載されている連絡先へ直接日程や
費用等をお問合せください。
※詳細は名簿に掲載しています。
津軽広域連合ホームページ(http://
tsugarukoiki.jp/)からダウンロード
できるほか、希望者に郵送もでき
ます。
◆指導内容 伝統工芸(こぎん刺し・津軽塗・金
（一例） 魚ねぷた等)、フラワーアート、ク
ラフト製作、健康づくりの指導等
◆そ の 他 自分の特技を講師として指導できる
｢名人・達人｣も募集しています。

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

医者が治療上必要と認めたコルセットな
・保険証 ・印鑑 ・世帯主の通帳 ・領収書
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を ・顔写真付きの身分証明書
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い ・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
柔道整復師の施術を受けたとき
・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)

※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、申請から支給までに最短で約２か月かかります。
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。
■お問合せ

住民課国保年金係

88−8179

◆利用方法

◆申込・お問合せ
津軽広域連合 総務課総務企画係 ☎31ー1201
(〒036ー8003 弘前市大字駅前町９番地20
ヒロロ３階)
Ｅメール：rengou@tsugarukoiki.jp

国 民 年 金のお知らせ
「ねんきんネット」でいつでも最新の年金記録が確認できます！
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
にご自身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。
ご自宅のパソコンのほかスマートフォンから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。
■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 2020．6
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としょかんだより

㧸Q
㧜㧠㧚

☎ 75−2288

りんごふじ誕生80年 ふじりんごふるさと応援大使
梅沢富美男劇団 藤崎町記念公演について

◎おはなし会中止のお知らせ

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、記念公演の開催等
について関係団体と協議しています。公演を心待ちにしている皆さんには大変申し
訳ありませんが、今しばらくお待ちくださるようよろしくお願いします。
なお、詳細が決まり次第皆さんにお知らせします。

■申込・お問合せ

母子手帳

○お問合せ

図書館・ブックスタート友の会
☎75ー2288

11

13

グループホームすごう
①募集人員 若干名(資格不問・夜勤は月４〜５回)
②勤務内容 入居者のお世話
③賃
金 基本給12万５千円〜(処遇加算２万円)

75

14

㮕ᑧᦼ㮖╙ ࿁↸᳃ᱠ㮯㮢ᄢળ
ᑧᦼ㯊㮦⍮㯥㮷

○持 ち 物

31

６月 日 日( に)開催を予定してい
ました 歩｢こう大会 は｣︑新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止
の た め ︑延 期 す る こ と と し ま し た ︒
新 し い 日 程は ︑決 ま り 次 第 ご 案 内
します︒

赤ちゃん)



職員募集

①募集人員 介護支援専門員１名(夜勤あり)
②勤務内容 ケアプランの作成・入居者のお世話
③賃
金 基本給17万円〜(処遇加算２万円)

