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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

伝馬ねぷた愛好会

津軽の夏を彩る

藤崎のねぷた

木挽町清流会

令和２年度・令和３年度

藤崎町成人式

８ 月 日 日( ︑) 町 文 化 セ ン タ ー に お い て ︑ 藤 崎 町 成
人式が行われました︒昨年度の成人式が延期になって
いたことから︑令和２年度成人式と令和３年度成人式
が︑同日に時間を分けて行われました︒
式典には︑令和２年度は 名︑令和３年度は 名の
新成人が出席し︑晴れの門出を迎えました︒
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため︑式中で
のマスク着用︑入口での検温︑手指の消毒などの対策
を徹底して行われました︒
華やかなドレスや振袖︑スーツに身を包んだ新成人
たちは︑久しぶりに顔を合わせた恩師︑友人たちとの
会話や写真撮影を楽しみ︑会場は終始笑顔に溢れてい
ました︒
※撮影時のみマスクを外しています︒
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令和２年度
成人式
令和３年度
成人式

Town Topics
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彩り溢れる野菜がどんどん入荷する季節となり
ました。ふじさき食彩テラスでは、夏野菜レシピ

｢古津軽(こつがる)｣は、岩木山を中心に広が
る津軽地域に古くから伝わる祭りや信仰、芸能、

コンテストを開催しています。旬の野菜は栄養満
点で、楽しみ方も人それぞれです。モリモリ食べ
られる、あなたの｢おいしいレシピ｣をおすそ分け

食文化等といった｢ものがたり｣とともに楽しむ
新たな観光ブランドです。９月１日(水)〜 30日
(木)を古津軽ウィークとして、各市町村で様々な

してください！

イベントやキャンペーンを実施します。各市町
村のイベント内容の詳細は古津軽ウィーク特設
ページ(https://www.kotsugaru.com/kotsugaruweek/)

◆開催時期

第２弾：開催中〜９月４日(土)
第３弾：９月５日(日)〜９月18日(土)
◆お
題 第２弾｢なすを使った、おいしい料理｣
第３弾｢トマトを使った、おいしい料理｣
◆参加方法 instagram にて｢#ふじさきおいしいレ
シピなす｣「#ふじさきおいしいレシピ
トマト」と添えて投稿してください。
◆審査方法 ふじさき食彩テラス公式アカウント
(＠fujisaki̲shokusai̲terrace)がリポス
ト後、いいね数で集計します。｢いい
ね数｣が多い方には景品があります。
※詳しくはふじさき食彩テラスの公
式instagramをご覧ください。
■お問合せ
ふじさき食彩テラス ☎65ー3660
※ふじさき食彩テラスの公式instagram
のダイレクトメッセージでも承ります。

夏の甲子園での活躍を
７
27
場所：役場応接室

高校野球青森大会決勝で青森山田高校を６−５
で破って優勝し、８年ぶり２度目の甲子園出場を
決めた弘前学院聖愛高校野球部に所属する町出身
の(写真右から)町田 修平さん、髙木 優斗さん、工
藤 天晴さんが来庁しました。町田さんは｢県大会決
勝では、これまで積んできた練習の成果が発揮で
きて良かった。甲子園では１試合１試合を楽しみ、
粘り強く頑張りたい｣、髙木さんは｢常に全員が笑
顔でいることがチームの１番の強みだと思う。甲
子園でも100％の力を出したい｣、工藤さんは｢試合
中、声をかけ合ってピンチの場面も乗り越えるこ
とができた。今後も自分の出来ることを精一杯や
りたい｣と甲子園への熱い意気込みを語りました。

をご覧ください。

藤崎町のイベント
○藤崎「古津軽セット」
藤崎町で愛されている和菓子等を詰め合わせ
たセットをふじさき食彩テラスで販売します！
通常価格1,240円のところ700円でご提供！
■お問合せ
ふじさき食彩テラス
☎65ー3660
※新型コロナウイルスの感
染拡大状況により、イベ
ントを中止する場合があ
ります。

人権擁護委員として長年活動していた浅利 克さ
ん(写真左から２番目)、小野寺 福雄さん(写真中央)
へ、法務大臣より感謝状が贈呈されました。浅利
さんは｢現在社協の心配ごと相談員として活動して
いるので、この経験を生かして今後も町民の皆さ
んの相談に親身に対応したい｣、小野寺さんは｢地
区の集会施設の業務と並行して 12 年間取り組んで
きた。今後は若い世代へ引き継いでいきたい｣と話
しました。

東北・全国大会での勝利を目指して
７
場所：役場応接室
27

▶稲葉 光希 さん

北｢海道・東北大会では表現
力を磨いて正確に弾けるよ
う頑張りたい と｣話しました︒

▶千葉 心遥 さん

全日本ピアノコンクール県大会に出場し、小学３
〜４年生対象のＢ級部門で第１位となった稲葉 光
希さん(中央小３年)と、同コンクール小学５〜６年
生対象のＣ級部門で第１位となった千葉 心遥さん
(常盤小５年)がそれぞれ町長に結果報告をしました。
２人は、８月 24 日に北海道札幌市で開催された北
海道・東北ブロック大会に出場しました。
練
｢ 習は大変だけど大会で
良い結果が出たときが嬉し
い と｣話しました︒

青森県中体連で好成績を収めた藤崎中学校の生徒
が来庁し、町長へ東北及び全国大会への出場を報告
しました。女子バスケットボール部(久米田 愛華さ
ん、三上 愛生さん)、柔道部(髙谷 駿さん、髙橋 一
徹さん)、陸上部(山内 竜生さん、村上 杏梨愛さん、
田澤 凜さん)が、県大会での感想やそれぞれの目標、
東北・全国大会への意気込みを語りました。
東北大会結果
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７ 長年の人権活動ありがとうございます
19
場所：役場応接室

全日本ピアノコンクール出場報告
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・バスケットボール女子

第３位

・柔道

男子60㎏級
90㎏級

・相撲

１学年

・陸上

男子３年100ｍ 第６位 山内 竜生 さん
女子共通走高跳 第６位 田澤 凛 さん
共通100ｍＨ
第５位 村上 杏梨愛 さん

第１位
第５位

第３位

髙谷 駿 さん
髙橋 一徹 さん

川井 翔太 さん
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制度をご存知ですか？

児童扶養手当・特別児童扶養手当
藤崎町ひとり親家庭等医療費給付制度について

児童扶養手当について
◆制度の概要
児童扶養手当は、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭 ( ひ
とり親家庭 ) の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給さ
れる手当です。
手当の額（月額）※令和２年４月から
◆手当の対象となる児童
全部支給
43,160円
次のいずれかに該当する児童の父又は母が当該児童を監護
する場合等に手当てが支給されます。
43,150円〜10,180円
一部支給
○父母が婚姻を解消した児童
○父又は母が死亡した児童
○父又は母が政令で定める障害の状態である児童
○父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童 など
※児童が児童福祉施設に入所したときや、児童が父又は母
の配偶者 ( 内縁関係を含む ) に養育されているとき等は
対象になりません。
※所得制限があります。

