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

大きなりんごが実りますように！
町内小学校りんご栽培体験学習

名 誉 町 民 吉田豊さんの

記念品が寄贈されました

町の名誉町民で弘前大学元
学長の吉田豊さんが︑所蔵し
て い た 勲 章 瑞( 宝 重 光 章 や) 書 画 ︑
点を町に寄贈しま

医学書など
した︒

吉田豊さんの 略歴
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７月６日に町文化センターで
行われた贈呈式では︑吉田さん
に代わり︑次女の吉田弘子さん
や寄贈に協力した工藤睦男弘大
名誉教授︑笹森建英弘前学院大
学客員教授らが出席しました︒
弘子さんは 父
｢ は長年弘前市
に住んでいるが︑本籍は藤崎町
のまま変えなかった︒藤崎町出
身であることは誇りだと言って
いた︒たくさんの人に見てもら
って︑何かの力になれればと思
う と
｣ 話していました︒町長は
貴
｢ 重な作品を贈っていただき
ありがたい︒吉田先生の功績は︑
町民に勇気と希望を与える と
｣
感謝しました︒
寄贈品は︑町文化センターの
ほか︑ふれあいずーむ館や藤崎
中央小学校にも展示されます︒

町文化センターに展示
されている記念品

昭和５年生︒藤崎町水沼出身︒
東奥義塾高校から弘前大学に入
学し︑アメリカアイオワ州のコー
ネル・カレッジへ留学した後︑
年に同大医学部を卒業しまし
た︒ 年に弘前大学医学部第一
内科教授となり︑平成８年に学
長に就任︒その後は東奥義塾高
等学校理事長や青森県総合健診
センター理事長等を歴任し︑教
育や医学の発展に尽力しました︒

医学の分野では︑食事制限なし
で大腸がんスクリーニング検査
ができる便潜血検査の免疫法を
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開発するなど大腸疾患の権威者
として大きな業績を残しました︒
ほかにも︑町内で健康増進に

向けた講演会や地元小学生への
特別授業を行うなど︑町の発展
にも貢献しました︒平成 年に
瑞宝重光章を受章し︑ 年に名
誉町民の称号が贈られました︒
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Town Topics

町内の各世帯に配布される広報紙をご活用ください
広告の規格・掲載料等（１回あたり)

・１号広告（縦45mm×横83mm）
5,000円
・２号広告（縦45mm×横170mm） 10,000円
・３号広告（縦100mm×横170mm）20,000円
広告申込は、企業、個人事業主又は団体となります。
■お問合せ 経営戦略課企画調整係(88ｰ8258)

社会を明るくする運動
７
１
場所：役場・ＪＲ北常盤駅周辺

町の地域活性化のために
６
場所：役場応接室
23

７月１日、南黒地区保護司会藤崎支部の会員
の皆さんが来庁し、｢社会を明るくする運動｣へ
の協力を求める内閣総理大臣からのメッセージ
を町長に伝えました。
この｢社会を明るくする運動｣は、すべての国
民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人た
ちの更生について理解を深め、それぞれの立場
において力を合わせ、安全で安心な地域社会を
築くための全国的な運動です。 町長は｢保護司
を始め地域の皆様が中心となり、共に手を携え、
温かな励ましの笑顔にあふれた｢明るい社会｣を
構築するために、よろしくお願いします｣と話し
ていました。その後、会員の皆さんで役場周辺
とＪＲ北常盤駅周辺に啓発のためののぼり旗を設
置しました。

藤崎ライオンズクラブ(会長 芦田 豊昭)より、町
へ寄附金が贈られました。芦田会長は｢町の地域活
性化のために役立ててほしい｣と話し、町長は｢大
変ありがたい。町のために有効に活用させていた
だく｣と感謝しました。

楽しく競いました
７
５

Makeup-Paint
ペンキの
お化粧屋

五所川原塗装工業会会員｢心･技･色｣

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

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！

７月５日(日)、今別川で葛野鮎会の大会(毛ば
り)が開催されました。結果は次のとおりです。
○優 勝 木村 元則
30匹
○準優勝 村上 弘二
27匹
○第３位 野呂 光夫
26匹
○大物賞 五十嵐 安弘 18㎝
○小物賞 三浦 正秀
６㎝
○ピタリ賞 阿部 晃己 12匹
※会員募集中 初心者大歓迎(竿等あります)
■お問合せ
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場所：今別川

医療用ガウンの寄附
６
29
場所：役場応接室

ＩＡネットワーク株式会社(代表取締役 三浦 順
子)より、町へ医療用ガウンが寄附されました。三
浦代表が、町内で内科・小児科医院を営む関場さ
んに相談し、町への寄附が決まりました。三浦代
表は｢新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け
て、今足りないものは何かを考えて寄附をした｣と
話していました。寄附されたガウンは、町内の医
療機関に配布されます。

⮮ፒ↸߇⚫ߐࠇ߹ߔ㧋㧋
広報ふじさき有料広告

『広報ふじさき』に広告を掲載しませんか

߹ߜߩࠊ ߛ

天内 090ー2272ー2187

㨪ᄸ〔㛎㧋ࠕࡦࡆࡃࡏ㨫
ㅍߩ߅⍮ࠄߖ
◆放 送 日 ９月６日(日）
◆放送時間 午後０時５４分〜午後１時５７分
◆放 送 局 青森テレビ(ＡＴＶ）
◆内
容 平成３年９月２８日の台風１９号
による最大風速５３.９メートル
の暴風に耐えたりんご ｢落ち
ないりんご｣にまつわる感動の
エピソードを再現ドラマ化！
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新型コロナウイルス

感染症対策事業

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。

藤崎町中小事業者経済対策支援金事業
町内の商工業等中小事業者(飲食業者除く)に対し、事業継続のための経済対策支援金を支給
します。
◆給 付 額 法人20万円 個人事業者10万円(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日までに町内で開業、事業所を有し、営業実態がある中小事業者であること
・支援金受領後も事業活動を継続する意思があること
・原則として令和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

国民健康保険税・介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等がいる世帯で、次の要件に当てはまる方は
国民健康保険税・介護保険料が減免となります。
◆減免の対象者と減免区分

◆支援内容

藤崎町飲食業者緊急対策支援金事業
◆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支給します。
◆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