その他夜勤手当・資格手当あり

その他夜勤手当・資格手当あり

④社会保険 各種保険あり
⑤面
接 ご連絡いただければ随時行います。

④社会保険 各種保険あり
⑤面
接 ご連絡いただければ随時行います。

☆お問合せ グループホームすごう 担当 三浦、石川

75ー3330

紫

߷௶

四月例句会 入選作品抄
題
ぽかぽか﹂ 新｢品﹂
｢
合｢図﹂ 緑｢﹂

波麻

田中さち子
子のぬり絵山の緑がはじけそう
春一番くしゃみ鼻水花粉症
詰め襟に長ズボンの子いとおしく

成田
春日差し眠気を誘う四畳半
咳払いそれが合図だ仲間内
雪囲い解けば緑の芽が光る

藤人

紫

清水 川魚
万札がいつもぎっしりあったかい
子は新車親は中古のまゝで老い
被爆地の平和緑をとりもどし

福井

生きるんだ五年日記買って来る

もう一本追加が欲しい咳払い
食欲のすゝまぬ母へキウリもみ

小笠原みなみ

佐々木トミヱ

新入生マスクの中は笑顔だよ
目で合図鈍った頭無反応
隠かな一日であれ朝のお茶

せな

おんぶされ背ポカポカに泣き笑い
演じる子合図通りに棒暗記
緑増す小松菜好む夫笑顔

小林ちょちょじ

目覚めれば新品の今日手にしてる
よーいドン全力疾走いつもビリ
新品のふりする女バツもある

野呂 文坊
新調の礼服悲しい喪主の席
開会の花火に躍動するねぶた
瞬きを合図にそっと輪を抜ける

木村 羊川
食べっぷり見て母親は安堵する
公園の桜引き立て松みどり
パレットで春の絵具が目を覚ます

福井 朗風
晩酌でぽかぽか少し温まり
寒げいこ寒さふっ飛び汗をかき
高所作業合図しっかり怪我は無し

高点句

佐々木トミヱ

2020．6 広報ふじさき

出席者全員選
題﹁萌え﹂

せせらぎ

細流の柳萌えるや風光る

15

小林ちょちょじ

萌え出ずる目覚の春や変声期

１ 日(月)・ ８ 日(月)・１５日(月)・２２日(月)・
２９日(月)・３０日(火)
※６月３０日(火)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。

対象者(令和元年１１月から１２月生まれの

☎75−3311

■お問合せ 藤崎町スポーツ協会
☎ ー３３２３

◎休館日のお知らせ
☆６月の休館日

令和２年４月１５日実施予定の町乳児健診

町文化センター

㯑㮴㮱㮩㰌㰰㱋㰗㰔㰶㰿㱆㰋
㰰㯷㱆㰛㰼㰽㱋⚿ᨐ㯊㮦⍮㯥㮷

※都合により、一部納期が遅れることがあります。

○対 象 者

広報ふじさき有料広告

対象者の方は図書館にお越しください。

○「青森県 昭和の町と村」
中園 裕‖編
○小・中学生のための「弘前城の石垣と天守閣のお話」 田澤 正‖著
ほか

22

☎65−3100

令和元年 月１日〜令和２年３
月 日まで行われたスポーツチャ
レ ン ジ ポ イ ン ト ラ リ ー 後( 期 の) 各
部門上位３名をお知らせします︒

☆郷土

22

︻一般の部︼
参加者数 名
第１位 泉谷 卓哉
２４７Ｐ
第２位 三浦 和加子
２２５Ｐ
第３位 工藤 千加子
２０５Ｐ

シールもあります♪
○「このあな なんじゃ」
きむら たえこ‖さく
また、緑のカーテン用に風船かずらの種をさしあげ
○「ダンゴムシがやってきた！」 くすのき しげのり‖作
ます。なくなりしだい終了とさせていただきます。
○「こうえん」
くりはら たかし‖作
○「せんとてん」
ヴェロニク・コーシー‖文
○「緑響く」
佐竹 みどり‖文 ◎絵本をプレゼントしています
図書館では、町にお住まいの赤ちゃんの心豊かな成
○「もぐらのモリス」
ダン・ヤッカリーノ‖絵と文
○「しかしか」
山田 マチ‖文 長を願って絵本をプレゼントしています。
○「生ごみからエネルギーをつくろう！」 多田 千佳‖ぶん
令和２年４月１５日に実施予定であった町乳児健診の

︻シニアの部︼ 参加者数 名
第１位 福田 夏子
２７８Ｐ
第２位 三上 美津子
２６７Ｐ
第３位 間山 千鶴子
２４０Ｐ

︻子どもの部︼ 参加者数 名
第１位 中村 心寧
２３１Ｐ
第２位 中村 優衣寧
２２９Ｐ
第３位 福士 大翔
２１７Ｐ

☆児童図書

常盤生涯学習文化会館

㮆

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
○「2030年のフード＆アグリテック」
佐藤 光康‖著
次のおはなし会は当面の間、おやすみします。
○「立花三将伝」
赤神 諒‖著
○「四神の旗」
馳 星周‖著 ○ときわっ子本の会による定期おはなし会
○「パライゾ」
阿川 せんり‖著 ○わっこの会による定例おはなし会「おはなしのとびら」
○「逆ソクラテス」
伊坂 幸太郎‖著
開催再開の時期等については随時ホームページや広報
○「赤ちゃんをわが子として育てる方を求む」 石井 光太‖著
でお知らせします。
○「うめももさくら」
石田 香織‖著
楽しみにしていた皆さん、次回をお楽しみに！
○「食いしん坊発明家」
小泉 武夫‖著
○「恋愛未満」
篠田 節子‖著
○「法の雨」
下村 敦史‖著 ◎企画展示のご案内
○「あの日の交換日記」
辻堂 ゆめ‖著
・「人生を楽しむ趣味づくり」特集
○「空の声」
堂場 瞬一‖著 ☆一般
○「カケラ」
湊 かなえ‖著 ☆児童 ・「名もないヒーローたち」特集
○「告解」
薬丸 岳‖著
○「流星シネマ」
吉田 篤弘‖著
◎６月は環境月間です。
○「わたしに無害なひと」
チェ ウニョン‖著
〜読書で育む、環境にやさしいこころ〜
○「病気知らずの医者がやっている免疫力を高める最高の方法」小林 弘幸‖著
○「心地よい庭づくりＱ＆Ａ」
平井 孝幸‖著
６月の環境月間中、本を借りた方に深海生物のシー
○「今日から自宅がジムになる宅トレ」
坂詰 真二‖著 ルをプレゼントします。シールは全部で１４種類で、レア