児童が２人目の加算
全部支給
一部支給

10,190円
10,180円〜5,100円

児童が３人目以降の加算
全部支給
一部支給

6,110円
6,100円〜3,060円

◆現況届について
毎年８月１日から８月31日までの間に現況届を提出してください。提出がない場合は手当が支給され
ません。また、２年間届出をしないと受給資格がなくなります。必ず期限までに提出してください。
◆児童扶養手当が一部支給停止とならないために
手当を受給して５年以上経過した場合又は手当の支給要件に該当してから７年以上経過した場合、
一部支給停止とならないための手続をしないと、５年以上経過した等の月の翌月以降、手当額が半額
になります。一部支給停止とならないためには「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添
付の上、現況届提出時に手続してください。
◆手当の支払について
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給され、１月( 11 月〜 12 月
分)、３月(１月〜２月分)、５月(３月〜４月分)、７月(５月〜６月分)、９月(７月〜８月分)、11月(９月
〜10月分)の年６回、支払月の前月までの手当が支払われます。

特別児童扶養手当について
◆制度の概要
特別児童扶養手当は、精神や身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給
される手当です。
◆支給対象者
政令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護する場合等に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、児童が障がいを支給事由とする公的年金
を受けることができるときは、手当は支給されません。
手当の額（月額）※令和２年４月から
※所得制限があります。
１人につき
障がいの程度が１級
52,500円
◆所得状況届について
１人につき
障がいの程度が２級
34,970円
毎年８月12日から９月11日までの間に提出してください。
所得状況届の提出がない場合は手当が支給されません。
また、２年間届出をしないと受給資格がなくなります。必ず期限までに提出してください。
◆手当の支払について
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給され、４月(12月〜３月分)、
８月(４月〜７月分)、11月(８月〜11月分)の年３回支払われます。
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■お問合せ

住民課子育て支援係

88ー8184

この制度は、ひとり親家庭等の児童及び保護者が病院等を受診したり、医師の処方箋で薬局から薬
をもらった場合に、申請に基づき医療費を給付する制度です。
※所得制限があります。(所得は毎年見直しをします。)

藤崎町ひとり親家庭等医療費給付制度の概要
○児 童 18歳に達した日以降における最初の３月31日まで
○保護者 児童を監護又は養育する期間
◆対象医療費 通院医療費・入院医療費・入院時食事療養に係る標準負担額
※ただし、保護者については薬局を除いた１保険医療機関ごと(大学病院等の診療科
が複数ある医療機関は１診療科ごと)に１か月につき1,000円を控除した額
◆対象年齢

◆受給資格証更新の手続
★受給資格証の更新手続の通知が届いたら更新手続を行ってください。
※通知は毎年７月上旬に郵送します。
【持参するもの】
受給資格者が加入している健康保険証、印鑑(認印)、受給資格証
※令和３年１月１日時点に藤崎町に住所がない方は、前年分の所得課税証明書又は個人番号(マ
イナンバー)の提出が必要です。なお、個人番号(マイナンバー)を提出していただくことによ
り、所得課税証明書の添付が省略できます。ただし、前住所地で本人が申告していない等の
理由により情報連携ができない場合は、所得課税証明書の提出が必要となります。
※所得の申告をしていない場合は更新できませんので、必ず申告してから申請してください。
※養育費の８割相当額を所得として算入します。
★18歳に達した日以降における最初の３月31日を過ぎると受給資格が無くなりますので、受給資
格証を返却してください。
◆お子さんが診察を受けるとき
医療機関窓口では健康保険証と一緒に受給資格証を提示してください。
医療保険各法の適用を受ける児童は、窓口負担なしで療養の給付を受けることができます。(現物給付)
ただし、次の場合は医療機関窓口に一部負担金等を支払った後その領収書を受領し、後日保護者
の申請に基づき町から還付を受けることができます。
○柔道整復師による施術
○受診する医療機関が現物給付に対応できない場合
◆保護者が診察を受けるとき
医療保険各法の適用を受ける保護者は、医療機関で一部負担金等を支払った後その領収証を受領
してください。後日保護者の申請に基づき町から一部負担金等の還付を受けることができます。
★医療費の給付申請は、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して２年以内に手
続をしてください。
◆その他
健康保険証や住所が変わったときは、必ず手続をしてください。
所得制限により、ひとり親家庭等医療費受給資格の対象にならない場合でも、乳幼児又は子ども
医療受給資格の対象となる場合があります。

■お問合せ

住民課子育て支援係

☎88ー8184
広報ふじさき 2021．9
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青森県中小企業者等事業継続支援金のお知らせ
青森県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、1年以上にわたり幅広い業種におい
て極めて厳しい経営環境が続いていることから、事業継続に意欲的に取り組む県内中小企業者等に対し、
支援金を給付しています。町内の中小企業、個人事業主等の皆様もぜひこの制度をご活用ください。
◆支 給 額 法人
60万円
個人事業主 30万円
※県内に複数の事業所がある場合でも、１事業
者あたり上記支給額(定額)となります。
◆支給対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収
入が減少している、県内に事業所を有する中小
企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人
事業主であって、事業継続に取り組むもの
◆支給要件
(1)減収要件
事業収入に伴う税の申告をしており、かつ、新
型コロナウイルス感染症の影響により、2021年
１月から６月の間で連続する２か月の合計事業
収入が前年又は前々年のいずれか(｢基準年｣とい
う。)の同期比で30％以上減少していること。
(2)事業継続意思要件
現に事業活動を行っているとともに、今後も事
業活動を継続する意思があること

実 施 内 容

１店舗につき500円以上のレシート(※)を３店舗分
集めて、そのレシートを使って景品の抽選に応募し
てください。応募時には、気に入ったお店を１つ選
んで投票し、総選挙でグランプリを決めます。
んで投票し、総選挙でグランプリを決めます
。

(3)基準年の事業収入要件
基準年(2019年又は2020年)における年間の事業
収入が、法人60万円以上、個人事業主30万円以
上であること。
◆申請期限

何 回で
も
応 募で
きます！

レシートの写真を撮っ
てスマホで応募！その
際にお気に入りのお店
を 1 つ選んで投票！

参加店 ( 下 記参
照 ) でお買物し、
500 円以上のレ
シ ート を３店舗
分集める

10月31日(日)