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
◆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)
個人の場合 収入減少分60万円ー国給付額60万円…町給付額０円
収入減少分105万円ー国給付額100万円…町給付額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
○国給付金の給付を受けた事業者

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
めの協力金を支給します。
◆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
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対 象 者

減免区分

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤
な傷病を負った場合

国保税・介護保険料の全額減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少
が見込まれ、次のア〜ウの要件のいずれにも該当する場合
ア

事業収入や給与収入など、収入の種類毎に見た収入のいずれかが、
前年に比べて10分の３以上減少する見込みであること

イ

収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400
万円以下であること

国保税・介護保険料の
全部又は一部減免
※詳細は広報ふじさき
７月号を参照してください。

ウ 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
※介護保険料においては、ア・イのみに該当すれば対象となります。

※国保税において、
「主たる生計維持者」は世帯主のことです。
◆減免の対象となる国保税・介護保険料
令和元年度分及び令和２年度分の国保税・介護保険料であって、納期限が令和２年２月１日から
令和３年３月31日までのもの
※手続方法や対象の可否などはお問合せください。
■お問合せ

国民健康保険税について 税務課住民税係
☎88ー8124
介護保険料について
福祉課介護保険係 ☎88ー8198

ひとり親世帯臨時特別給付金について
令和２年８月以降、低所得のひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金が支給されます。
令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている方には、申請不要で児童扶養手当の振込
口座に支給されます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方への追加
給付や、児童扶養手当の支給を受けていない方で要件に該当し、給付を希望する方について
は、町役場で申請する必要があります。
申請期間は、令和２年８月３日(月)から令和３年２月15日(月)までです。
詳しくは、住民課子育て支援係までお問合せいただくか、県ホームページ(https://
www.pref.aomori.lg.jp/life/family/hitorioyakyufukin.html)をご覧ください。
県ホームページ
はこちらから↑

■お問合せ

住民課子育て支援係 ☎88ー8184

☎88ー8258
広報ふじさき 2020．8
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新型コロナウイルス感染症対策事業

藤崎町で暮らしませんか？

自立支援医療(精神通院)の有効期間延長及び
精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて

移住 ・定住促進事業のお知らせ
・定住促進事業のお知らせ

若者移住すまいづくり事業
町内に転入し、新築住宅又は中古住宅を取得する若い
夫婦の方に補助金を交付します。
◆補助内容
交付対象者
住宅を新築
中古在宅を購入

購入区分

補助金の金額

住宅

50万円
80万円
30万円
60万円

土地及び住宅
住宅
土地及び住宅

◆申請期限 令和２年12月21日(月)まで
◆対 象 者(夫及び妻が次のいずれにも該当する方)
・平成29年４月１日〜令和３年３月31日に転入して
いること。ただし、平成28年12月１日以降に転出
し再転入していないこと
・申請日現在において、満45歳未満であること
・前年度分の市区町村税で滞納がないこと
・５年以上定住すること
・町内会に加入していること
・本事業による補助金を受けたことがないこと
・令和３年３月31日までに登記の完了などを含め、
すべての必要書類を提出できること

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳
の更新申請について、次のとおりの取扱いとします。

◆対象住宅(次のいずれにも該当する住宅)
・住宅を新築する場合は、建物登記の原因及びそ
の日付が平成29年４月１日以降の新築月日で、
実績報告までに登記が完了するものであること。
中古住宅を購入する場合は、令和２年４月１日以
降に売買契約したものであること
・住宅(土地を購入した場合は住宅と土地)の所有
権が夫か妻のいずれか又は共有の名義であること
・住宅の床面積(玄関、居室、台所、風呂、トイレ
を有する居住用部分)が全体面積の２分の１以上
で75㎡以上であること
・住宅の建築又は購入に係る費用が申請者が購入
した土地の取得費を含めて新築の場合は1,000万
円以上、中古住宅を購入する場合は 700 万円以
上であること
・建築又は購入の契約相手が、夫及び妻の３親等
以内の親族でないこと
・本事業による補助金を受けたことがないこと

◆自立支援医療(精神通院)について
○令和２年３月１日〜令和３年２月28日の間に受給者証の有効期間が満了する方は、有効期間
を１年延長します。
○更新申請手続は不要です。 現在、お持ちの受給者証の有効期間を１年延長して読み替えてご
使用ください。
○新規や変更の場合は、通常どおり申請してください。

◆精神障害者保健福祉手帳について
○令和２年３月１日〜令和３年２月28日の間に手帳の有効期限を迎える方のうち、更新申請時
に医師の診断書を提出する必要がある方は、手帳の有効期限の日から１年以内は診断書の提出
を猶予します。※診断書の提出を免除するものではありません。
○猶予期間内に診断書を提出しない場合、更新が無効となります。
○更新申請は必要です。診断書を用意できる方は、通常どおり申請することも可能です。
○障害年金証書等による更新及び新規や変更の場合は、通常どおり申請してください。

◆自立支援医療(精神通院)及び精神障害者保健福祉手帳の同時申請について
医師の診断書を添付して同時申請するときは、自立支援医療(精神通院)の診断書提出時期にず
れがないよう、通常どおり申請することが可能です。

◆必要書類(交付申請書提出時)
・若者移住すまいづくり補助金交付申請書
・住宅の建築又は住宅・土地の購入に係る契約書
・住宅の居住用面積が確認できる書類
・新築の場合は住宅の位置図、平面図、立面図
・中古住宅を購入する場合は住宅の間取り図
・その他町長が必要と認める書類等

■お問合せ

長年にわたり社会に貢献された長寿の方や、婚姻後満60周年及び満50周年の節目を迎えられる
ご夫婦を顕彰する｢長寿顕彰式｣を、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮しながら開
催する予定です。
なお、例年合同で開催している町老人クラブ連合会主催の｢健老の集い｣は中止となります。
楽しみにしていた皆さんには大変申し訳ございませんが、ご理解くださるようお願いします。

■申込・お問合せ 建設課建設係 88ー8285

村 塗 装

旭硝子 フッ素塗装(最高級塗料)登録施工店
光触媒
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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

広報ふじさき有料広告

(有)木

塗り替えは第二のマイホームづくりです。

88ー8195

令和２年度藤崎町｢長寿顕彰式｣を開催します

◆その他
交付申請書のほかに実績報告書や交付請求書など
の提出が必要です。事業の詳細は町ホームページ
(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。
各種様式もダウンロードできます。

地元だから安心!!