↢ᶦቇ⠌㮼㯤㯦

◎最新着図書
☆一般図書

㯑㯨㮞㮠㰼㯷㰨

藤崎町図書館
大夢

柳
社
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常盤出張所65−2111

上下水道課75−6025

教育委員会69−5010

ずーむ館75−2288

町文化センター75−3311

労働保険の年度 更 新
手続はお早めに
対し︑必要な費用を助成してい
ます︒
◆応募期間
☎
ー０５００

■資料請求 無(料 ・)お問合せ
○放送大学青森学習センター

38

借金に関する相談窓口
開設のお知らせ

相談員が借金の状況等を伺い︑

マ

林

中

久井名舘 米

村

ふみよ(84)

ア

○八戸サテライトスペース

木

呂

日 水( )

髙

野

必要に応じて︑弁護士等に引継

常

野

☎０１７８ー ー１６６３

葛 西 吉 雄(70)

葛

７月１日 水( 〜)９月
◆応募方法

水 木

髙

久井名舘

労働保険の年度更新手続を行

羽 賀 繁太郎(88)

安 田 富 雄(83)

30

70

ぎを行います︒秘密は厳守しま

福 島

亀 岡

う時期となりました︒労働保険

新 谷 信 子(71)

ル(87)

す︒相談は無料で︑面談も可能

表 町

マ

年度更新とは︑労働者を雇用し

榊

田

労働委員会委員による
電話相談のお知らせ

古 川 なみゑ(83)

崎

お知らせ

飛 鳥 照 雄(86)

福 島

盤

30

ている事業主の方から︑前年度

朝日町

25

月曜〜金曜

雅 彦(63)

神

地域密着型塗装店！お気軽にご連絡ください。
※１､２カ月先の予約・来年の塗装予約もＯＫ！

付

と

です︒※要予約

る

◆受

は

の確定保険料と新年度の概算保

陽 翔(恭生)

※祝日・年末年始除く

川

労働者と事業主との間に生じ

古

険料を申告・納付していただく

木

午前８時 分〜正午

水

た 労 働 問 題 解( 雇 賃
･ 金引き下げ

凪 那( 雅 )

ホームページ (http://www.
から申請
michinoku-furusato.or.jp)
書をダウンロードし︑必要事項
を記入して財団事務局へ送付し
てください︒
◆助 成 金

藤

ものです︒申告手続は電子証明

工

30

分

沼

書を取得することによってパソ

な

水

く

玖(幸和)

愛( 徹 )
ぎ

所

７人 ー５
996人 ー130

な

午後１時〜午後４時

808件 ー123

せ

◆場

４月中 前年比 年間累計 前年比

お

あ

など に)ついて︑青森県労働委員
会委員が無料で相談に応じます︒

(４月30日現在)

心

〜お悔やみ申しあげます〜
藤 越

県内の交通事故概況

上

)

第１期

三

必要経費の２分の１以内で︑
３００万円を限度とする
■お問合せ

納期限は６月３０日(火)です

藤 美

小 畑

こ

( 諒 )

諏 訪 満桜星(公紀)
佐

千 鶴(裕生)

コンからも電子申請することが

榊

藤

青森合同庁舎３階青森財務事務所

凛
み

工

fujiichi.bisou
一級建築塗装技能士
（代表）藤 田 一 哉 一級鋼橋塗装技能士
登録建設塗装基幹技能者 単一等級調色技能士
職業訓練指導員

藤一美装

これまで相談者の方と直接

横 町

柏木堰

ん

お化粧屋

会って内容を聞く形で実施して

太 田

る

五所川原塗装工業会会員｢心･技･色｣

青(森市新町２ー４ー
◆相談専用電話

雅(穂岳)