◆申請方法
青森県庁ホームページ(https://www.pref.aomori.
lg.jp/sangyo/shoko/jigyokeizoku̲shienkin.html)を
ご覧いただくか、お問合せください。

または

→

各店舗に設置して
ある応募用紙にレ
シ ー ト を 貼 っ て、
役 場 に 持 参又 は
郵送で応 募！
郵送で応募！

※イベント開催期間 (10/31 まで ) のレシート限定です。

※そのほか、国及び県で行っている新型コロナウ
イルス感染症の拡大により影響を受けている
中小企業者等を支援する制度については、町
ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.
cfm/1,0,80,356,html)に掲載していますのでご覧
ください。

実施中〜10月31日(日)
景

Ａ賞

品

ふじめぐり総選挙参加店共通商品券

10 万円分 ２名様

Ｂ賞

→

■お問合せ
○青森県中小企業者等事業継続支援金
電話相談窓口 ☎0120ー740ー361
○町商工会
☎75ー2370

実施期間

ふじめぐり総選挙参加店共通商品券
５万円分
３名様
Ｃ賞 ふじめぐり総選挙参加店共通商品券
１万円分
10 名様
Ｄ賞 町特産品詰め合わせセット
3,000円相当 15 名様

‧•‒店舗が参加！参加店舗はこちら！
・ヘアメイクKC
・Ｋｉｌｌｓ Ｈａｉｒ
・ヘアーサロン みずがみ
・ヘアーサロンチョキチョキ
・ハ藤
・マルトモ石油
・白戸石油店
・佐藤石油店
・常盤防災
・トキワ車検センター
・オートスタジオ オヤマ
・高谷精肉店
・兵藤酒店

・御菓子司 きくち覚誠堂
・イシザワ菓子舗
・アントルメ佐藤菓子店
・ブーランジェリー ル・ボヌール
・ホルモンショップあっと
・肉のたかはる
・酒舗岩谷
・Kitchen Coo(きっちん くぅ)
・ミウラ生花店
・池田衣料店
・ふじさき食彩テラス
・Ｓｐｉｃｙ＆Ｃｒｅａｍｙ（ふじさき食彩テラス内）
・ふじクリーニング

広報ふじさき有料広告

※応募方法等の詳細は、町観光情報サイト
｢ふじさんぽ｣(https://www. fujisakikanko.jp/)をご覧ください。

・イオン 藤崎店
・平安堂薬局(イオン藤崎専門店内)
・ラグノオ(イオン藤崎専門店内)
・銘茶の玉雲堂(イオン藤崎専門店内)
・ロッテリア(イオン藤崎専門店内)
・Hosho東花(イオン藤崎専門店内)
・リエゾン(イオン藤崎専門店内)
・ひらの薬局
・サカエ薬局藤崎
・居酒屋 えびす
・寿し・うなぎ 佐嶋
・居酒屋 しんちゃん

・そばの矢車
・中華そば 我が家
・中華飯店 幡龍 藤崎店
・宝来軒
・藤翔製麺
・中華そば つしま
・ラーメンカフェきたときわ
・Stay Juicy はたけのゆっこ店
・SHIZUKU CAFE(シズクカフェ)
・焼肉五苑 藤崎店
・喫茶こすもす
・トキワ養鶏 直売所

※参加店舗は９月１日現在のものです。参加店舗はイベント
期間中も随時募集しています。

■お問合せ

経営戦略課企画調整係

88−8258

【中止】令和３年度藤崎町長寿顕彰式中止のお知らせ
９月11日(土)に開催を予定していました「令和３年度藤崎町長寿顕彰式」は、新型コロナウイルス

Ƹ

感染拡大防止のため、中止することとしました。参加を予定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。
■お問合せ
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農業者年金のご案内

青森県河川砂防課からのお知らせ
洪水への警戒と避難準備に「洪水お知らせメール」を活用しましょう
◆洪水お知らせメールとは
皆さんがお住まいの地域の「雨量・水位」等を、お手持ちの｢携帯電話にメール｣でお知らせします。
時間的な余裕をもって、洪水に対する心構えや避難準備ができます。
「河川砂防情報提供システム」(http://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/)より、ご希望の観測所を
登録してください。

農業者年金制度とは、農業者の老後生活と福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを
目的とした制度です。平成14年１月からは積立方式を採用し、加入者数の変化に左右されにくい長期的
に安定した制度となりました。
◆加入対象者
20歳以上60歳未満で国民年金第１号被保険者(付加年金への加入が必須)であって、農業に年間60日以
上従事している方(配偶者・後継者・家族農業従事者の方も加入できます。)
◆保険料
○通常加入
月額20,000円から1,000円単位で最高67,000円まで加入者自身が設定できます。
○政策支援加入(保険料の国庫補助)
国庫補助を受ける期間は、月額20,000円で固定されます。基本となる保険料(月額20,000円)に対
し、国庫補助金の助成(4,000円から10,000円)が受けられます。
国庫補助額
(上段は国庫補助額、
下段は特例保険料額)

対象者区分
「洪水お知らせメール｣
をクリック

（携帯電話版） （スマートフォン版）

土砂災害への警戒と避難に「土砂災害警戒情報メール通知サービス｣ を活用しましょう
「土砂災害警戒情報メール通知サービス」とは、皆さんがお住まいの市町村に「大雨警報」、「土砂
災害警戒情報」が発表されたことを、お手持ちの「携帯電話やパソコンにメール」でお知らせします。
大雨警報が発表された際は避難準備をし、土砂災害警戒情報が発表された際には、早めに安全な場所に
自主避難をしましょう。
ＱＲコード又はＵＲＬ(https://www.dosya-keikai.pref.aomori.jp/registmail/
index.html) の登録画面から、メールアドレスの登録、ご希望の市町村
を選択できます。

区分

補助対象者

１

認定農業者で青色申告者

２

認定就農者で青色申告者

３

区分１又は区分２の要件を満たしている経営者と家族
経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又
は直系卑属
※経営者が農業者年金に加入していなくても構いません。

４

認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者
で、３年以内に両方を満たすことを約束した者

５
■お問合せ

青森県県土整備部河川砂防課 企画・防災グループ ☎017ー734ー9662
中南地域県民局地域整備部 河川砂防施設課
☎34ー1283

全国農業新聞のご案内

農地の適正管理について

全国農業新聞は、①特徴のある週刊新聞
②時代に鋭く斬り込む③経営に役立つ④喜
びや悩みを共感できる⑤読みやすく親しみ
やすい、を重点に紙面づくりをしています。

近年、農業者の高齢化や後継者不足に
より、遊休農地が増加しています。農地
が遊休化すると、雑草・雑木が繁茂し、
病害虫や火災の発生原因となる恐れがあ

農政の動きをタイムリーに伝え、農業経営
に役立つ実用的な専門紙で、農家のくらし

ります。
また、有害鳥獣の潜入や産業廃棄物等

に役立ち、女性の元気を呼び起こす新聞と
なっています。
全国農業新聞は毎週金曜日発行で、
購読料は月額 700 円となっています
ので、購読を希望される方は町農業
委員会までお気軽にご連絡ください。

