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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

心を込めて

バレンタインスイーツ作り

公民館講座「親子でスイーツ作り講座」

No.192

認知症治療者

割

合

2,430人

413人

347人

95.3％

17.8％

84.0％

認
｢ 知症 に
｣ ついて考え
たことがありますか？

認知症とは︑様々な原因
で脳の働きが悪くなり︑記

65

憶力や判断力が低下し︑日
常生活に支障が出る状態で︑
通常の老化による物忘れと

寝起きのリズムや排尿の
コントロールで質のよい睡
眠をとりましょう。
眠れないときは医師への
相談も重要です。

は異なります︒
国は︑高齢化の進展に伴
い認知症の人がさらに増加
し︑将来的には 歳以上の
高齢者の５人に１人が認知

眠

50

認知症サポーター養成講座

症になると推計しています︒

生活習慣病治療中の方は受
診や服薬についてかかりつけ
医との相談が重要です。
高血圧症や糖尿病などの服
薬も大切です。

睡

40

誰もがなりうる認知症

高齢になってからもこれらを
続けることで︑認知症の発症予
防や進行を遅らせることが期待
できます︒

生活習慣病の
治療

ぼう

認知症は︑高齢者だけで
なく︑ 代 代の働き盛り
にも起こりうるもので︑誰

キングをする

もが発症する可能性があり
ます︒
認知症になっても住み慣

例：｢ し り と り ｣ を
しながらウォー

緑の濃い野菜、特にアブラナ
科の野菜(ブロッコリー、小松
菜、菜の花、水菜、チンゲン菜
など）やＥＰＡ・ＤＨＡを多く含む
魚(サンマ、イワシ、サバなど)
を食べるようにしましょう。

れた地域で自分らしく暮ら
すためにも︑地域全体で認
知症の理解を深めることが

脂肪を減らす有酸素運動
(ウォーキングなど)を行い
ましょう。
二重課題運動が効果的です。

事

課題となっています︒

食

日頃の生活習慣を改善して︑認知症
発症のリスクを少なくしましょう

動

脳血管性やアルツハイマー型の認知症は︑
運動・食事など生活習慣の改善により発症
のリスクを少なくできます︒
具体例は次のとおりです︒

運

2,315人

さくら

｢脳トレ咲楽ん坊｣サロン
｢脳トレ

Q２ 認知症には種類があるの？

Q１ 物忘れと認知症の違いは？

A２ 主に３種類あります

A１ 認知症の方は体験自体を
忘れてしまいます

◆アルツハイマー型認知症
脳の血管に特殊なタンパク(アミロイド
β)が蓄積し、脳の神経細胞を壊すことで
発症します。脳が萎縮し、全体的に機能
が低下します。最も多い認知症です。
◆レビー小体型認知症
レビー小体という特殊な物質が脳内に
蓄積され脳を損傷して発症します。実際
にはないものが見える幻視や運動障害が
現れます。

◆老化による物忘れ
体験したできごとの一部を忘
れるもので、できごとそのもの
は覚えています。ヒントがあれ
ば思い出せることが多く、忘れ
てしまった自覚があります。
◆認知症とは？
体験自体を忘れ、その自覚も
ありません。

予防しよう！

数

認｢知症 の｣理解を深め︑

75

生活習慣病あり
人

町の現状は？

医療機関受診者

目 ！！

40

令和元年度の 歳以上の後期高齢者は２４３０
人おり︑そのうち医療機関を受診しているのは
２３１５人でした︒
その中で︑認知症の治療をしている方は４１３人
で ︑ そ の う ち 生 活 習 慣 病 高( 血 圧 症 ︑ 糖 尿 病 も) 治 療
している方は３４７人と高い割合となっています︒
左(図参照 )

注

当町では︑認知症の治療を
している方の８割は高血圧症︑
糖尿病の生活習慣病をあわせ
て治療している実態がわかり
ました︒
また︑町では生活習慣病は
代 代からの発症が多いこ
とから︑肥満気味であること

がこれらの病気を発症するリ
スクを高めていると考えられ
ます︒
したがって︑将来的な認知
症発症のリスクを減らすため
には︑若い頃から肥満や生活
習慣病を予防することが必要
です︒
後期高齢者

30

特特 集集

特集 「認知症｣ の理解を深め、予防しよう！

夜ご飯なにを
食べたかな？

まだ夜ご飯を
食べていない！

◆脳血管性認知症
脳血管障害には脳血管がつまる脳梗塞
と脳血管が破れる脳出血があり、これに
よりダメージを受けた脳の一部が機能を
失い発症します。片麻痺や言語障害など
がみられます。

※そのほか、以前に比べて怒り
っぽい、同じ話を何度もす
る、身だしなみに気を使わな
くなったなど、いろいろな変
化・状態がみられます。

⬅ 次ページへつづく
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特集 「認知症｣ の理解を深め、予防しよう！

ふじ誕生８０年記念事業

｢#ふじ８０｣りんごフォトコンテスト
パネル展 開催中！

特定健診・後期高齢者健診・
健診結果説明会・訪問指導

藤崎老人福祉センター、常盤老人福
祉センターで、月１回ずつ一般住民を
対象に実施しています。脳トレやレク
リエーションで参加者同士の交流を楽
しむサロンです。
気軽に参加
できる！
人との交流
が楽しい！

『 # ふじ 80 』りんごフォトコンテストは、藤崎町で生まれた生産量世界一のりんご ｢ふじ｣ の誕生
80 年を記念し、令和２年１月から11月まで、｢藤崎町のりんごのある風景｣をテーマに行いました。
パネル展では、
Ｉｎｓｔａｇｒａｍにご投稿いただいた 350 作品のうち、｢いいね！｣の数が多かった上位
80 作品を展示しています。四季折々の藤崎町のりんごのある風景をご覧ください。

◆ふじさき食彩テラス
開催中〜３月14日(日)
◆常盤ふるさと資料館あすか ３月17日(水)〜３月28日(日)
◆ふれあいずーむ館
３月31日(水)〜４月11日(日)

｢#ふじ80｣りんごフォトコンテスト事務局
(経営戦略課企画調整係)
☎88ー8258

ふじさき特産品セット

各種団体や企業、サーク
ルなどを対象に認知症へ
の理解を深める「認知症サ
ポーター養成講座｣を開催
しています。

テーマ例
・認知症とはどんな病気？
・認知症になりたくない
けど、どうすればい
いの？
・家族が認知症かなと思
うけど、どうすればい
いの？

ふじさき生き生き

けんこう体操

大切なあの人に
贈ろう！

■お問合せ

認知症サポーター養成講座

コロナ禍・

からチェック！

健康チェック

全作品はこちら

年１回、血液検査などを行
う健診を無料で受けることが
できます。毎年受診し自分の
体調を確認しましょう。
また、肥満や生活習慣病予
防のため、健診結果説明会や
訪問指導などで、保健師や栄
養士による指導を積極的に受
けましょう。