三 浦 琉

づ

ペンキの

いましたが︑新型コロナウイル

若 松

ち

Makeup-Paint

☎０１７ー７７４ー６４８８

りゅうま

)内保護者

また︑口座振替制度を利用す

公益財団法人みちのく・ふる
さと貢献基金事務局
☎０１７ー７７４ー１１７９

30

ス感染症の感染拡大防止のため︑

30

当分の間電話相談により実施し

ます︒

◆日 時

○６月 日 日( )
分〜午後０時 分

14 10 21

ると第１期の納期が約２か月延

長されます︒次年度の年度更新

10

午前 時

30

にむけてご検討ください︒

代の幅広

○７月 日 火( )
午後１時 分〜午後３時 分

◆相談電話

☎０１７ー７３４ー９８３２

◆対象者

県内の労働者︑事業主

青森県労働委員会事務局

■お問合せ

30

放送大学入学生募集の
お知らせ

代〜

90

放送大学は︑２０２０年
月入学生を募集しています︒放

送大学では︑

い年代の学生が 大
｢ 学を卒業し

授業は︑心理学・福祉・経

学びを楽しみたい な
た い ｣｢
｣ ど︑
様々な目的で学んでいます︒

済・歴史・文学・情報・自然科

学など︑約３００の幅広い科目

10

※令和２年度年度更新における

10

口座振替の届出は既に締め

切っています︒

■お問合せ

ー６４１１

弘前労働基準監督署

☎

青森労働局総務部労働保険徴収室

｣
があり︑１科目から学ぶことが

＋17

６月の町税等の納期

今

木

富

ミ

ツ(86)

※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。
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☎０１７ー７３４ー９８３２

〜お誕生おめでとうございます〜
(

０

み

17

できます︒

＋４

若 松

件数 151件 ー79
死者 １人 ー １
傷者 179人 ー88

33

常盤ふるさと資料館あすか65−4567

ー４

り

●町県民税

９月 日 火( ま)で

世帯

４月 届 出 分
広報ふじさき有料広告

女
合計

☎88ー8258

経営戦略課企画調整係

戸 籍 の 窓

前月比

6,986人
7,935人
14,921人
6,085世帯

人口 男

困ったときは、一人で抱え込まず
消費者ホットライン｢いやや｣(局番な
しの188)｣までお電話を！
『 泣き寝入りは超いやや ( 188 )！』で
覚えてね♪

消費者庁消費者
ホットライン188
イメージキャラクター
｢イヤヤン｣

町の人口と世帯数

※詳細はホームページ (http://
www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/
をご覧
job/roi-sodankai.html)
ください︒

一人で悩まず、まずはご相談を！

■お問合せ

４月30日現在

15

も３桁の電話番号でつながる消費者ホットライン
｢188 (いやや！)｣にご相談ください。専門の相談員が
トラブル解決を支援します。

町教育委員会生涯学習課
(常盤生涯学習文化会館内)
☎65ー3100

◆出願期間

｢助成金があるので個人情報や口座情報を教えてほし
い｣などの新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関
連したトラブルで困っていませんか？
そんなときは一人で悩まずに、全国どこからで

町少年補導協力会では、防犯啓発用
看板の設置や、学校の長期休暇期間に
イオン藤崎店や宵宮巡回など青少年の
非行防止と健全育成を図る活動を行っ
ています。会員も随時募集していますの
で、関心のある方は町教育委員会生涯
学習課までご連絡ください。
■お問合せ

※ホームページ ( h t t p s : / / w w w .
でも受付しています︒
ouj.ac.jp)

使ってけがをしてしまった｣などの消費者トラブルや、
｢新型コロナウイルスが水道水に混ざっている可能性
がある。調査に行くのでお宅の場所を教えてほしい｣

☎０１７ー７３４ー４１４５

ことにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝い
するものです。
｢悪質商法等による被害にあった｣ ｢ある製品を

み
｢ ちのく・ふるさと 貢 献 基 金

消費者ホットライン188(局番なし)は、お近くの消
費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内する