の不法投棄の場所となることも考えられ、
周辺農地や近隣住民に大変な迷惑を及ぼ
します。耕起・草刈り・除草等を行い、
農地の適正な管理をお願いします。

■お問合せ

町農業委員会

☎88ー8269

35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満
の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となること

2021．
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35歳以上

10,000円
(10,000円)

6,000円
(14,000円)

4,000円
(16,000円)

6,000円
(14,000円)

ー

を約束した者
◆政策支援対象者
○満60歳までに、20年間の加入期間(カラ期間)を満たす者
○必要経費控除後の農業所得が900万円以下であること
○上記表の区分１〜５のいずれかに該当する者
※補助期間
１．35歳未満は、要件を満たしているすべての期間
２．35歳以上は、要件を満たしている期間のうち10年間を限度として、１と２を合わせて最長20年間
◆農業者年金の受給
○農業者老齢年金
納付した保険料およびその運用益により年金額が決定する終身年金です。
65歳からの受給が原則ですが、60歳まで繰り上げ請求ができます。
○特例付加年金
政策支援を受けられた方が、国庫補助額とその運用益により年金額が決定し、経営継承等の要件を
満たしたときから受給できる終身年金です。原則として65歳に達し、かつ、農業を営む者でなく
なったときから受給できます。
(注)経営継承とは、自分名義の農地等、特定農業用施設および一般農業生産施設の権利を後継者、第
三者等に処分(所有権移転や賃貸借等の設定)し、農業経営から撤退すること。
※詳しい内容については、独立行政法人農業者年金基金のホームページ(https://www.nouen.go.jp/)を
ご覧ください。
■お問合せ

11

35歳未満

町農業委員会

☎88ー8269

広報ふじさき 2021．9
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秋の全国交通安全運動のお知らせ
甲種防火管理再講習のご案内
〜該当する施設は受講を！〜

消防だより 東消防署北分署

◆日

時

11月９日(火) 午前９時30分〜正午

◆場

所

岩木文化センター あそべーる (弘前市大字賀田一丁目18番地４)

75ー3333

◆受講料等

受講料は無料ですが、事前に書店等でテキストの購入が必要です。

◆申込期間

10月11日(月)〜10月15日(金)

９月21日(火)〜30日(木)の10
日間は、秋の全国交通安全運動
期間です。また、９月30日(木)
は『交通事故死亡ゼロを目指す
日』です。
この機会に交通ルール・マ
ナーを再確認し、相手に対する

※申込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。
◆申 込 先

消防本部予防課か最寄りの消防署・分署にお申込みください。

『思いやり・ゆずり合い』の気
持ちを忘れずに交通安全を実践
しましょう。

※講習についての詳細は弘前地区消防事務組合ホームページ(http://www.hirosakifd.jp/)
をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染対策のため、講習会はマスクの着用をお願い致します。
■申込・お問合せ

また、秋の夕暮れ時は事故が
多発します。運転者は早めのラ
イト点灯、歩行者は反射材の着
用を心掛けましょう。

○弘前消防本部予防課(平日 午前８時30分〜午後５時) ☎32ー5104
○管内の消防署又は分署

■お問合せ

総務課防災係
☎88ー8295

※円グラフの構成率は、小数点以下第２位を四捨五入しているため合計が１００％にならない場合もあります。

令和３年度 わくわく講座

ストレスとの上手な付き合い方

教育相談のご案内

新型コロナウイルス感染症の大流行により、外出自粛を余儀なくされる日々が続いています。旅行に
行く、ランチに行く、仲間とスポーツで汗を流す･･･。今まで当たり前に出来ていたことができないのは、
とてももどかしい気持ちになりますよね。
そこで、ストレスとの付き合い方や自宅でできるストレス解消法を学び、コロナ禍を心身共にすこやか
に過ごしましょう。
◆日
時
◆場
所
◆講
師
◆申込期限

10月８日(金) 午後１時30分〜午後３時
町文化センター
青森県立精神保健センター 公認心理師
９月30日(木)

いじめ・不登校などの教育に関する相談に精神科医が応じます。相談は無料、秘密は厳守します。
◆相 談 内 容

いじめ・不登校など教育全般に関
すること

◆相談対応者

◆申 込 方 法

町内在住の小・中学校の児童生徒

福祉課健康係

光触媒
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その他にも各種仕上材
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認定番号

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

旭硝子 フッ素塗装(最高級塗料)登録施工店

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

広報ふじさき有料広告

塗り替えは第二のマイホームづくりです。

村 塗 装

常盤生涯学習
文化会館
｢音楽室｣

午前１１時〜正午、
午後１時〜午後２時
※相談時間は１人に
つき１時間程度

※12月〜２月も実施予定ですが、日程は未定です。
日程が決まり次第、お知らせします。

☎88−8197
■申込・お問合せ

(有)木

11月29日(月)
※午前のみ

ださい。
■申込・お問合せ

時 間

実施日の１週間前までに、町教育
委員会学務課に電話でお申込みく

※参加希望の方は、福祉課健康係へお申込みください。

地元だから安心!!

10月25日(月)

及び保護者

佐藤 理恵 先生

実施場所

９月27日(月)

弘前大学大学院保健学研究科
教授 栗林 理人 氏

◆対 象 者

実施日

町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内)

特別養護老人ホーム さんふじ

☎69ー5010

職員募集

①職
種 介護職員(資格不問 1名〜)
②職
種 警備職員(資格不問 1名)
○勤務時間 早)午前６時〜午後３時
○勤務時間 イ)宿直 隔日 午後4時30分〜翌日午前8時30分
通)午前８時３０分〜午後５時３０分
休息時間 午後9時30分〜翌日午前1時、午前1時30分〜午前5時
遅)午前１１時〜午後８時
ロ)日直 隔週日曜日 午前8時30分〜午後5時30分
夜)午後７時３０分〜午前６時３０分
休息時間 正午〜午後1時
変則４週８休
(電話の取次ぎ、利用者徘徊のチェック、施設内防犯チェック、環境整備、湯張り等)
◯賃金 １５７,０００円〜(その他、定期的に支払われる手当) ○賃金 イ)宿直 一回 6,300円(深夜割増含む) ロ)日直 一回 6,300円 ハ)通勤手当
※①、②共通事項 ○雇用期間 1 ヶ年(更新有り) ○社会保験 加入 ○面接日 随時
○面接場所 特別養護老人ホームさんふじ 応募者は、事前に連絡のうえ、履歴書を持参し面接にお越しください。
■お申込・お問合せ 特別養護老人ホームさんふじ ☎75−3511
広報ふじさき 2021．9
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10