通いの場・高血圧の予防
「通いの場」は地域に住む高齢者が定
期的に集まり、仲間と楽しんだりリフ
レッシュしたり、日々の生活を活気づ
ける取組です。
「通いの場」に保健師、栄養士などが
お邪魔して高血圧予防などについて学
習会を開催します。

開催日程・場所

など

町の取組について

りんごふじ発祥の地 藤崎町

ぼう

健康チェックや認知症予防の目的で実施さ
れている町の主な取組を紹介します︒

さくら

脳トレ咲楽ん坊

寸劇などを
通して楽しく
学べる！

ふじさき食彩テラスで好評販売中！

｢ふじさき特産品セット｣ をお得な割引価格で販売！
先着 200
セット限定

町外ギフト
発送無料

「認知症」を疑ったら、どこへ相談したらいいの？
認知症は早めの気づきが重要です。「 あれ？おや？」など日頃から身近な人の変化に気をつけま
しょう。かかりつけ医がいる場合はご本人、ご家族がかかりつけ医に相談することも重要です。

セットの中身は
選べます

〜相 談 先 〜
そのほか

お楽しみイベント開催中♪

・わくわく福引チャレンジ
・合格祈願！恋愛成就！アップルハート祈願イベント
■お問合せ
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ふじさき食彩テラス

詳しくは
WEBサイトを
チェック！

☎65ー3660

○福祉課介護保険係

☎88ー8198

○町地域包括支援センター

☎65ー4155

介護保険の申請など認知症をはじめ
とするさまざまな相談を通じて、介護
サービスの利用や医療機関受診へのア
ドバイス、地域のサポートを受ける方
法などのお手伝いをします。

※健診や生活習慣病予防については、福祉課健康係(☎88ー8197)までお問合せください。
広報ふじさき 2021．3
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Town Topics

߹ߜߩ

善意ありがとうございます
町婦人会(会長 髙木 アツ子)が、町内の小
中学校に手づくりのぞうきんを寄附しまし
た。髙木会長は｢会員全員で一生懸命作った
ので、ぜひ学校の清掃活動に使って、きれ
いな状態を保ってほしい｣と話していまし
た。羽賀教育長は｢毎年ぞうきんの寄附をい
ただいて本当に助かっている。皆さんの思
いやりが子どもたちに伝わっていると思う｣
とお礼を述べていました。

藤崎町公民館講座

ࠊ

ߛ

２ 剪定の技術を学ぶ
５
場所：中野目地区りんご園地

１ 楽しく野球体験
24
場所：農業者トレーニングセンター

中野目地区のりんご園地で、りんご剪定技術講習
が行われました。講習では５人の講師が実際に枝を
切りながら枝の残し方や空間の使い方等、剪定の技
術を説明し、参加者たちは真剣に講師の所作を見つ
めていました。

藤崎学童野球会(代表 木村 僚)が野球に関心のあ
る小学生を対象に野球体験会を行いました。参加し
た児童たちは、バッティングやゲームを通じて野球
の楽しさを体験していました。

２ 健康体操で心も体も健康に
６
場所：ふじさき食彩テラス

古地図鑑賞会(1/24)

おうちパン講座(2/4)
ｃｏｔ
ｔ
ａ運営おうちパンマスターの野田
恵みさんを講師に家で簡単に美味しく焼
けるおうちパン作りを体験しました。

町郷土史会の藤田 則明さんが古地図
にみる町の特徴的な事柄などを詳しく
説明しました。

表紙

号の

今月

１
合格への願いを込めて
26
場所：藤崎中学校

親子でスイーツ作り講座(2/13)
イシザワ菓子舗の石澤 久敏さんを講師に８組の
親子がガナッシュクリームたっぷりのチョコケー
キ作りを楽しみました。
参加した親子は｢もうすぐバレンタインなので、
手作りのチョコケーキを家族みんなで食べたい｣と
笑顔で話していました。

青森の魅力を発信し、コロナウイルス収束後に多
くの観光客に訪れてもらおうと、ビデオ会議システ
ム｢Ｚｏｏｍ(ズーム)｣などを活用したオンラインイベ
ント｢#オンライン青森冬景色2021｣が開催されまし
た。町では、町地域おこし協力隊や町のキャラクター
ふじ丸くん等が、吉幾三さんの曲に合わせて、振付
マダムのハイカイ☆サカイこと境 江利子さん指導
のもと、｢コロナに負けるな！楽しい簡単体操｣を踊
り、全国に向けて動画配信しました。

２ 交通死亡事故皆無６００日達成
12
場所：役場応接室

有限会社落ちないりんご(代表取締役 安原 義太郎)
が藤崎中学校校長室で｢落ちないりんご｣の贈呈式を
行いました。毎年、高校受験を控えた藤崎中学校
の３年生に受験合格への願いを込めて、縁起物の
｢落ちないりんご｣を贈っているものです。式の後に
は、学校から生徒一人ひとりにりんごが手渡され、
受けとった生徒たちは合格への決意を新たにしてい
ました。また、同日に明徳中学校の受験生にも贈呈
されました。

２ 木の温もりを感じて
２
場所：藤崎保育所

町 の 子 ど も た ち
←２月２日、藤崎保育
所で豆まきが行われ
ました。鬼が登場す
ると、子どもたちは
｢鬼は外！福は内！｣
と豆にみたてた丸め
た紙を張り切って投
げていました。
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←藤崎幼稚園で
は、園児たち
が一生懸命に
一輪車や竹馬
の練習に励ん
でいました。

町内で交通死亡事故皆無 600日間を達成したとし
て、県警察本部長より町交通安全対策協議会(会長
平田 博幸)と町交通安全母の会(会長 三上 津香子)
へ感謝状が贈られました。三上会長は｢今後も子ど
もたちを見守る活動を続けていきたい｣と話してい
ました。

町では、幼児期に木材とふれあい木の温もりや自
然への親しみを感じてもらうため、町内７保育施設
に県産材を使った積み木を贈呈しました。代表とし
て藤崎保育所で贈呈式が行われ、園児たちは｢積み
木のプレゼントありがとうございます。皆で仲良く
大切にして遊びます｣と声を揃えていました。
広報ふじさき 2021．3
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藤崎町教育委員会表彰規則による表彰