福祉課福祉係

９月12日(土) 午前10時（受付 午前９時からの予定)
町文化センター ｢大ホール｣
○長寿顕彰式
最高長寿、99歳(白寿)、95歳、88歳(米寿)、
ダイヤモンド婚(60周年)、金婚(50周年)
※顕彰対象者には案内状を送付しますが、転出入により婚姻日などが確認できない場合には案
内が届かないことがありますので、８月中旬までに対象となる方で案内状が届かない場合は
福祉課福祉係にお申し出ください。

◆日
◆会
◆内

時
場
容

■お問合せ

福祉課福祉係

88ー8195

広報ふじさき 2020．8

6

こんにちは
国保係です

◆ 国保税は国保を支える大切な財源です ◆

夏季休業中の学校閉庁実施のお知らせ

○ジェネリック医薬品を利用して医療費の節約に努めましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に開発された新薬(先発医薬品)の特許期間が過ぎた後に製
造・販売される、新薬と同じ有効成分・効能を持つ医薬品のことです。
ジェネリック医薬品は、新薬と同様に薬事法に基づいて厳正に審査された後、厚生労働省の認可、承
認を受けた安全なお薬です。
※病気の症状や治療内容によってはジェネリック医薬品に切り替えることができない場合があります。
また、病院・薬局によっては、ジェネリック医薬品の取扱いを行っていない場合があります。
ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、必ず医師、薬剤師にご相談ください。また、お薬の内
容(効能や効果、副作用など)についても担当の医師、薬剤師にご相談ください。
■お問合せ

住民課国保年金係

８月13日前後の期間は学校業務の閑散期です。この期間を学校閉庁日とすることは、児童生徒及び教
職員の心身の健康増進と休暇取得促進を図り、夏の省エネルギー対策にも効果的と考えています。
ついては、学校閉庁を次のとおり実施しますので、本趣旨をご理解いただき、ご協力くださるようお
願いします。
◆対
象 町内全小中学校
◆閉庁期間 ８月12日(水)〜14日(金) ※毎年同月日にて実施しています。
◆閉庁日緊急連絡先 町教育委員会学務課
◆そ の 他 ○緊急時は、町教育委員会学務課を通じて学校長へ連絡します。
○閉庁期間中は、やむを得ない場合を除き、学校に勤務者を置きません。
○閉庁期間中は、部活動等は実施しません。(大会参加等やむを得ない場合を除きます。)
○学童保育は実施します。

88−8179

国民年金のお知らせ
◆国民年金保険料免除等の申請について

■お問合せ

保険料を納め忘れた状態で、万一、障がいや死亡などの不慮の事態が発生すると、障害基礎年金
や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由等で保険料納付が困難な場合には、保険料納付を免除・猶予する｢保険料免除制度｣
や｢若年者(50歳未満)納付猶予制度｣がありますので、住民課国保年金係で手続してください。(申請
書は窓口に備え付けてあります。)
令和２年度の免除等の申請については、令和２年７月１日から受付し、令和２年７月分から令和
３年６月分までの期間を対象として審査を行います。また、２年１か月前分まで遡及して免除申請
をすることができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難となった方や、申請を忘れていたために未納
期間がある方は、住民課国保年金係又は弘前年金事務所にご相談ください。
■お問合せ

住民課国保年金係

88−8179、弘前年金事務所国民年金課

成年後見制度研修会を開催します
弘前圏域８市町村(藤崎町、弘前市、黒石市、平川市、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)では、４月
から｢弘前圏域権利擁護支援センター｣を共同で開設・運営し、成年後見制度利用などの相談支援を行って
います。
弘前圏域権利擁護支援センターでは、次の日程で研修会を開催しますので、成年後見制度への理解を深
めてみませんか。秋には｢市民後見人｣の養成研修も予定しています。

27ー1339

◆場
所
◆日
時
◆テ ー マ
◆講
師
◆参 加 料
◆申込期限
◆申込方法
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町教育委員会学務課 69−5010

町文化センター ｢大ホール｣
◎成年後見制度とは…
９月５日(土) 午後２時〜(約１時間)
認知症・知的障がい・精
成年後見制度(市民後見人・法人後見・専門職後見人)
神障がいなどによって物事
弘前学院大学福祉学部教授 小川 幸裕 氏
を判断する能力が十分では
無料 ※事前申込が必要です。
ない方の権利を守る援助者
８月28日(金)
(成年後見人等)を選び、本
電話、ＦＡＸ又はＥメールでお申込みください。
人を法律的に支援する制度
※住所、氏名、電話番号、研修場所を記入してください。
です。
※研修は圏域の別の会場でも開催しますので、詳しく
はお問合せください。
市民課
◆申込・お問合せ
総合行政窓口に
弘前圏域権利擁護支援センター
向かって左側奥
にあります。
(ヒロロ３階 ヒロロスクエア内)
☎ 26ー6557 ＦＡＸ55−0891
Ｅメール：h8-kenri@titan.ocn.ne.jp
○受付時間 午前９時〜午後４時
(相談料無料・予約優先)
○休 館 日 日曜日、月曜日、
12月29日〜１月３日

広報ふじさき 2020．8
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＼圏域８市町村イチオシ風景写真／

今回は圏域の身近にある素敵な風景写真を紹介します。全ての写真の中には岩木山が写っています。岩木山は、時期・時間・
場所によって様々な表情を見せてくれます。新型コロナウイルス感染症の影響で遠方へのお出かけを控えぎみの昨今です
が、小旅行気分でお気に入りの風景を探しに出かけてみてはいかがでしょうか。なお、掲載写真は津軽広域連合ホームペー
ジでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

弘 前 市 / 岩木山の裾野に映るシルエット
出来秋(できあき)の喜
びが広がる田園の朝、色
づくお山に、仲良く手を
繋いでいるような雲が浮
かんでいます。そこにい
たずらな朝日が幾何学模
様のシルエットを映し出
す光景は、優雅で美しい
装いのイチオシ・コレク
ションです。

黒 石 市

かねひらなりえん

黒石市には、古くから
残る建造物が数多くあ
り、金平成園内にある旧
加藤家住宅もその1つで
す。金平成園は、今年度
から通年で公開されてい
るので、ぜひこの機会に
訪れてみてください。
平成30年10月/弘前市大字高屋付近で撮影