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。

ߔߎ߿߆ஜ⸻
１０月１３日(水)【乳児健診】
●対 象 Ｒ３年５月〜６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

ߔߎ߿߆⋧⺣
１０月２１日(木)【７か月児健康相談】
●対 象 Ｒ３年２月〜Ｒ３年３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
１０月２６日(火)【母子健康相談】
◆個別相談 ※事前予約制
●対 象 妊産婦・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 妊産婦及び生後３か月以上の乳幼児
とその保護者(３組程度)
●時 間 10:00〜11:30
●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
１０月６日(水)・２０日(水)【こころの健康相談】
●時 間 9:00〜12:00
●場 所 (６日）常盤老人福祉センター
(20日）藤崎老人福祉センター
１０月８日(金)・１
５日(金)
【傾聴サロン おしゃべり&オレンジカフェ】
●時 間 13:00〜14:30
●場 所 (８日）藤崎老人福祉センター
(15日) 常盤老人福祉センター
■お問合せ
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88−8197

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
｢第16回廃品おもしろ工夫展 in プラザ棟｣
作品展示と一般投票のお知らせ
廃品を再利用した、小学生のアイデアあふれる作品を
展示し、一般投票を行います。投票数により、学年ごとに
プラザ賞を授与します。
◆テ ー マ 紙の芯(トイレットペーパーやラップの芯等)
を使った作品
◆展示期間 ９月11日(土)〜11月７日(日）
◆投票期間 ９月11日(土)〜10月31日(日)
※両期間、午前９時〜午後４時
※10月３日(日)は臨時休館。
◆展示場所 プラザ棟 ２階研修室
※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。

◆ 国保税は国保を支える大切な財源です ◆

国民健康保険税（国保税）について

国保税は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費にあてられる大切な財源です。
国保税の納税義務者は世帯主となりますので、納税通知書は世帯主宛てに郵送されます。

◎年齢別の国保税の内訳
○40歳未満の方の国保税＝医療保険分＋後期高齢者支援金分
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて国保税として納めます。
※年度途中で40歳になる方は、40歳の誕生月(１日が誕生日の方はその前の月)の分から、介護
保険分が賦課されますので、合わせて納めます。
○40歳以上65歳未満の方の国保税＝医療保険分＋後期高齢者支援金分＋介護保険分
医療保険分、後期高齢者支援金分と介護保険分を合わせて国保税として納めます。
※年度途中で65歳になる方は、65歳になる前月(１日が誕生日の人はその前々月)までの介護
保険分を計算し、年度末までの納期に分けて納めます。
○65歳以上75歳未満の方の国保税＝医療保険分＋後期高齢者支援金分
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて国保税として納めます。
介護保険料は別に納めます。
※75歳以上の方は、国保から後期高齢者医療制度の被保険者となるため、国保税ではなく、後期
高齢者医療制度の保険料を納めます。

ハーバリウム作り教室
手作りのドライフラワーと空きびんで、リユース
ハーバリウムを作ってみませんか。
９月18日(土)、９月20日(月・祝)
※両日１回目午前９時30分〜午前10時
30分、２回目午前11時〜正午
◆参 加 料 無料
◆講
師 プラザ棟職員
◆定
員 小学生以上 10人
※小学生の場合は保護者の同伴が必要です。
◆申込受付 ９月５日(日) 午前９時〜 ※電話受付
※１回の受付につき２人まで申込できます。
◆日

時

◎納付方法
○特別徴収 下記の①から③のすべてに当てはまる世帯の国保税は、原則として４･６･
８･10･12･翌年２月まで年６回に分けて世帯主の年金から天引きされます。
①世帯主が国保の被保険者となっている。
②世帯の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満。
③世帯主の年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせた額が年金額
の２分の１を超えない。
※特別徴収の対象者であっても、国保税の滞納がないなどの要件を満たす場合は口座振替
に変更することができます。

布ぞうり作り教室
ご家庭にある使い古しのタオルや手ぬぐいを使って
布ぞうりを作って捨てる前にリサイクルしてみませんか。
◆日
時 10月９日(土) 午前９時30分〜午後３時
◆講
師 尾崎 行雄 氏
◆定
員 中学生以上＝10人
◆参 加 料 無料
◆持 ち 物 使い古しのタオル４枚(フェイスタオルの
大きさ・およそ35㎝×80㎝色付きタオル
が望ましい)・裁ちばさみ・昼食・飲み
物・作業しやすく汚れても構わない服装
でお越しください。
◆申込方法 往 復 は が き に 教 室 名・住 所・氏 名・年
齢・電話番号をご記入の上、郵送してく
ださい。※往復はがき１枚につき２人ま
で応募できます。応募多数の場合は抽選
で決定し、 10月１日(金)までに抽選結果
をお知らせします。詳細はプラザ棟ホー
ムページ(http://www.city.hirosaki.aomori.
jp/kankyoseibi/plaza/)をご覧ください。
◆申込締切 ９月24日(金) ※必着

こんにちは
国保係です

○普通徴収

特別徴収の対象者以外の方は、７月から翌年２月まで年８回に分けて、納付書
又は口座振替により納めます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯は、国保税が減免とな
る場合があります。詳細はホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧になるか、税務課住民税
係までお問合せください。
■お問合せ ○資格に関するお問合せ 住民課国保年金係 88−8179
○税額に関するお問合せ 税務課住民税係
88ー8124
○納付に関するお問合せ 税務課収納係
88ー8151

国民年金のお知らせ
老齢基礎年金(65歳から受けられる年
金)は、20歳から60歳になるまでの40年
間保険料を納めなければ、満額の年金
を受け取ることができません。
老齢基礎年金を受けるためには保険
料の納付期間や免除期間等が原則とし
て 10 年以上あることが必要ですが、こ
の要件を満たしていない場合などは、

【共通事項】

60 歳以降でも任意加入することができ

■開催場所・お問合せ
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) ☎36ー3388
(受付時間 午前９時〜午後４時)
※月曜日は休館です。月曜日が祝日の場合は翌日が
休館日です。

ます。
■お問合せ
弘前年金事務所国民年金課 27ー1339
住民課国保年金係
☎88ー8179

国民年金の任意加入制度について
◆任意加入をする条件
次の1〜4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
１．日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
２．老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
３．20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
４．厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記に加え
○年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も
加入できます。
○外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
◆必要書類
・年金番号又は個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・通帳及び金融機関への届出印
・届出書(年金事務所又は住民課国保年金係にあります。）
広報ふじさき 2021．9