54

◆加川
實
︵文化協会役員 会(長含む )年︶
・平成 年から藤崎町文化協会の常任理
事として活動し︑平成 年にはＮＰＯ
法人藤崎町文化協会設立に尽力した︒
平成 年から平成 年に理事︑平成
年から令和元年は会長として活動し︑
令和２年から監事として活動している
ことから︑多年にわたり町の芸術文化
の普及発展と振興に寄与している︒

54

藤崎町表彰条例による表彰

青森大会・男子１年１５００ｍ

第１位

◆田澤
凜
・第 回青森県中学校新人陸上競技選手
権大会・２年女子走高跳 第１位
◆髙木 大翔
・第 回全日本中学生通信陸上競技大会
◆村上 杏梨愛
・第 回青森県中学校新人陸上競技選手
権大会・１年女子１００ｍＨ 第１位
◆髙谷
駿
・第 回青森県中学校新人柔道大会・男
子個人戦 ㎏級 第１位
◆菅野 嘉心
・東北ＵＪ王座決定戦青森県代表選手選
考会 ボ(クシング ・)中学男子 ㎏級
第１位
・ ２ ０ ２ ０ 東 北 Ｕ Ｊ 王 座 決 定 戦 大 会 ボ(
クシング ・)中学男子 ㎏級 第１位
・第 回東北ＵＪボクシング大会・中学
男子 ㎏級 第２位
◆木村 裕喜
・第 回青森県中学校陸上新人競技選手
権大会・２年男子砲丸投 第１位
◆籠林 和奏
・ＪＦＡ第 回全日本Ｕ︱ 女子サッカ
ー選手権大会・青森県大会 優勝
・ＪＦＡ第 回全日本Ｕ︱ 女子フット
サル選手権大会・青森県大会 優勝
◆藤崎中学校女子バスケットボール部
・第 回 青 森 県 中 学 校 秋 季 バ ス ケ ッ ト
ボール大会・女子の部 第１位
久米田愛華・福田 彩葉・三上 愛生
鈴木 瑠莉・石田 紗雪・小杉 伎乃
成田 恋果・福田 藍唯・小山 希彩
白戸 杏樹・栩内ひより・佐藤 有那

15

15

60

25
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功労表彰
教委表彰規則 第２条第１項第１号
児童及び生徒 ︻スポーツ部門︼
◆舘山 新一
・ 町 収 入 役 ︑ 教 育 長 の ほ か ︑ 各 種 委 員 ︵県 大 会 優 勝 ・ 東 北 大 会 ３ 位 以 内 ・ 全 国
等 と し て 町 政 の 振 興 発 展 に 寄 与 さ れ 大会８位以内の入賞 )
た功績

第３条第１項第２号
︻芸術文化部門︼

30

66

30

49

11

54

30

58

善行表彰

◆野呂 大地
・第 回東北小学生バドミントン大会・
６年生以下男子ダブルス 第３位
◆三上 輝大
・第 回東北小学生バドミントン大会・
６年生以下男子ダブルス 第３位
◆今泉 陽虹
・第 回東北小学生バドミントン大会・
４年生以下男子ダブルス 第３位
◆佐
煌貴
・第 回東北小学生バドミントン大会・
４年生以下男子ダブルス 第３位
◆浅瀬石 恋華
・第 回青森県小学生交流陸上競技記録
会小学女子走高跳 第１位
◆三上 千晶
・日清食品カップ青森県小学生陸上競技
交流大会・小学女子コンバインドＡ
第１位
・第 回青森県小学生交流陸上競技記録
会・小学女子 ｍＨ 第１位
◆工藤 花梨
・第 回全日本中学生通信陸上競技大会
青森大会・女子共通２００ｍ 第１位
・第１回あおもり夏季チャレンジ記録
会・女子共通３００ｍ 第１位
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◆佐藤 幸子
︵ソフトボール協会役員 年︶
・旧藤崎町体育協会の女子ソフトボール
協会発足当初から︑ 年間にわたり役
員として長年勤め︑後進の育成と協会
の発展に寄与した︒

◇教委表彰規則
個人及び団体

29

◆工藤 哲悟郎
・町の公益のために寄附され︑町政の振
興発展に寄与された功績
◆長谷川 臣
・令和２年度国民健康保険関係功労者厚
生労働大臣表彰を受彰され︑町の名誉
を高めた功績
◆葛西 金美
・２０１９年度全国子ども会連合会表彰
を受彰され︑町の名誉を高めた功績
◆佐藤 誠
・保護司として法務大臣表彰を受彰され︑
町の名誉を高めた功績
◆白戸 治
・保護司として法務大臣表彰を受彰され︑
町の名誉を高めた功績
◆笹森 一郎
・ 令和２年高齢者叙勲 瑞宝双光章 教(育功
労 を)受章され︑町の名誉を高めた功績
◆池端 芳美
・令和２年危険業務従事者叙勲 瑞宝単
光章 防(衛 を)受章され︑町の名誉を高
めた功績
◆對馬 武範
・ 令和２年秋の叙勲 瑞宝単光章 消(防功
労 を)受章され︑町の名誉を高めた功績

藤林 優斗・福井 暖乃・相馬 恵那
齊藤 瀬菜・山田 心 ・小笠原瑠佳
佐々木琉輝亜・葛西 遥斗・成田 悠真
羽賀 大翔・工藤 優空・横山 心乃
舛澤美衣那・成田 心優・水谷 仁美
對馬 海凪・古川 乃綾・津川英里奈
横山 憂依・浅井 美泉・浅利 茉莉
浅利 羽美・牧野 鳳駕・古川 美柚
三浦なつめ・三上 娃友・福井 丈琉
千葉 瑞希・成田 珠愛・津川愛美梨
黒崎 羽未・小笠原甫祢・市
武蔵
髙谷 颯生・三浦 凜玖・浅井颯一郎
成田 羽来

第３条第１項第１号
︻スポーツ部門︼

38

10

24

38

26

26

26

26

8
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◇教委表彰規則
個人及び団体

17

22

25

令和２年度藤崎町・藤崎町教育委員会表彰

16

39

24

12

第２条第１項第２号
︻芸術文化部門︼

56

39

◆佐藤 とく子
︵文化協会役員 年︶
・平成７年から旧藤崎町文化協会設立に
携わり副会長として活動し︑平成 年
町村合併に伴い︑藤崎地区・常盤地区
の文化協会一本化に携わり藤崎町文化
協会となり︑副会長として活動した︒
平成 年にＮＰＯ法人藤崎町文化協会
設立に尽力し︑令和元年まで副会長と
して活動しており︑多年にわたり町の
芸術文化の普及発展と振興に寄与した︒
◆佐々木 陽子
︵文化協会役員 年︶
・平成６年から旧常盤村文化協会の事務
局員︑平成 年に事務局長を経て平成
年には副会長となる︒町村合併に伴
い藤崎地区・常盤地区の文化協会一本
化に携わり藤崎町文化協会となり︑
副会長として活動した︒平成 年には
ＮＰＯ法人藤崎町文化協会設立に向け
尽力し︑現在も副会長として活動して
おり︑多年にわたり町の芸術文化の普
及発展と振興に寄与している︒