平 川 市 / 弘南鉄道柏農高校前駅と岩木山

令和2年5月/弘南鉄道柏農高校前駅で撮影

/ 岩木川河川公園の桜

板柳町ふるさとセン
ターでは、りんごの品種
見本園や資料などを見
学できるほか、りんごを
使った陶芸・お菓子作り
などの体験、秋にはりん
ごもぎ体験もできます。
宿泊施設や温泉もあり、
１日中楽しむことができ
ます。

平成27年4月/岩木川河川公園で撮影

田舎館村 / 冬の津軽富士

藤 崎 町

/ 夏の唐糸御前史跡公園

平成26年8月/唐糸御前史跡公園で撮影

〜該当する施設は受講を！〜

９月２日(水)・３日(木) 午前10時〜午後４時 ※２日間の受講が必要です。
岩木文化センター｢あそべーる｣ (弘前市賀田一丁目18番地４)
８月５日(水)〜８月19日(水)
消防本部予防課又は東消防署北分署で受付します。なお、申し込み受付期間内であっても
定員(70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いただきます。
※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。
◆そ の 他 新型コロナウイルス感染症対策のため、講習会はマスクの着用をお願いします。

◆日
時
◆場
所
◆申込期限

■お問合せ

☎32ー5104

弘前消防本部予防課

次のとおり自衛官を募集します。

唐糸御前史跡公園は、
鎌倉時代の「北条時頼の
回国伝説」にまつわる
「唐糸御前の伝説」を今
に伝える公園です。春は
桜、夏は新緑と色鮮やか
な花々、秋は紅葉、冬は
雪景色と、岩木山ととも
に四季折々の風景を楽し
めます。

大 鰐 町 / 茶臼山公園のつつじと岩木山

令和2年5月/茶臼山公園で撮影

75ー3333

自衛官募集のお知らせ

茶臼山公園は、大鰐温
泉街を眼下に、遠くは岩
木山を望み、５月下旬に
は色鮮やかなつつじが咲
き誇ります。毎年この時
期に開かれる「大鰐温泉
つつじまつり」の会場と
して、県内外から観光客
が訪れ、賑わいをみせま
す。

募集種目

資

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。

受付期間

自衛官候補生(男子)

７月１日
〜９月10日

18歳以上
33歳未満

予備自衛官補(技能)

９月19日(土)
(弘前医療福祉大学)
９月26日(土)〜27日(日)
(自衛隊 弘前駐屯地)
９月15日(火)
(自衛隊 青森駐屯地)

自衛官候補生(女子)
予備自衛官補(一般)

試験日
９月22日(火)
(弘前医療福祉大学)

一般曹候補生

18歳以上
34歳未満
18歳以上
55歳未満

７月１日
〜９月11日

10月３日(土)
(自衛隊 弘前駐屯地)

(国家免許を有する者)
※受験資格等の詳細は、自衛隊弘前地域事務所へお問合せください。
■お問合せ

自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所

☎27ー3871

常盤地下道車輌通行止めのお知らせ
至青森

常盤地下道は、施設の補修工事のため通行
止めとなります。(歩行及び自転車の通行は
可能です。)
町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、
迂回路で対応くださるようご理解とご協力を

常盤小

通行止め
区
間

北常盤駅

お願いします。
◆通行止め期間
９月１日(火) 〜 11月20日(金)
※土・日・祝日含む終日

令和2年5月/目屋渓谷ふるさと展望台公園で撮影

格

高卒(見込み含)
航空：21歳未満
海上：23歳未満

航空学生

西目屋村 / 目屋渓谷ふるさと展望台公園からの眺望
西目屋村の夏は「白神
山地｣、｢水陸両用バス｣、
｢ラフティング」が楽し
めます。その中でも、ラ
フティングは岩木川をガ
イド付きでゆったりと下
るツアーです。水遊びや
ダイビングスポットで飛
び込みも体験できます。

平成31年2月/道の駅いなかだて「弥生の里」で撮影

◎甲種防火管理新規講習

ときわ会
病院

道の駅いなかだて「弥
生の里」(田舎館村の第
2田んぼアート会場)で
は、広大な田んぼの平
野、弘南鉄道、岩木山、
夏・冬の田んぼアートを
一望できます。冬の田ん
ぼアートは令和3年2月
開催に向けて計画中で
す。

救命講習のご案内

令和2年5月/金平成園内で撮影

SNSなどで夕景の写
真や動画が大きな話題と
なっているスポットで、
岩木山は広がる青空と水
田にも映えます。平川市
には、志賀坊高原や猿賀
公園など、四季折々の美
しい岩木山を撮影できる
スポットがあります。

板 柳 町

さわなりえん

/ 金平成園（別名：澤成園）

消防だより 東消防署北分署

号
７
道
国
旧

津軽
広域

■お問合せ

建設課建設係

至黒石

至弘前
ときわこども園

若松踏切
至川部

迂回路

88ー8285

津軽広域連合HP
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月

※新型コロナウイルス感染症の状況により
延期や中止となる場合があります。ご了
承ください。

ߔߎ߿߆ஜ⸻
９月10日(木)【１歳６か月児健診】
●対 象 Ｈ30年10月〜12月15日生
●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、子どもノート、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
９月24日(木)【３歳児健診】
●対 象 Ｈ28年10月〜12月生
●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、子どもノート、問診票、
バスタオル等

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農産
物生産者を応援するため、中南地域(藤崎町、弘前
市、黒石市、平川市、大鰐町、田舎館村、西目屋村)
の産地直売施設等で、プレゼントキャンペーンを実
施しています。
◆内
容 中南地域産品を含め税込 1, 000 円以上
のお買い上げにつき１回くじを引き、
当選者にその場で農産品等をプレゼン
トします。
◆期
間 ８月10日(月・祝日)まで
※プレゼント商品がなくなり次第、終了します。
◆参加店舗 ふじさき食彩テラス
農産物直売施設｢ふじの里｣
ときわかあさんの店