14

藤崎町図書館
大夢

としょかんだより

○珈琲を楽しむ講座

緒方 湊‖著

○「噂を売る男」藤岡屋由蔵
○「身もこがれつつ」小倉山の百人一首
○「白光」

つ

ふれあいずーむ館

周防 柳‖著

○おはなし

わっこの会

小野寺 史宜‖著

○「ロータスコンフィデンシャル」
○「水たまりで息をする」
○「硝子の塔の殺人」
○「親子マンタふわり」

象

ほか

幼児・児童(保護者含む)

先着10名程度

今野 敏‖著

※事前予約が必要です。新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、中止になる場合がありますので、
ご了承ください。

椰月 美智子‖著

○「仮面家族」

悠木 シュン‖著

○「ミョンヘ」

キム ソヨン‖著

○「生きてるだけで、疲労困憊」

ｒeｉ‖著

○「北前船が運んだ民謡文化」

三隅 治雄‖著

○「シニアのクイズ＆間違いさがしで楽しく脳トレ」 黎明書房‖出版
○「こころのままに季節を楽しむ紙刺しゅう」 Ｐｉｒｏ‖著

☆児童図書
○「しらすどん」

最勝寺 朋子‖作・絵

○「おおきなかべがあったとさ」

サトシン‖文

☎75ー3311
◆日

﹁第

催

時 ９月２日 木( 〜)５日 日( )
午前９時〜午後４時 分
︵最終日は午後３時まで︶

回あすか美術クラブ会員展﹂

20

30

16

30

七月例句会 入選作品抄
題﹁苦しい﹂
﹁不揃い﹂
隙｢間 ﹁｣サービス﹂

二個目から半額うたうコマーシャル

野呂 文坊
どの石も磨けば光る珠になる
詐欺の手に自信過剰のスキ突かれ

ごくろうさまおひねり貰い笑顔咲く

߷௶

)

町文化協会所属 あすか美術クラブ

◆主

18

個展 Ｄ｢ＥＡＴＨ×ＰＵＮＫ﹂

◆日

時 ９月 日 土( 〜) 日 月(・祝
午前９時〜午後４時 分
︵最終日は午後３時まで︶
津軽錦絵アート作家仙安

30

木村 羊川
苦しさも涙もひきとる広い海
レジのかご赤札目立つ閉店時

田中さち子
頂上が見え始めてのアップダウン
不揃いの子供の個性今光る
踏ん張った汗が実になる収穫日

持て成しの笑顔も入れるサービス料

成田 波麻
不揃いの子等も独立強く生き
失恋の苦しさ酒の力借り

佐々木トミヱ

心底別れたい日も米を研ぐ

気にかかる隙間ねらってマンガ読む

約束の孫のお相手行くてない

小林ちょちょじ

病む体苦しみ自慢の老人会
皆不揃い並んだ野菜無農薬
隙間あり足をひっぱる津軽人

互選句 出席者全員選 最高点句
題﹁サンドイッチ﹂
成田 波麻
青い空サンド頬張るこめ農家

◎川柳会員大募集！

町文化センター 会｢議室 で｣
活動しています︒
ぜひご参加ください︒
2021．
9 広報ふじさき
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催

６日(月)・13日(月)・21日(火)・27日(月)・30日(木)
※９月30日(木)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
ポストをご利用ください。

11

25

◆主

◎休館日のお知らせ
☆９月の休館日

７月17日(土)ふれあいずーむ館で｢ぞっとするはなし｣
をテーマにおはなし会が開催されました。こわいおはな
しが盛りだくさんでしたが、みんな
泣かずに最後まで静かに楽しんでい
る!?様子でした。参加できなかった
お友達は本当にごめんなさい。
またの機会をぜひお楽しみに！
！

25

町文化センター

企画展 俊｢文書道会 書の発表会
あすか展〜やっぱり書は楽しい〜﹂

※都合により、一部納期が遅れることがあります。

◎夏の夜のおはなし会開催しました

時 ９月 日 土( 〜) 月３日 日( )
午前９時〜午後４時 分
︵最終日は午後３時まで︶

ほか

常盤ふるさと資料館あすか

・『平和・国際協力を考える』
・『若い人に贈る読書のすすめ』
○「菅江真澄 津軽隠れ里紀行」
菊池 正浩‖著
★児童 ・『安野光雅特集』
○「津軽伝承料理」
津軽あかつきの会‖著

催

65

★一般

☆郷土

☎65ー3100

常盤生涯学習文化会館

◆日

◎企画展示のご案内

■申込・お問合せ

◆関連事業 ギャラリートーク
・日 時 ９月 日 土( )午前 時〜 １(時間程度 )
・講 師 俊文書道会主宰 西里 俊文 氏
清水 川魚
・内 容 会員の書の練習の様子など︑作 サービスで貰った財布すぐ破れ
品を観ながらお話をしていただ わざとスキ見せて相手を油断させ
きます︒この機会にぜひおいで 倦怠期愛のチグハグすき間風
ください︒

松丸 亮吾‖監修

10月21日(木)・22日(金) 午前10時〜午後３時 ※全２回で完成
町文化センター ３階 「多目的ホール｣
小野 信子 氏
かぎ針編みで、毛糸のバックを作ります。
110円(取っ手代)
かぎ針７号、並太の毛糸(毛混)３玉、飲み物、昼食
15名
10月15日(金) ※参加費を添えてお申込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっ
ては中止になることもありますのでご了承
ください︒

アダム・ストーワ―‖作

◆日
時
◆場
所
◆講
師
◆内
容
◆参 加 費
◆準 備 物
◆募集定員
◆申込締切

◆主

○「森の王さまキング・クー」

かぎ針編みで、バックを作ってみませんか。

≪芥川賞≫
※著者名50音順
受賞作・「貝に続く場所にて」
石沢 麻依‖著
受賞作・「彼岸花（ひがんばな）が咲く島」 李琴峰‖著
候補作・「氷柱(つらら)の声」
くどう れいん‖著
・「水たまりで息をする」
高瀬 隼子‖著
・「オーバーヒート」
千葉 雅也‖著
≪直木賞≫
受賞作 ・「テスカトリポカ」
佐藤 究‖著
受賞作 ・「星落ちて、なお」
澤田 瞳子‖著
候補作 ・「スモールワールズ」
一穂 ミチ‖著
・「おれたちの歌をうたえ」
呉 勝浩‖著
・「高瀬庄左衛門御留書」
砂原 浩太朗‖著