24

64

64

64

66

17

２月 日 木(・祝 に)開催予定の
藤崎町・藤崎町教育委員会合同
表彰式は︑新型コロナウイルス
の影響により中止となりました
が︑町表彰については︑表彰状
の授与を２月 日 金( に)町文化セ
ンターで行いました︒
また︑町教育委員会表彰は︑
各校等で表彰状の伝達を行いま
した︒
被表彰者は次のとおりです︒
順(不同・敬称略 )

49

◇教委表彰規則
児童及び生徒

66

11

◆白戸 樹音
・全国共済農業協同組合連合会青森県本
部主催第 回ＪＡ共済青森県小・中学
生書道コンクール・半紙の部 小学１
年最優秀賞
◆野呂 真理恵
・創玄書道会主催第 回全国学生書道
展・小学の部 毎日新聞社賞
◆白川 茉莉愛
・全国共済農業協同組合連合会青森県本
部主催第 回ＪＡ共済青森県小・中学
生書道コンクール・条幅の部 小学３
年最優秀賞・半紙の部 小学３年最優
秀賞
◆横山 龍桜
・明治神宮書道会主催第 回全国少年新
春書道展・半切部門 特選
◆横山 周旺
・全国共済農業協同組合連合会青森県本
部主催第 回ＪＡ共済青森県小・中学
生書道コンクール・半紙の部 中学３
年最優秀賞
◆工藤 未蘭
・読 売 新 聞 青 森 支 局 主 催 第 回 青 森 県
幼児・小・中学校毛筆書写紙上展・読
売新聞社賞
◆常盤小学校スクールバンド部
・第 回マーチングバンド・バトントワー
リング東北大会・金賞
◆一戸 麗莉
・第 回青森県高等学校新人陸上競技対
校選手権大会・女子やり投 第１位
・第 回東北高等学校新人陸上競技選手
権大会・女子やり投 第２位
◆尾﨑 斐南
・第 回全国高等学校バスケットボール
選手権大会青森県予選・女子の部
第１位
◆小杉 多音
・令 和 ２ 年 度 第 回 全 国 高 等 学 校 バ ス
ケットボール選手権大会青森県予選・
女子の部 第１位
◆中村 アリサ
・第 回青森県春季陸上競技選手権大
会・女子ジュニア３００ｍＨ 第１位
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24

26

11

45

25

73
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令和２年度藤崎町・藤崎町教育委員会表彰
令和２年度藤崎町・藤崎町教育委員会表彰
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新型コロナウイルス感染症に備えて

公用車売払いのお知らせ
町では次の公用車を一般競争入札により売払いします。
入札参加希望者は、３月19日(金)まで(郵送の場合は３月17日(水)必着)に公売一般競争入札参加申込書
兼誓約書を提出する必要がありますので、財政課管財係までお問合せください。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対
策には、咳エチケットや手洗いなどの対策
が効果的とされています。日々の健康管理
と感染予防の徹底をお願いします。

売払い(公売)内容
品
名
：三菱ふそう中型バス １台
その他特記事項：①ボディ後上凹み有り
種
別
：普通(自家用)
②ボディ全体傷、錆有り
用
途
：乗合
③スライドドア故障
乗車定員
：42人
④エアー漏れ
車体形状
：リヤーエンジン
⑤換気扇、弁故障
型
式
：ＫＣ−ＭＫ619J
⑥バッテリー寿命のため交換必要
原動機の型式 ：６Ｄ１７
⑦ドア入口灯手動
総排気量
：8.20Ｌ(軽油)
変 速 機
：マニュアル５段
駆動方式
：ＦＲ
初年度登録
：平成７年11月
有効期限満了日 ：令和３年11月26日
走行距離
：245,478㎞(令和２年12月現在・
車庫入れ等により増加すること
があります)
附 属 品
：夏タイヤ６本(８〜９分山)

◆健康管理と感染予防を徹底しましょう
冬季は気温が低くなり空気が乾燥することから、
インフルエンザ等の感染症が流行しやすくなるため、
日々の健康管理と感染予防の徹底をお願いします。
○手洗い ○うがい ○マスクの着用
○３密の回避 ○毎日の健康チェック

など

◆感染症患者が多数発生している地域への移動は
慎重にしましょう
○移動先の感染状況を踏まえ慎重に判断をしましょう
○移動先の自治体が実施する措置に従って、慎重な
行動をしましょう

◆新型コロナウイルス感染が疑われる人がいる場
合は、家庭内での感染に注意しましょう

◆公売申込の資格要件
（１）個人又は法人
（２）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該
当しない者
（３）暴力団員による不正な行為の防止等に関す
る法律(平成３年法律第 77 号)第３条及び第
４条による指定を受けた指定暴力団等及び
その構成員並びにその構成員が役職員をつ
とめる団体でないこと
◆入札参加申込方法
（１）受付期間 ３月１日(月)〜19日(金)
午前８時15分〜午後５時
※土、日を除く。
（２）受付場所 財政課管財係
（３）申込方法 町ホームページ (http://www.town.
fujisaki.lg.jp/)からダウンロードできる「公
売一般競争入札参加申込書兼誓約書｣に必要
事項を記入押印の上、次の書類を添えて提
出してください。
○個人の場合
・身分証明書(発行後１か月以内のもの）
○法人の場合
・履歴事項全部証明書(発行後１か月以内のもの）
（４）提出方法 持参又は郵送
※郵送の場合は一般書留又は簡易書留のいず
れかとし、３月17日(水)までの必着とする。

◆入札の日時・場所
日 時 ３月23日(火) 午前９時30分〜
(受付：午前９時〜午前９時30分)
場 所 役場３階 ｢中会議室｣
※郵送による入札は行いません。
◆現場説明会の日時・場所
日 時 ３月10日(水)
午前９時30分〜午前10時30分
場 所 常盤除雪センター
(藤崎町大字増館字若柳128−2)
◆最低売払価格
三菱ふそう中型バス

◆感染症患者等に対する偏見・誹謗中傷はやめま
しょう
☆発熱等の症状がある場合の受診方法
○かかりつけ医がいる方⇒かかりつけ医へ電話相談
○かかりつけ医がいない方、相談先がわからない方
⇒県コールセンター(新型コロナウイルス感染症コールセンター）
☎0120−123−801(フリーダイヤル)