ஜᐽ⋧⺣

常盤生涯学習文化会館

☎65ー3100、町文化センター

☎75ー3311

■お問合せ

中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室
☎33ー2902

自転車はルールやマナーを守って安全に利用しましょう
○｢自転車安全利用五則｣を守りましょう。

プロカメラマンと行く

古津軽(こつがる)コンテンツを、プロカメラ
マンと撮影しながら巡るイベントを開催します。
スマホもＯＫ、撮影後は｢津軽あかつきの会｣の
郷土料理を食べながら、昔語り等により古津軽
の世界をご案内します。
◆日

時

◆場

所

◆定

員

◆参 加 料
◆応募方法
◆募集期間

９月５日(土)

午前10時〜午後２時

弘前市石川
弘南鉄道｢石川駅｣ 集合
〈 石川八幡宮 (鳥居の鬼コ)、大仏
公園、祥風園(食事・懇談)〉
県内在住者20名
無料 ※昼食代1,500円は自己負担
メール(ch-renkei@pref.aomori.lg.jp)
又は電話でお申込みください。
８月１日(土)〜20日(木)

■申込・お問合せ

○整備・点検された自転車に乗りましょう。
○自転車利用者が加害者になり高額な賠償金を請求されるケースもあります。万が一に備え、損害
賠償責任保険等に加入しましょう。

自転車安全利用五則
１
２
３

自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道は左側を通行
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

４

安全ルールを守る

５

○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
子どもはヘルメットを着用

33

■お問合せ

総務課防災係

88−8295

夏場の食中毒に注意！

※行程等の詳細は、
中南地域県民局
地域連携部ホー
ムページ(https://
www.pref.aomori.
lg.jp/soshiki/
kenmin/ch-renkei/
kotsugaru.html)をご覧ください。

○スマートフォンやイヤホン使用等の｢ながら運転｣はやめましょう。

夏場は︑食中毒が多発
します︒食中毒予防の三
原則 ①付けない②増やさ
｢
ない③やっつける を
｣ 合言
葉に︑次のことを守って
家庭での食中毒を予防し
ましょう︒

88−8197

◆募集定員
◆申込締切

避難所運営ゲーム(ＨＵＧ)を使った講習
青森県防災士会弘前支部 工藤 廣道 氏
無料
20名
９月15日(火)

①付けない
・調理前と食事前はしっ
かり手を洗いましょう︒

福祉課健康係

◆内
容
◆講
師
◆参 加 費

９月25日(金) 午前10時〜正午
町文化センター３階 ｢多目的ホール｣

②増やさない
・肉︑魚などの生鮮食品
を購入したら保冷に努
め︑すぐ持ち帰りまし
ょう︒
・調理品をすぐに食べな
い場合は︑冷蔵庫で保
管しましょう︒
・テイクアウトした料理
は早めに食べましょう︒

■お問合せ

時
所

③やっつける
・加熱調理食品は︑中心
部までしっかり加熱し
ましょう︒

９月11日(金)・18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 (11日）藤崎老人福祉センター
(18日）常盤老人福祉センター

◆日
◆場

■お問合せ 弘前保健所
☎ ー８５２１

９月２日(水)・16日(水)【こころの健康相談】
●時 間 9:00〜12:00
●場 所 (２日）常盤老人福祉センター
(16日）藤崎老人福祉センター

｢仮設トイレはどこに置く？｣｢具合の悪い人は？｣｢動物は？｣｢更衣室は？｣等々、もし
もの時に備えて、マニュアルだけではわからない避難所の運営を皆さんで考えてみませ
んか。避難所での出来事や対応をカード型ゲーム(ＨＵＧ)で模擬体験できます。

■申込・お問合せ

ߔߎ߿߆⋧⺣

◆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。

○防災講座

その他の参加店舗については
こちらからご確認ください

｢古津軽のカメラ旅｣参加者募集
９月30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

㧸Q
㧜㧠㧛

藤崎町公民館講座のお知らせ 〜９月開催講座〜

↢ᶦቇ⠌㮼㯤㯦

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。

中南地域農産物直売所
プレゼントキャンペーンのお知らせ

㯑㯨㮞㮠㰼㯷㰨

９

ஜᐽଥ
ࠞࡦ࠳

中南地域県民局地域連携部
☎32ー2407

13
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藤崎町図書館
大夢

としょかんだより

◎新刊等児童書が寄贈されました！

◎最新着図書
☆一般図書
○「図解でわかる品目・栽培特性を活かす土壌と施肥」 猪股 敏郎‖著
○「商う狼」江戸商人杉本茂十郎
永井 紗耶子‖著
○「せきれいの詩」
村木 嵐‖著
○「憂き夜に花を」
吉川 永青‖著
○「あめつちのうた」
朝倉 宏景‖著
○「夢は捨てたと言わないで」
安藤 祐介‖著
○「全部ゆるせたらいいのに」
一木 けい‖著
○「囚われの山」
伊東 潤‖著
○「バケモンの涙」
歌川 たいじ‖著
○「夜の向こうの蛹たち」
近藤 史恵‖著
○「語らいサンドイッチ」
谷 瑞恵‖著
○「透明な夜の香り」
千早 茜‖著
○「ないものねだりの君に光の花束を」
汐見 夏衛‖著
○「鈴木家の噓」
野尻 克己‖著
○「君に読ませたいミステリがあるんだ」
東川 篤哉‖著
○「幸福行きの切符」
巻嶋 清一‖著
○「音速の刃」
未須本 有生‖著
○「俺の残機を投下します」
山田 悠介‖著
○「すべて内なるものは」 エドウィージ・ダンティカ‖著
○「言葉の守り人」
ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチ‖著
○「まんがでわかる妻のこと」
根本 裕幸‖監修
○「今こそ持ちたい手作りのエコバッグ」
ブティック社‖出版
○「もちぷるレシピ」
柳瀬 久美子‖著

☆児童図書
○「ぼくはにんげん」
スーザン・ヴェルデ‖文
○「かなわね」
大橋 美沙‖作・絵
○「手話でつながる世界のあいさつ」 クリエイツかもがわ‖出版
○「うれしいぼんおどり」
すとう あさえ‖ぶん
○「かくれているよ海のなか」
高久 至‖しゃしん
○「あなふさぎのジグモンタ」
とみなが まい‖作
○「ぐうたらとけちとぷー」
加瀬 健太郎‖作
○「鬼滅の刃 １ しあわせの花」
吾峠 呼世晴‖原著
○「スーパー図解工作図鑑」
かざま りんぺい‖著
○「絵図で見る弘前城のうつりかわり」
○「はなげせんぱい」