助 成 事 業 募 集のお 知 らせ

青少年の健全な育成環境を
守るために

常盤生涯学習文化会館65−3100

公益財団法人みちのく・ふる
さと貢献基金では︑新興企業並
びに事業拡大を目指し新規事業
参入や開発・研究を行う県内の
個人︑ＮＰＯ法人及び企業等に

消費者ホットライン１８８ (いやや)
をご利用ください

スポーツプラザ藤崎75−3323

できます︒

役場75−3111

◆申告・納付期限 ７月 日 金( )

KPHQTOCVKQP

雄(87)

ユ(93)

ツ(94)

■Ｐ11 津軽広域連合だより圏域８市町村クイズの答え■
【Q1→正解は②番】8市町村のお米の総収穫量(令和元年産)は約6万トンです。(出典:農林水産省東北農政
局令和元年12月25日公表、農林水産統計東北｢令和元年産水稲の市町村別収穫量(東北)｣)60,000t÷
300t=200(機)となります。
【Q2→正解は②番】①沖縄県2,281㎢、②香川県1,877㎢、③東京23区628㎢、④群馬県6,362㎢
※小数点以下四捨五入(出典:国土交通省国土地理院公表｢令和2年全国都道府県市区町村別面積調(令和2年1月1日時点)｣)
【Q3→正解は③番】8市町村合計人口は約27万9千人で、手を伸ばすと直線距離で約446㎞の長さになりま
す。※小数点以下四捨五入(8市町村総人口×1.6m÷1,000=446.4㎞)①仙台市約262㎞、②福島市約318㎞、
③宇都宮市約452㎞、④新宿区約551㎞(距離は都庁または県庁所在地までの概ねの直線距離です｡)
【Q4→正解は③番】大正12年11月にアメリカで製造された｢電気機関車ED333(Q4右の写真)｣、弘南鉄道
では昭和36年10月から運行されています。
広報ふじさき 2020．6
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図書
書館
館 大
大夢
夢

の

わだい

藤崎ともしび会より絵本が贈られました
藤崎ともしび会(会長 木村 昭子)が、赤ちゃんか
ら親子で楽しめる絵本約30冊を町図書館に寄贈し
ました。同会は平成21年度より毎年図書館に図書
を寄贈しています。
寄贈図書は｢ともしび文庫｣として設置しており、
ブックスタート用として、本がわからない方でも
手に取りやすいため、親子で心豊かな時間をゆっ
くり過ごすことができます。

ともしび文庫

４月23日〜5月12日 こどもの読書週間企画を開催しました！
おはなしガ
チャ本♪

本を借りると回せる

ワクワク！
なにが出るかな〜

ミニサイズのふるさとカルタ
が入っていました！

１日３食、野菜を食べよう！

そのほか｢赤ちゃんからの絵
本展｣や｢絵本屋さん大賞｣な
どの企画もありました。

ふ じ さキッチン

「 グリンピースのみそポテトサラダ」
グリンピースのβ−カロテンや
みその乳酸菌、たまねぎの
オリゴ糖で免疫力アップ★

◆材料(２人分)
じゃがいも
紫たまねぎ
グリンピース
マヨネーズ
みそ
こしょう

■お問合せ

福祉課健康係
88ー8197

２個(約200g)
１/４個(約30g)
20ｇ
大さじ２
大さじ１弱
適量

エネルギー 192 kcal
食塩相当量 1.2 g

◆グリンピースの栄養ポイント
料理としては脇役の印象が強いですが、意外にも栄養価は高く
非常に優秀な野菜です。特筆すべきは食物繊維の多さ。野菜類の
中でもトップクラスの含有量を誇り、便秘の改善が期待できます。
その他にも生活習慣病を予防し、免疫力を高めてくれるβ−カロテ
ンや炭水化物をエネルギーに変えるビタミンＢ1が含まれています。

◆作り方
①じゃがいもは皮をむいてラップに包み、
電子レンジ500Ｗで４分ほど加熱する。
熱いうちにフォーク等で粗くつぶす。
グリンピースは塩(分量外)を加えた熱湯
で２分ほど茹でる。
紫たまねぎは薄切りにして 10 分ほど水
にさらしたら、水気を切っておく。
②①にマヨネーズ、みそを加え、ざっくり
と混ぜ合わせる。
③こしょうをふり、味を整える。
＊みその量は味をみて調節してくださいね！

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
TEL 0172-75-3111(代表)、0172-88-8258(企画調整係直通) FAX 0172-75-2515 ■URL http://www.town.fujisaki.lg.jp/
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