24時間受付

○新型コロナウイルス感染症患者と接触したなど、心当たりのある方
⇒弘前保健所 ☎33−8521

■お問合せ

2021．3 広報ふじさき

福祉課健康係 ☎88ー8197

70,000円(税抜)

水道工事は町指定店へ
■お問合せ

財政課管財係 88ー8248
漏水の修理や新設・改造・撤去などの工事は、町指定工事店までお申込みください。
新しく工事店を指定したのでお知らせします。
◆新規の指定工事店
合同会社はせがわ設備 代表社員 長谷川 悟 ☎62ー7015

■お問合せ

11

※土・日・祝日含む

上下水道課工務施設係 ☎75−6025
広報ふじさき 2021．3
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こんにちは 国保係 です

藤崎地区の皆さんへ

カセットコンロ用ガスボンベ・スプレー缶・ライターを
ごみへ出すときのお願い

受 付

被保険者証の再発行について
被保険者証を紛失・破損した場合は、再交付
の申請をしてください。

先日、｢燃やせないごみ｣の収集作業中に、ごみ収集
車へ投入したごみの中から炎が燃え上がり、消防車両
や警察車両が出動する事態が発生しました。
原因は、ガスボンベの中に残っていたガスに、圧縮
した際の火花が飛び散ったことでした。幸い、作業員
の速やかな判断でごみを車外へ排出したことにより、
他のごみへの延焼が少ないうちに消火できたため、作
業員や収集車両などにも被害や損傷が及ぶことなく済
みました。
しかし、消防署による現場検証作業への立ち会いや
排出したごみの積み込み作業、現場の清掃作業などが
必要となり、当日のごみ収集作業に遅れや支障を来た
しました。
ごみの排出に際しては、次のことに注意してくださ
るようお願いします。

〇申請に必要なもの
・来庁する方の顔写真入りの身分証明書(運転免
許証、パスポートなど)
・世帯主及び保険証を紛失・汚損した方のマイ
ナンバー(個人番号)が確認できるもの
(マイナンバーカード又は通知カード)
・印鑑
・破損した場合は破損した保険証
本人又は同一世帯の家族が申請し、本人確認
ができた場合は被保険者証を窓口で即日交付し
ます。
本人確認書類をお持ちでない場合や別世帯の
方が申請する場合は、郵送での交付となります。
■お問合せ

◆ガスボンベやスプレー缶は、最後まで使い切るか、所定の方法によりガス抜きをするなど、中身
が残っていないことを確認してから｢缶(スチール缶)｣の収集に出してください。
◆ガスライターも過去に車両火災の原因となっています。
必ずガスを使い切るか、抜いてから｢燃やせないごみ｣に出してください。

住民課国保年金係

88−8179

国民年金保険料学生納付特例
申請について
令和２年度において学生納付特例制度により保
険料納付を猶予されている方で、令和３年度も継
続して在学予定の方には、４月上旬にハガキ形式
の学生納付特例申請書が日本年金機構から送付さ
れます。
◆令和２年度と同じ学校等に在学する方
申請書に必要事項を記入し、返送してください。
在学証明書(原本)や学生証の写しを添付する必要
はありません。
◆在学する学校等に変更のある方
改めて在学の事実等を確認する必要があるため、
送付された申請書で申請することはできません。
住民課国保年金係又は弘前年金事務所で申請して
ください。このとき、在学証明書(原本)又は学生
証の写しを添付してください。
※大学から大学院へ進む場合や短期大学から４年
制大学に編入する場合等を含みます。
※前年に所得がある方は、所得が確定した後に審
査を行うため、令和３年７月以降に審査結果を
お知らせします。
■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 27ー1339

ジェネリック医薬品をご利用ください

※スプレー缶などのガス抜きは危険です。必ず火の気の無い屋外で行ってください。作業は、缶に
記載している方法により行うなど、細心の注意を払って行ってください。ガスライターは、輪ゴ
ムや粘着力の強いテープでレバーを固定するなどしてガスを抜いてください。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、効き目や安全性が確認されているお薬で、価
格が先発医薬品と比べて安価なのが特徴です。
ジェネリック医薬品の利用を希望する際は、医師や薬剤師に｢ジェネリック希望｣と
ご相談ください。また、効能や効果、副作用などについてもお問合せください。

｢私ひとりくらい｣や｢処理が面倒くさい｣など、些細な理由が大事故を引き起こす原因にも繋がり
ますので、正しく処理をしてからごみを出すよう、ご理解とご協力をお願いします。

※ジェネリック医薬品に切り替えた場合でも、薬代の自己負担額があまり変わらない場合があります。
また、すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではなく、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。

■お問合せ

住民課環境係

88−8169
■お問合せ

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)
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職員募集

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〜(処遇改善加算２万円)
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。
☆お問合せ グループホームすごう
担当 石川、平山 75ー3330

88−8179

広報ふじさき有料広告

町内の各世帯に配布される広報紙をご活用ください

グループホームすごう

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

住民課国保年金係

広報ふじさき 2021．3
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４

月

ஜᐽଥ
ࠞࡦ࠳

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
延期や中止となる場合があります。
ご了承ください。

マイナンバーカードで
マイナポイントを取得しましょう！
マイナポイントとは、マイナンバーカードを
お持ちの方が取得できるポイントで、お好きな
キャッシュレス決済で使えるポイントが、最大
5,000円分もらえる制度です。
マイナポイントを受け取るためには、対応して
いるスマートフォンなどで予約と申込みが必要で
す。町では、スマートフォンなどをお持ちでない
方を対象に、予約と申込みの支援を行っています。

ߔߎ߿߆ஜ⸻
４月１４日(水)【乳児健診】
●対 象 Ｒ２年11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、こどもノート、問診票及
びアンケート、バスタオル、ミル
クやおむつ等外出時に必要なもの

４月２７日(火)【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 ※事前予約制
●対 象 妊婦及び生後３か月以上の乳幼児
とその保護者(３組程度)
●時 間 10:00〜10:45
●場 所 町文化センター
●内 容 子育て親子同士の交流、子育ての情報交換

ஜᐽ⋧⺣
４月７日(水)・２１日(水)【こころの健康相談】
●時 間 9:00〜12:00
●場 所 (７日）常盤老人福祉センター
(21日）藤崎老人福祉センター
４月９日(金)・１６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 (９日）藤崎老人福祉センター
(16日）常盤老人福祉センター
■お問合せ

15

福祉課健康係

2021．3 広報ふじさき

88−8197

次のとおり自衛官を募集します。
募集種目

資

マイナンバーカードの申請・取得
パソコンやスマートフォン、
郵便等で申請します。後日、郵
便で通知が届いたら、住民課窓
口で受け取ることができます。
※申請から取得まで１〜２か月かかります。