弘前市立博物館‖発行
花田 栄治‖え
ほか

◎特集のご案内
☆一般
○「日本再発見！」
○「若い人に贈る読書のすすめ」

☆児童
○「土の中の生き物」
○「第66回青少年読書感想文全国コンクール課題図書」

◎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長
を願って絵本をプレゼントしています。
令和２年４月15日に実施予定であった町乳児健診の対
象者の方は図書館にお越しください。
○対 象 者 令和２年４月15日町乳児健診対象者(令和元
年11月から12月生まれの赤ちゃん)
○持 ち 物 母子手帳
○お問合せ 図書館・ブックスタート友の会
☎75ー2288

３日(月)・11日(火)・17日(月)・24日(月)・28日(金)・31日(月)
※28日(金)は図書整理のため休館となります。
※休館日に図書返却する場合は、正面玄関脇の返却ポスト
をご利用ください。

身の回りにある様々な紙箱を使った、子どもた
ちの創意工夫された作品を募集します。
◆対
象 弘前市、平川市、大鰐町、藤崎町、板
柳町、西目屋村の小学生および特別支
援学校の児童(個人又はグループ)
◆応募規定
○材 料 メインの部分が紙箱であれば、他の
部分の材料の種類は問いません。
※牛乳パック・段ボールはテーマ対象外。
○大きさ 40㎝×40㎝×40㎝以内
○その他 他のコンテスト(学校内のものを除く)
に出品したことがないもの
◆応募方法 規定の申込用紙に必要事項を記入し、
８月 25 日(火)〜９月６日(日)の午前９
時〜午後４時に、弘前地区環境整備
センタープラザ棟へ、個人・グルー
プ・学校ごとに作品を持ち込んでく
ださい。申込用紙及び募集要項は弘前
地区環境整備センタープラザ棟で配
布しているほか、ホームページ(http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/kankyoseibi/
plaza/)からダウンロードできます。
◆展示・一般投票
９月12日(土)〜11月８日(日)の期間、
弘前地区環境整備センタープラザ棟
に展示します。一般投票期間は９月
12日(土)〜10月31日(土)です。
優秀作品には特別賞を授与します。
また、応募者全員へ参加賞を贈呈し
ます。
※投票期間中は、新型コロナウイルス感染症感染拡
大防止のための対策を実施します。また、表彰式
は中止又は内容を変更する場合があります。

◎藍染め体験教室 参加者募集
できるだけ水の使用をひかえた環境にやさしい染
めの技法でお気に入りの布製品をオリジナルにリ
メイクしてみませんか。
◆日
時 型紙作り：８月22日(土)
午前９時30分〜正午
藍染め体験：８月29日(土)
午前９時30分〜午後０時30分
※２日間で１セットの講座です。
◆講
師 ＮＰＯ法人青森県環境パートナーシップセンター会員
齊藤 サツ子 氏
◆定
員 10人(小学校５年生以上)
※両日参加できる方
※小学生の参加は保護者の同伴が必要
◆持 ち 物 模様を入れたい木綿製品１点
(ハンカチ、布製バッグなど)
◆申込受付 ８月７日(金) 午前９時〜

◎共通事項
◆参 加 料

無料

◆開催場所

弘前地区環境整備センタープラザ棟
(弘前市町田字筒井６−２)

■お問合せ
弘前地区環境整備センタープラザ棟 ☎36ー3388
(受付時間 午前９時〜午後４時)
※月曜日休館日、ただし月曜日が祝日の場合は翌日が
休館日。
※詳細は弘前地区環境整備センタープラザ棟ホームページ
(http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kankyoseibi/plaza/)
をご覧ください。

六月例句会 入選作品抄
題﹁ポケット﹂﹁鍵﹂
｣﹁肉﹂

紫
柳
社

転｢ぶ

清水 川魚
こぶし
殴りたい拳をポケットで押え
同棲すあなた信じて渡す鍵
父に似た遺伝子肥満もてあまし

成田 波麻
苦しみをポッケで握り締めて生き
鍵っ子の母待つ影が揺れている
朱肉印押せば眠れぬ日が続く

福井 藤人
ポケットに夢のかけらを温める
鍵だけが子供の嘆き知っている
転ぶたび生きる答えをまた拾う

いずこ

小笠原みなみ

転んでもタダでは起きぬしたゝかさ

鍵かけぬ平和な暮らしいま何処

佐々木トミヱ

久 々の焼肉なのに歯を忘れ

たびごと

壁掛けのポケットカラフル常備薬
捨て難い廃車のキーは走馬灯

苦労の身転ぶ度事バネにする

小林ちょちょじ

お土産はポッケに隠したいゝ話
たんぽぽの毛に鍵をかけ忘れ
反逆の転ばぬ男一人酒

てんぷく

羊川

野呂 文坊
還暦を越えても母のポッケ恋う

転覆の報に港は無事祈る
失敗にめげず若さが明日目指す

木村

そのはなしわざとポッケに置き忘れ

解決の鍵は深〜い海の底
湯上りの私を夫は見ないふり

福井 朗風
ポケットの砂が元気さ物語る
つまずいた過去を責めない母の愛
賞味期限迫り安売りしてる肉

高点句

小笠原みなみ

田中さち子
ポケットのこぶし開いて握手する
内鍵を掛ける心を閉じながら
肉親の争い悲し喪主の席

互選句 出席者全員選
題﹁いちご﹂

召し上がれ高級いちご桐の箱
2020．
8 広報ふじさき

☆８月の休館日

◎廃品おもしろ工夫展㏌プラザ棟
作品募集のお知らせ

߷௶

※都合により一部納期が遅れることがあります。

15

新しく約150冊の児童書が仲間入りしました。
絵本、童話、クイズや占いなどいろいろな種類の本があり
ますので、この夏休みにぜひ読んでみてください。

◎休館日のお知らせ

☆郷土

弘前地区環境整備センターからのお知らせ

☎ 75−2288

広報ふじさき 2020．8
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消防職員募集のお知らせ
◆募集人員
消防職 Ａ( ︑)Ｂ( 合
) わせて 名
◆受験資格

成

田

政

光(73)

(75)