︻共通事項︼
◆休館日 月曜日 月(曜日が休日の時は火曜日 )
◆入館料 無料
■会場・お問合せ
常盤ふるさと資料館あすか
☎ ー４５６７

ジャクリーン・ウッドソン‖作

○かぎ針編み講座

◎第165回芥川賞・直木賞、候補作品の紹介

⾗ᢱ㙚㮞㮵㮧
㮆㮆㮆 㲉㯊ડ↹ዷ

マリウス・マルツィンケヴィチウス‖し

○「わたしは夢を見つづける」

○「東大松丸式ナゾトキスクール」

17

時
所
師
容

浜風 帆‖著

○「ミラーワールド」

○「ちいさなちいさな」

｢りんごのおじさん｣
○対

高瀬 隼子‖著
知念 実希人‖著

９月28日(火) 午前10時〜午前11時30分
町文化センター ３階 「多目的ホール｣
弘前コーヒースクール代表取締役 成田 専蔵 氏
○弘前市の珈琲の歴史に関する講話、珈琲に関するあれこれ話
○珈琲の淹れ方デモンストレーション
◆参 加 費 700円(資料代ほか)
◆募集定員 15名
◆準 備 物 筆記用具
◆申込締切 ９月16日(木) ※参加費を添えてお申込みください。
◆日
◆場
◆講
◆内

｢研修室｣

テ ー マ 『おおきくなったら何になる？』

雨穴‖著

○「とにもかくにもごはん」

９月18日(土）午前10時〜午前11時

○ど こ で

朝井 まかて‖著

○「変な家」

○い

梶 よう子‖著

↢ᶦቇ⠌㮼㯤㯦

いつも身近にある珈琲。でも意外に知らない珈琲の歴史や文化。この機会に、弘前の
珈琲の歴史や珈琲に関する様々なお話しを聞きながら、美味しい珈琲を楽しみませんか。

☆定例おはなし会「おはなしのとびら」

○「野菜がおいしくなるクイズ」

㧸Q
㧜㧡㧝

☎ 75−2288

◎おはなし会開催のお知らせ

☆一般図書

〜９・10月開講講座〜

㯑㯨㮞㮠㰼㯷㰨

◎最新着図書

藤崎町公民館講座のお知らせ

紫
柳
社
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癒しの苔玉作り体験教
室参加者募集

康(75)

亀

田

加

藤

志津子(71)

常

盤

浅

利

秀

雄(81)
みつや

村

上

ヌ

電 子 申 告ｅＬＴＡＸ エ(ル
タックス を)ご利用ください

孝

マイナンバーカードの
夜間交付のお知らせ

部

齢化対策などの政策に必要な基
礎資料を得ることを目的として
実施します︒ 月上旬から中旬
にかけて︑調査員が調査をお願
いする世帯に伺いますので︑調
査の趣旨をご理解いただき︑ご
回答をお願いします︒
■お問合せ
県企画政策部 統計分析課
☎０１７ー７３４ー９１６９

阿

こそもりセミナーのお知 らせ
〜わたしらしい働き方って？〜

野

平日 午前８時 分〜午後５時

葛

マイナンバーカードの交付に
ついて︑以下の日程で夜間窓口
を開設します︒混雑等を避ける
ため︑ご来庁の際は必ず事前予
約が必要となります︒
◆開設日 ７月〜９月
︻毎週水曜日︼
◆開設時間
午後５時〜午後７時 分
◆予約受付時間

造(82)

◆マイナンバーカードとは

※１回の応募で２人まで申込み
できます︒① 〜 ⑤をそれぞれ
明記ください︒
※応募者多数の場合は抽選を行
い︑結果を 月１日 金( に)通
知します︒
※汚れても良い服装でエプロン︑
手袋をご持参ください︒
※新型コロナウイルス感染拡大
防止対策を行い開催します︒
体( 験 教 室 実 施 日 の ２ 週 間 前
頃から検温をお願いします︒
健康状態によっては参加をお
断りします︒ )
■申込・お問合せ
〒０３６ー８００３
弘前市大字駅前町９番地
ヒロロ３階
癒しの苔玉作り体験係
☎ ー１２０１

平

県では︑地方税ポータルシ
ス テ ム 通( 称 ｅ
｢ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ エ( ル
を利用して︑イン
タ ッ ク ス )｣)
ターネットによる法人県民税・
法人事業税・特別法人事業税又
は地方法人特別税の申告及び法
人設立届・異動届等の受付を
行っています︒
ｅＬＴＡＸを利用すると︑オ
フィスや自宅のパソコンで申告
ができるので︑申告書の窓口持
参や︑郵送の必要がありません︒
詳しくは︑ｅＬＴＡＸホーム
ペ ー ジ (https://www.eltax.lta.
をご覧ください︒
go.jp/)
■お問合せ
中南地域県民局県税部
課税第一課
☎ ー１１３１ 内(線２２８ )

村

住民の皆さんの申請により
交付される顔写真付きのカード
です︒マイナンバーの確認と本
人確認をカード１枚で行うこと
ができます︒

米

◆こんなに便利です！

Ｅメール rengou@tsugarukoiki.jp
※詳細は︑津軽広域連合ホーム
ページ (http://tsugarukoiki.jp/)
をご覧ください︒

久井名舘

社会生活基本調査を
実施します
普及・啓発講座のお知らせ

弘前圏域成年後見制度

日 金( )午後１時 分〜

ツ(83)

○顔写真付きの公的な身分証明
書として︑運転免許証等と同
じく利用可能です︒
弘前圏域成年後見制度普及・
啓発講座を開催します︒
月

◆日時・場所
①

テ

○行政手続きや民間サービスの
電子申請ができます︒子育て
サービスの検索や︑確定申告
などがインターネットからで
きるようになります︒
ス ポ カ ル イ ン 黒 石 黒( 石 市 ぐ
みの木三丁目 大)会議室

田

■お問合せ 住民課住民係
☎ ー８１６３

② 月 日 木( )午後１時 分〜
ヒロロ 弘(前市大字駅前町 )

福

津軽広域連合では︑圏域住民
のみなさんを対象に体験教室を
開催します︒ご応募お待ちして
います︒
◆日 時
月 日 火( 全)３回
○１回目
午前 時 分〜午前 時 分
○２回目
午後１時 分〜午後１時 分
○３回目
午後２時 分〜午後３時 分
◆場 所 弘前市民文化交流館
ホール ヒ(ロロ４階 )
◆内 容
造園家の苔玉作り講座です︒
ミニサイズの観葉植物を苔で
コロンと丸く包みます︒
◆講 師 楓景舎 葛西 毅 氏
◆参加費 １人１５００円
◆対 象 藤崎町︑弘前市︑黒
石市︑平川市︑板柳町︑大鰐
町︑田舎館村︑西目屋村にお
住まいの方
◆募集人数 各回６人
◆応募方法
ハ｢ガキ 又｣は 電｢子メール に｣︑
①郵便番号・住所︑②参加者
氏名 ふ( りがな ︑) ③年齢︑④
希 望 時 間 １( 回 目 か ら ３ 回 目
ま で を 選 択 ︑) ⑤ 電 話 番 号 を
記入してお申込みください︒
◆申込期限 ９月 日 金( )
※当日消印有効