マイナポイントの予約・申込

(大卒程度試験)

(院卒者試験)

20歳以上30歳未満で専門の大卒者(見込含)
(歯科・薬剤科試験) ※薬剤科は20歳以上28歳未満の者
幹部候補生

一般曹候補生(男女)

18歳以上33歳未満の者

予備自衛官補(一般)

18歳以上34歳未満の者

※マイナポイントの予約者数が国の予算
の上限に達した場合、予約を締め切る
可能性があります。

【第１回試験受付】
３月１日〜
４月28日
【第２回試験受付】
３月１日〜
６月18日
※飛行要員除く

３月１日〜５月11日

受付中〜４月９日

18〜55歳未満で国家免許を有する者

試 験 日
【第１回試験】
５月８日・９日
【第２回試験】
６月26日
【第１回試験】
５月８日
【第２回試験】
６月26日
５月21日〜30日
※いずれか１日

４月17日〜21日
※いずれか１日

※応募方法や試験場所等の詳細についてはお問合せください。
■お問合せ

お好きなキャッシュレス決済サービ
スを選んで、マイナポイントを申し込
みます。
※詳細はマイナポイント公式サイト
(https://mynumbercard.point.soumu.
go.jp/)をご覧ください。

受付期間

20歳以上28歳未満の修士課程修了者等(見込含)

予備自衛官補(技能)

スマートフォン又はパソコンで専用
サイトから申請するか、経営戦略課企
画調整係で受付しています。

格

○22歳以上26歳未満の者
○20歳以上22歳未満の大卒者(見込含)
○28歳未満の修士課程修了者等(見込含)

一般幹部候補生

一般幹部候補生

ߔߎ߿߆⋧⺣
４月２３日(金)【７か月児健康相談】
●対 象 Ｒ２年８月〜９月生
●受 付 個別に通知します。
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、離乳食や発達のお話、
健康相談
●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

自衛官募集のお知らせ

自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所

☎27−3871

4 月 1 日から印鑑証明書の性別記載欄を廃止します
性別に関わりなく自分らしく生きられる男女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな取組
が官民問わず進められています。
町でも、性同一性障害など性的マイノリティへの配慮の観点から、印鑑証明書の性別記載欄
を廃止します。

チャージ o r お買物
キャッシュレスで最大２万円のチャー
ジや買い物をすると最大 5 , 000 円分の
マイナポイントがもらえます。
※令和３年３月末までにマイナンバー
カードを申請した方は、令和３年９月
末までマイナポイントの支給対象に
なります。

マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードを申請して、役場から交付通知を受けた方で受け取りがまだの方は、次
の日時にも受け取ることができますので、ご利用ください。

◆受け取りできる日時

３月13日(土) 午前９時〜正午【要電話予約】
※前日までに、来庁時間を事前に予約してください。

◆令和３年３月までの毎週水曜日は午後６時まで受け取りできます。【予約不要】
■お問合せ ○マイナンバーカードの取得について
住民課住民係 ☎88ー8163
○マイナポイントについて
経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258
○マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120−95−0178(無料)

■お問合せ

住民課住民係

88−8163
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藤崎町図書館
大夢

と し ょ か ん だより
としょかんだより
◎最新着図書

☎75−2288

◎定例おはなし会「おはなしのとびら」

☆一般図書
○「小さい農業で暮らすコツ」

新藤 洋一‖著

○「もろびとの空」三木城合戦記

天野 純希‖著

○「小説秋月鶴山」

童門 冬二‖著

○「不可逆少年」

五十嵐 律人‖著

○「アクティベイター」

冲方 丁‖著

○「擬傷の鳥はつかまらない」

荻堂 顕‖著

○「ははのれんあい」

窪 美澄‖著

○「元彼の遺言状」

新川 帆立‖著

○「あなたがはいというから」

谷川 直子‖著

○「紅蓮の雪」

遠田 潤子‖著

○「ヘルメースの審判」

楡 周平‖著

○「フシギ」

真梨 幸子‖著

○「ワンダフル・ライフ」

丸山 正樹‖著

○「ヴェルサイユ宮の聖殺人」

宮園 ありあ‖著

○「商店街のジャンクション」

村木 美涼‖著
幸村 しゅう‖著

○「私のカレーを食べてください」
○「恋するアダム」

イアン・マキューアン‖著

○「極上のおうちラーメン」

高梨 樹一‖著

○「片づけの力」

Ｆｕｊ
ｉｎａｏ‖著

○「すわロビ」座ってできる有酸素運動

石崎 依子‖著

☆児童図書
○「ごちそうたべにきてください」

茂市 久美子‖作

○「かける」

◎ ｢全国書店員が選んだいちばん！売りたい本
２０２１年本屋大賞」候補作品のご紹介
(書籍名五十音順）
○「犬がいた季節」
伊吹 有喜‖著
○「お探し物は図書室まで」
青山 美智子‖著
○「推し、燃ゆ」
宇佐見 りん‖著
○「オルタネート」
加藤 シゲアキ‖著
○「逆ソクラテス」
伊坂 幸太郎‖著
○「この本を盗む者は」
深緑 野分‖著
○「５２ヘルツのクジラたち」
町田 そのこ‖著
○「自転しながら公転する」
山本 文緒‖著
○「八月の銀の雪」
伊与原 新‖著
○「滅びの前のシャングリラ」
凪良 ゆう‖著
結果発表は４月14日(水）です。大賞はどの作品か、あな
たも予想してみませんか？

◎休館日のお知らせ

はらぺこめがね‖著

○「会いたくて会いたくて」
○「アテルイ」

室井 滋‖作
雨宮 処凛‖著

☆郷土

※３月３１日(水)は図書整理のため休館となります。
※休館日に図書を返却する場合は、正面玄関脇の返却ポス

呉 勝浩‖著
ほか
※都合により、一部納期が遅れることがあります。

■お問合せ

経営戦略課企画調整係
88−8258

NET119 緊急通報システムを利用しませんか
◆ＮＥＴ１１９緊急通報システム
このシステムは、聴覚や発話等の障がいによ

◆ＮＥＴ１１９緊急通報システムの
サービス対象者

り、音声による会話が困難な方のための緊急

簡単な操作で素早く119番通報が行えるものと
なっています。

当事務組合が管轄する地域(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)に在住、在
勤又は在学している方で、聴覚、発話
等の障がいにより障害者手帳をお持ち