新

町

木

村

き

み(86)
久保田
水

木

青天農場で農作 業 を
学びませんか

中南地域県民局県税部課税第一課

島

)

21

をご
tax/003̲07kojinjigyou.html)
覧になるか︑中南地域県民局県
税部課税第一課までお問合せく
ださい︒
■お問合せ
☎ ー１１３１ 内(線２２８

中
沢

■お問合せ
○経営戦略課戦略推進係
☎ ー８２３６
○弘前圏域空き家・空き地バン
ク 協 議 会 事 務 局 弘( 前 市 建 築
指導課 )☎ ー０５２２

石太郎(98)
矢

県では︑農業における深刻な
労働力不足を踏まえ︑新たな人
材確保のため︑農作業未経験者
の講習の場 青｢天農場 を｣設置し
ました︒

11

15

21

弘前大学教育学部附属幼
稚 園 園 児 募 集のお 知 らせ

一(90)

個人事業税は忘れずに
納税してください

勇

青
｢ 天農場 の
｣ 講習では︑農業
者から１日〜２日程度の実技指導

杉

◆取得資格
チェーンソー操作や車両系建
設機械運転など計６種類
◆主な就業先
○植栽や下刈︑伐採などを行
う民間企業
○地域の森林を管理する森林
組合
◆給付金制度
安心して研修に専念できるよ
う︑給付金制度があります︒
※詳しくは︑県ホームページ

小

中南地域県民局地域農林水産部

場
猪

を無料で受けることができます︒
農業に関心がある方︑農作業
未経験でもパート等で働いてみ
たい方はお問合せください︒
■お問合せ

舟
木

(http://www.pref.aomori.lg.jp/
をご
sangyo/agri/academy.html)
覧になるかお問合せください︒
■お問合せ 公益社団法人あお
もり農林業支援センター
青い森林業アカデミー担当
☎０１７ー７３２ー５２８８

光(74)
水

農業普及振興室
☎ ー４８２１

清
第２期

空き家︑登録しませんか？

股
●国民健康保険税

青い森林業アカデミー
研修生募集のお知らせ

10

○消防職 Ａ( )
平成４年４月２日〜平成 年
４月１日に生まれた者
○消防職 Ｂ( )
平成 年４月２日〜平成 年
４月１日に生まれた者
︻共通事項︼
○身長 男(子 )概ね１６０㎝以上
○身長 女(子 )概ね１５５㎝以上
○視力︑矯正視力を含み︑両眼
で０・７以上︑かつ一眼でそ
れぞれ０・３以上あること
○聴力・言語その他身体に職務
遂行上支障がないこと
◆受験申込期限 ８月 日 金( )
※郵送による場合は８月 日
金( の)消印までが有効
◆第１次試験日・場所
９月 日 日( )
弘前医療福祉大学

利

弘前地区消防事務組合消防本部

18

ー214
ー10
ー187

浅

弘(前市大字小比内三丁目 番地１ )
※試験の詳細についてはお問合
せください︒
■お問合せ

ー５

木
野

藤崎町を含む弘前圏域８市町
村では︑ 弘前圏域空き家・空
｢
き地バンク 事
｣ 業を実施してい
ます︒この制度は︑空き家・空
き地を売りたい︑貸したいとい
う﹁ 所 有 者 の
｣ 方と︑買いたい︑
借りたいという 希｢望者 の｣方と
の橋渡しを行います︒

ー１

水
沼

人 材 育 成 課 人 事 係 弘( 前 市 大
字本町２ー１ )
☎ ー５１０９

ー７

一(63)
水

◆納税義務者
物品販売業︑製造業︑請負業
など一定の事業を営む個人の事
業主の方で︑前年の事業収入か
ら 必 要 経 費 ・ 事 業 主 控 除 額 年(
２ ９ ０ 万 円 等) を 差 し 引 い た 後
の所得がある方に対して個人事
業税が課税となります︒
◆納 税
中南地域県民局県税部から
郵送される納税通知書により︑
月と 月の２回に分けての納
税となります︒税額が１万円以
下の場合には︑８月に全額納税
となります︒
なお︑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︒
◆納税方法
コンビニエンスストア︑金融
機関をご利用ください︒口座振
替の申込みも受け付けています︒
詳しくは︑青森県庁ホー

(令和２年１月１日〜６月30日現在)

◆募集人員 男女合わせて 名
◆出願資格
○平成 年４月２日〜平成 年
４月１日に生まれた子
○保護者と同居し︑保護者又は
これに準ずる方の送迎による
通園時間が片道１時間以内の子
◆募集期間
○募集要項交付期間
９月４日 金( 〜) 日 金( )
○入園願書受付期間
９月 日 火( 〜) 月９日 金( )
○受付時間
午前９時 分〜午後４時 分
※土・日・祝日を除く
◆申込書類等
○入園願書 ○幼児調査書
○健康診断書 ○受験票
○入園検定料振込領収書
◆選考日時
男
月 日 木( )午前９時
女
月 日 金( )午前９時
※詳細はお問合せください︒
■申込・お問合せ
弘前大学教育学部附属幼稚園
☎ ー６８１５

(前年比)

勇
第２期

ま た ︑ ホ ー ム ペ ー ジ (http://
www.city.hirosaki.aomori.jp/
は利用登録に限ら
akiyabank-8/)
ず︑誰でも自由に閲覧できます︒
制度について詳しく知りたい
方は︑お問合せください︒

27件

呂
●町県民税

ムページ 県
｢ 税・市町村税
インフォメーション ｣(http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/

０人

村

県では︑林業の担い手を育成
するため︑県内で林業への就業
を希望する方を対象とした研修
青｢い森林業アカデミー を｣令和
３年４月に開講します︒
◆対象者
県内で林業への就業を希望す
る 歳以上 歳以下の方
◆募集人員
名
高(校推薦７名︑一般３名 )
◆研修期間
令和３年４月から１年間
◆受講料
万８千８百円／年
◆研修拠点 県産業技術センター
林業研究所内 平(内町 )

21件

あ と が き
藤崎町

木
浅瀬石

16
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17

11

20

傷者数

越
館川町

三
柳

32

死者数

※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。

件数

藤
第２期

勉

(80)

30

枝(82)
●後期高齢者医療保険料

トミヱ(72)

30

初

30

木

久

(86)