※登録制となっていますので、事前登録が必要です。

の方

トをご利用ください。

※詳細については、弘前地区消防事

◎ご利用ください！インターネット図書予約サービス

時代小説、人情物語特集

★児童図書

心も体もポカポカにあったまる本

◆利 用 方 法

務 組 合 ホ ー ム ペ ー ジ (h t t p : / / w w w .
hirosakifd.jp/)をご覧いただくか、お問
合せください。
■お問合せ

まずは図書館でログイン用仮パスワー

߷௶

★一般図書

インターネット図書予約サービスとは、パソコンや携
帯電話を利用して資料の利用状況や予約が行えるサービ
スです。(予約後の連絡はメールで通知します。)
◆予約可能冊数 ６冊まで ※図書館での窓口予約を含む

◎企画展示のご案内

館川町内会が採択を受けた一般コミュニティ助成事
業は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会
貢献広報事業として行っているものであり、地域コ
ミュニティ活動の充実強化を通じて、地域社会の健全
な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的として
います。

のインターネット機能(ＷＥＢ機能)を利用して、

１日(月)・８日(月)・１５日(月)・２２日(月)・２９日(月)・３１日(水)

○「おれたちの歌をうたえ」

館川町内会では、コミュニティ活動で使用するエア
コン等のコミュニティ活動備品を宝くじの助成金で整
備しました。

通報システムです。スマートフォン、携帯電話

☆３月の休館日

おおぎやなぎ ちか‖作

○「学校、行かなきゃいけないの？」

○館川町内会

○い
つ ３月１３日(土) 午前１０時〜午前１１時
○ど こ で ふれあいずーむ館
○おはなし わっこの会
テーマ：海で出会ったの
・「にじいろのさかな」ほか
★おもしろおさかなクイズもあるよ♪
○対
象 幼児・児童(保護者含む)先着10名程度
※事前予約が必要です。マスクの着用をお願いします。

○「ようかいむらのどきどきひなまつり」 たかい よしかず‖作・絵

宝くじの助成金で整備しました

弘前地区消防事務組合 通信指令課 ☎32−5101 ＦＡＸ 33−0119

ドの申請が必要です。

文坊

一月定例句会 入選作品抄
題 夫｢婦﹂ 背｢伸び﹂
酔｢う﹂﹁ゆめ﹂

野呂

出来ちゃって夫婦の真似をしています

川魚

お隣りに合せた夢が攻めてくる
夢追えば汗も苦労もいとわない

清水

ドングリの背伸びやっぱり背が同じ

成しとげた夢金メダル胸にさげ
決勝で敗けてわいわい泣く涙

田中さち子
孫が来て笑い賑やか角隠す
仏壇にほんとの私さらけ出す
急カーブ酔って見のがすいゝ景色

成田 波麻
背伸びして受験のランク上げる夢
妥協して余生を生きる共白髪
山河を乗り越え夫婦添え遂げる

木村 羊川
身の丈が縮んでも尚背伸びする
過去を消すつもりが夢も共に消え
五十年経ても静かなり今日の音

佐々木トミヱ

二輪草生き抜くためと四苦八苦
孫の居るくらし夢見て夢さめる
捨てきれず新地夢見て海渡る

福井 藤人
焼鳥で出合い結ばれ共白髪
月見酒ほろほろ今宵二人きり
一晩で語りつくせぬ夫婦坂

互選句﹁自筆﹂

成田 波麻
カタカナも混じる姑のレシピメモ

小笠原みなみ

女ごころ自筆の欄で揺れている

田中さち子
履歴書が大望抱いて旅立ちし

文坊
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野呂
印不用サインＯＫ近未来

木村 羊川
断捨離の本のサインに手をとめる

佐々木トミヱ

毛筆で五千字並ぶ書家魂
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被害者支援活動 員
第 期生募集のお知らせ
あおもり被害者支援センター
は︑犯罪・交通事故により被害
を受けた方やそのご家族︑ご遺
族に各種支援を行う民間のボラ
ンティア団体です︒
現在︑被害者支援活動員を募

www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.

からも届出することができ
html)
ます︒ 自
｢ 動車税種別割住所変更

届 を｣ご覧ください︒
◆自動車税 種(別割 に)ついて
６(月納期分︶

◆受験資格
平成

年４月１日生まれの者

○平成３年４月２日から

の者で次に掲げる者

○平成 年４月２日以降生まれ

４年３月までに大学を卒業

①大学を卒業した者及び令和
する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同

自動車税 種(別割 の)納付は︑便
利で安全・確実な口座振替をご利
用ください︒令和３年度の口座振
等の資格があると認める者

○放送員
試合でのアナウンス等︑試合
運営の補助
スコアブックの記録等︑事務

○記録員
局業務の補助
◆応募資格
歳以上の野球好きな人︑審
判に興味がある人
ません︒技術の習得や野球規

※野球経験の有無︑性別は問い

(ー５)

◆申込受付期間

(＋２)

替の申込期日は令和３年４月 日

助(93)

集しています︒ぜひ活動に参加
則の研修は︑技術指導員や先

仁

です︒申込用紙は︑各取扱金融機

古 舘

関や中南地域県民局県税部の窓口

子(78)

してみませんか︒詳しくは事務
輩スタッフが行います︒

昭

局へお問合せください︒

中

(ー３)

◆活動場所

田

受験申込はインターネット申

木挽町

３月 日 金( 〜)４月７日 水( )
◆受験申込方法

定

に備え付けてありますので︑お

浦

気軽にお問合せください︒

三

３月 日 水( ま)で

常

◆募集期間

美(86)

込とします︒国家公務員試験採

繁

なお︑車検の継続検査時︑運

木

■お問合せ
南 黒 地 区 藤( 崎 町 ︑ 黒 石 市 ︑
平川市︑大鰐町︑田舎館村 )

高

用情報ＮＡＶＩ

木

輸支局において電子的に自動

水

公益社団法人あおもり被害者

よし子(75)

259人

の野球場

山

(https://www.