18

高

10

木
富

88

11

32

29

29

32

８月の町税等の納期

10

水
第２期

来( 道 )
実

)内保護者

16 15

登喜夫(88)
浦
●介護保険料

県内の交通事故概況

14

10 10

〜お悔やみ申しあげます〜

納期限は８月31日(月)です

く
み

葵( 瞬 )
伊丸岡
小学校通り

た
な
ひ
が

陽
木
水
木
水
煌

翔(幸広)
好
三
沼
水

津軽でつながる 広 域
応援プロジェク ト
﹁エール津軽 ﹂第１弾
魅力発見！津軽応援フェア

50 10

８

◎スタンプラリー
８市町村の小売業・宿泊業・飲食
業及び観光施設で５００円 税(込 以)
上の商品を購入 飲(食 し)てスタンプ
を集めて応募すると︑抽選で特産品
等の景品が当たります︒
◆期 間 ９月１日 火( 〜) 月 日 月( )
◆抽選回数 ２回 (月・ 月︶
◆その他
スタンプラリーの参加店を募集し
ます︒
○参加業種
小売業・宿泊業・飲食業・観光施設
○協力内容
・チラシ ス(タンプラリー台紙付き )
の設置
・店舗を利用した人が５００円以上
税( 込 の) 商 品 を 購 入 飲( 食 し) た 際
にスタンプを押印︒
※参加店等の詳細については８月中
に︑弘前市ホームページに掲載し
ます︒

６月30日現在 前月比

津軽広域８市町村が連携し︑地域

10

40

６月 届 出 分

戸 籍 の 窓
町の人口と世帯数

う
こ

＋６
世帯

６月上旬、矢沢にお住まいの新谷弘美さんのリ
ンゴ園に、四つ葉や五つ葉のクローバーがたくさ
ん生えていたそうです！新谷さんは｢早く新型コロ
ナウイルス感染症が終息してみんなに幸運が訪れ
てくれれば｣と話していました。(Ｋ)

(前年比)

ー６
女

12 12

◎地元ＳＴＡＹで 選｢べる地域の魅力 ｣
プレゼント！
８市町村民が８市町村内に宿泊
し︑弘前市ホームページから申し込
みをすると︑宿泊地以外の市町村で
使える︑まちあるきツアーなどの参
加券等を進呈します︒
◆期 間
９月１日 火( 〜) 月 日 金( 宿)泊分
※ 定員に達し次第終了 最(大８００人泊分 )
◆特典内容 まちあるきツアー参加券等
■お問合せ 弘前市国際広域観光課
☎ ー７０１７

20

〜お誕生おめでとうございます〜
(

ー18
合計

11人 1,365人
内 1,125人
県

ー12

6,968人
7,923人
14,891人
6,093世帯
男
人口

10

11

!!

10 43

11

を応援するプロジェクト エ
｢ ール津
軽 が｣始動します︒
◎魅力発見！津軽応援フェア
８市町村の魅力ある特産品等を持
ち寄って販売する 魅
｢ 力発見！津軽
応援フェア を
｣ 開催します︒魅力あ
る商品を購入して︑みんなで津軽を
応援しましょう！
◆日 時 ８月１日 土( ・)２日 日( ︑)
８日 土( ・)９日 日( )
午前 時〜午後４時
◆場 所 旧弘前偕行社
弘(前市御幸町８ー
)
◆入場料 無料 ※ 駐車場有 (台 )
※混雑緩和のため︑なるべく公共交
通機関等をご利用ください︒
◆参加店
藤崎町・弘前市・黒石市・平川
市・板柳町・大鰐町・田舎館村・
西目屋村の物産販売店︑製パン業
者・クラフト販売業者 予(定 )
※各日︑先着１００名様にミニプレ
ゼントあり︒
◆その他 詳細は弘前市ホームペー
ジをご覧ください︒
※来場の際は︑マスクの着用をお願
いします︒

40

33

18

お知らせ
町文化センター75−3311 常盤生涯学習文化会館65−3100 スポーツプラザ藤崎75−3323 常盤ふるさと資料館あすか65−4567
役場75−3111 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

KPHQTOCVKQP

表 紙 の 説 明
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小学 校りんご栽 培体
小学校りんご栽培
体験

ჷƬƯƓƘǂƖƭƷȝǤȳȈ

６月下旬、町内の小学校で
りんご栽培体験学習が実施さ
れました。児童たちはりんご
の実すぐりを体験し、｢なぜ
赤いところとそうでないとこ
ろがあるんですか｣「どうし
て実すぐりをするんですか」
と質問しながら楽しそうに作
業をしていました。
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１日３食、野菜を食べよう！

ふ じ さキッチン

■お問合せ

福祉課健康係
88ー8197

「 夏野菜
夏野菜と
ときのこ
きのこの
のさっぱりサラダ 」
■材料 ( ４人分 )
ミニトマト
12 個
とうもろこし
１/ ２本
お好みのきのこ ( マッシュルーム、エリンギなど )
100 g
穀物酢
大さじ１
しょうゆ
大さじ２
砂糖
大さじ１

エネルギー
食塩相当量

44 kcal
1.3 g

■とうもろこしの栄養ポイント
とうもろこしの主な成分は炭水化物ですが、そのほかにもタンパク
質、ビタミンＢ１、Ｂ２、Ｅ、カルシウム、食物繊維などバランスよく
栄養素が含まれているのが特徴です。発芽部分に栄養素がたくさん詰
まっているので、包丁で実をほぐして食べずに、手でむしって食べると
良いでしょう。大切な栄養素も逃げず無駄なく食べることができます。

■作り方
①とうもろこしを皮付きのままラップで
包み、電子レンジ(500Ｗ)で５分加熱す
る。粗熱がとれたら皮をむき、実をほぐ
しておく。このとき芯は捨てずにとって
おく。きのこは食べやすい大きさに切
る。
②水 200 ㎖ にとうもろこしの芯を入れて
火をつける。
③沸騰したら、ミニトマトときのこを入れ、
３分ほど煮る。
④火を止め、とうもろこしの芯を取り除く。
⑤とうもろこしと調味料を入れて混ぜ合
わせ、冷蔵庫で冷やす。
＊とうもろこしの芯には旨味が詰まって
いるので、捨てずにだし取りに使用しま
す。
＊きゅうりやレタスを加えても◎。
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