横

支援センター

福左内

２人

◆活動日

弘(49)

車 税 種( 別 割 の) 納 税 確 認 を 行 い ︑

道

☎０１７ー７１８ー２０８５
４月〜 月の土︑日︑祝日

士

jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html)
◆第１次試験日 ６月６日 日( )

福

■お問合せ

島

自 動 車 税 種( 別 割 納) 税 証 明 書 の
提示が不要であるため︑来年度

※参加可能な日 終(日・半日等 )
を調整しながら活動していた

福

仙台国税局人事第二課試験研修係

サ(88)

から口座振替済の通知書 兼(納税

ヒ

自 動 車 税 種( 別 割 に) つ い
てのお知らせ

部

215件

だきます︒

阿

☎０２２ー２６３ー１１１１

野

内

◆準備物

葛

人事院東北事務局

三喜男(77)

証明書 の)送付は行われません︒
■お問合せ

上

◆ 自動車税 種( 別割 の) 住所変更届

三

について

審判員ユニフォーム等は︑必

沢

☎０２２ー２２１ー２０２２

矢

中南地域県民局県税部
要に応じて随時購入していた

栄(65)

☎ ー４３４１

忠

納税管理課

谷

自動車税 種(別割 の)納税通知
書は︑原則として自動車検査証
だ き ま す ︒ 貸( 与 ・ 購 入 費 用

新

青森県軟式野球連盟南黒支部

岡

国家公務員

亀

県

)

子(43)

榊

補助あり

朋

審判員・運営スタッフ募集

田

青森県軟式野球連盟南黒支部

池

車(検証 に)記載された住所に送
付しています︒
支部での活動全般について︑

盤

(＋２)

◆その他

常

では︑次のとおり審判員︑運営

つ(87)

国
｢ 税専門官採用試験 ｣
大(学卒業程度 の)お知らせ

せ

転居等で住所が変わった場合

川

は︑運輸支局で住所の変更登録
基本的にボランティアとなり

古

スタッフを募集しています︒

盤

仙台国税局では︑国税専門官
ます︒昼食等の経費は︑支部

常

◆募集内容

光(71）

を募集しています︒国税専門官

清

手続をしなければなりませんが︑

夛

○審判員

福

は︑国の財政を支える重要な仕

町

事情によりすぐに手続ができな
川添

表

(±０)

事務局

二(60)

雄(89)

で負担します︒

浩

盤

■お問合せ

上

南黒支部及び県大会での審判員

村

事を担い︑税務署等において︑

中野目

い場合は︑中南地域県民局県税

に(95)

調査・徴収・検査や指導などを

く

部へご連絡ください︒

五十嵐

広報ふじさき有料広告

町
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緑

(＋２)

※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。

２名
２名
光触媒

その他にも各種仕上材

お気軽にご相談ください。

２級技能士
２級建築施工技師

子(67)

(前年比)

(前年比)

☎０７０ー４３７６ー６０２６

３月の町税等の納期

２名

妙

將
浦

か
た

１級技能士

木

５人

将 優(亮太)

G0102015

鈴

０人

村

認定番号

木

４件

中

旭硝子 フッ素塗装(最高級塗料)登録施工店

水

傷者数

舛

村 塗 装

三

死者数

俵
木
鈴
木
水

(有)木

島

件数

颯 太(俊也)

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

福

(令和３年１月31日現在)

ミキエ(88)

●後期高齢者医療保険料 第９期

村

塗り替えは第二のマイホームづくりです。

本

内

〜お悔やみ申しあげます〜
納期限は３月31日(水)です

木
は
ず
か

地元だから安心!!

藤

交通事故発生状況

10

つ

越

一 遥(拓真)

藤
光 莉(健一)
小田桐
小学校通り

た
う
そ
り
か
ひ

(71)
館川町

町

)

町の人口と世帯数

18

＋２
世帯

学(童︑少年︑一般

◆自動車乗用中の死者11人(前年比ー８人)中、
シートベルト非着用者が６人(前年比ー４人)

１月届出分
人口

戸 籍 の 窓
１月31日現在 前月比

ＦＭアップルウェーブ
38−0788
■お問合せ
で54.5％を占めています。

行う税務のスペシャリストです︒

◆歩行中の死者８人全員に違反が認められました。

)内保護者
〜お誕生おめでとうございます〜
(
ー13
合計

12 12

26

総務課防災係 88−8295
■お問合せ

ー５
男

ー８

6,917人
7,882人
14,799人
6,113世帯
女

30

◆放 送 日 ３月22日(月)〜28日(日)
午後７時〜午後９時
※藤崎中央小学校が24日(水)、藤崎小学校が
28日(日)に放送されます。
◆歩行中の死者８人(前年比ー３人)中、高齢者が
６人で75.0％を占めています。

(https://

※発生件数、負傷者数は平成14年以降、19年
連続で減少
※死者数については、現在の統計方法となっ
た昭和41年以降最少

また︑県ホームページ

◆死者28人中、高齢者の死者は15人(前年比ー13
人)で、53.6％を占めています。

31

2,436件(前年比−12.7％)
28人(前年比−24.3％)
2,939人(前年比−13.0％)
◆発生件数
◆死 者 数
◆負傷者数

子どもたちの卒業メッセージが
ラジオで紹介されます
交通事故発生状況(Ｒ2.12.31現在)

32

弘前市のコミュニティラジオ局「ＦＭアップ
ルウェーブ」で、小学校を卒業する６年生一人
一人が将来の夢や小学校での思い出などを語る
特別番組が放送されます。
担任の先生や校長先生からの贈る言葉、校歌
も紹介されます。
希望に満ちあふれた子どもたちの声、懐かしの
学び舎を思い出させる校歌を聴いてください。
未来に羽ばたく子どもたちから元気がもらえる
２時間です。どうぞお楽しみに！

令和２年中の交通死亡事故の主な特徴

10

メモリアルグラデュエーション２０２1
〜小学校卒業生のメッセージ〜

令和２年中の県内の
交通事故発生状況

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

健康な歯の こどもたち ３

歳児健診

(1月21日実施)

せ な

舘山

聖七ちゃん

つむぐ

野呂

(西豊田一)

紬宇くん

(東

そうた

三浦

颯大くん

(常

盤)

心々ちゃん
(富

海那ちゃん

(小学校通り)

桧理ちゃん
(徳

下)

陽奈ちゃん
(みつや)

美乃ちゃん
(表

夢翔くん

(木挽町)

町)

紫音くん

(福左内)

さくは

ら

美来ちゃん
(徳

野呂

下)

桜羽ちゃん

(西豊田二)

こはる

鈴川

心晴ちゃん
(水

や

松丸

木)

ふみのちゃん
(西豊田二)

けんと

奈良

健永くん

え

川口

浩太くん

七海ちゃん
(朝日町)

みなと

(下

湊くん
町)

み

淺利

(下

(久井名舘)
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町)

あおと

安田

葵音くん

(西中野目)

やまと

古川
(福

う

美羽ちゃん

え

八重ちゃん

ななみ

鈴木

(西豊田三)

佐々木

竹嶋

な

(福左内)

こうた

伊豫部

り

恵里奈ちゃん

(中野目)

しおん

成田

み

浅利

舘)

み の

長内

ゆめと

山中

(福

ひろな

福井

柳)

かいり

石動

町)

翔太くん

みいな

古川

こ こ

大崎

しょうた

工藤

和くん
島)

いおり

對馬

庵ちゃん
(西豊田一)
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