町

生涯を通じて女性の生活は変
化がたくさんあります︒仕事・
子育て・介護を両立しながら出
来る働き方・生き方をセミナー
に参加して女性同士で話してみ
ませんか？テイクアウトランチ
付きです︒
︻弘前会場︼
◆日 時 ９月９日 木( )
１部⁝セミナー
午前 時〜午前 時 分
２部⁝フリートーク
午前 時 分〜午後０時 分
※１部のみの参加もできます︒
◆場 所 旧弘前偕行社
弘(前市御幸町８ー
)
◆定 員
名
※参加費︑託児は無料です︒
※ 申込等詳細はウェブにて こ｢そ
もり で｣検索してください︒
■お問合せ
株式会社ＪＭＴＣ
☎０１７ー７２１ー４１３１

東

弘前大学教育学部附属小学校

徳(60)

■お問合せ

月 日 木( 以)降
月８日 月( 〜) 月 日 金( )
日 土( )

日 木( )午後２時〜午後２時 分
各産直施設から生中継

公

☎ ー７２０２
○附属中学校
◆出願書類掲載
月
月 日 木( )
弘前大学教育学部附属中学校

◆出願受付期間
◆選 考 日
◆合格発表
■お問合せ
☎ ー７２０１
※ 合同学校説明会の詳細及び募集要項につ

｣

いては︑ 月１日 金( 以)降に各学校のホー
ムページに掲載しますのでご覧ください︒

ＦＭアップルウェーブ 産｢直レポート

で ふ｢じの里 が｣紹介されます

中南地域の産直施設の魅力を広く知って
いただき︑より多くのお客様にご来店・ご

｣

購入いただくことを目的に︑ラジオ生放送
ＪＡつがる弘前 ふ｢じの里

を行いますので︑ぜひお聞きください︒
◆紹介施設

手作りおはぎ︑しとぎ餅︑赤飯︑旬の野

◆おすすめ商品
菜や高原野菜

所

月

◆放送日時
◆場

岡

総務省統計局 青(森県 で)は︑
月 日現在で社会生活基本調
査を実施します︒
この調査は︑わたしたちが１
日のうちどのくらいの時間を仕
事︑家事︑地域での活動などに
費やしているかや︑過去１年間
の自由時間にどのような活動を
行ったかについて調査し︑仕
事 と 生 活 の 調 和 ワ( ー ク ・ ラ イ
フ ・ バ ラ ン ス の) 推 進 ︑ 少 子 高

h8-kenri@titan.ocn.ne.jp

月 日 木( )午後２時 分開始予定
附属小・中学校体育館

坂

４階弘前市民文化交流館ホール

時

ヒツキ(93)

◆テーマ
成｢年後見制度の実際と活用﹂
師

所

士

31

榊

イ(83)

◆講

月８日 金( )

①山口 最史 氏 弁(護士 )
②竹中 孝 氏 弁(護士 )
無料

◆参加料
◆申込期限
◆申込方法
住所・氏名・電話番号・出席する会場
を記入し︑ ＦＡＸ又はＥメールでお申
込みください︒
■申込・お問合せ
弘前圏域権利擁護支援センター
ヒ(ロロ３階 )※日・月曜日休み
ー６５５７ ＦＡＸ
ー２７６８

☎
Ｅメール

年度児童・生徒を募集します

弘前大学教育学部附属小・中学校
令和
弘前大学教育学部附属小・中学校で
は︑次のとおり令和４年度児童・生徒を
募集します︒
◆日

◆放送会社
ＦＭアップルウェーブ 周(波数 ・８ＭＨｚ )
※日程は変更になる場合があります︒

(−10)
1605人
(＋26)
(＋３)

○附属小・中学校合同学校説明会
◆場

れる方はご参加ください︒

※附属小学校及び中学校の受験を希望さ
○附属小学校

15人

(前年比)

◆出願書類掲載

中南地域県民局地域農林水産部農業普及

☎ ー１１３１

(±０)

福

20

(−５)

1347件
(＋50)
県

町

30

21人

仲

30

０人

内

18件

(前年比)

傷者数

ヱ(92)

15

第３期

(令和３年７月31日現在)

ス

21

●国民健康保険税

交通事故発生状況

田

10

第３期

10

50

第３期

10

●固定資産税

中野目

10

〜お悔やみ申しあげます〜
●後期高齢者医療保険料

※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。

死者数

内

■お問合せ
振興室企画班

納期限は９月３０日(木)です

唯 織(朝輝)
水

10

件

町

◆出願受付期間

月 日 木( 以)降
月 日 月( 〜) 月５日 金( )
月４日 土( )
月 日 金( )

11

10

30

10

30

り

12

24

依( 翔 )
千
田
秋
町
下

よ
ち

西豊田三 穴
暖 乃(倫貴)
久保田
西豊田三

と
り
お

お
い
の
の

９月の町税等の納期

織 仁(征道)
川
古
島
福
楽 玖(祥晴)
内
長
島
福

30

町の人口と世帯数

30

10

10

11

19

10

＋６
世帯

23 18 11 10

11

18
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◆選 考 日
◆合格発表

合計

第３期
●介護保険料

＋３
女

く
ら

)内保護者
〜お誕生おめでとうございます〜
(

ー３

７月 届 出 分
ー６

6,887人
7,829人
14,716人
6,119世帯
男
人口

10

35

20

10

戸 籍 の 窓
７月31日現在 前月比

12 12

32

32

11

78

40

30

11

32

20

30

25 21

21

32

10

10

10

15

10 10

10

14

10

21

12 12

10

88

26

4

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

はづき

髙木

か

葉月ちゃん

成田

( 榊 )

華緒ちゃん

野呂

涼奈ちゃん

小山内

駿介くん

(下 町)

(藤 越)

れん

の

怜くん

(矢 沢)

三浦

え

ま

村元

(横 町)

な

舞華ちゃん
(徳 下)

か

乃恵夏ちゃん

(７月29日実施)

(伝 馬)

しゅんすけ

希南ちゃん

川村

りょうな

(中 島)

き な

西岡

お

り

三浦

り

町田

(富 柳)

ゆうひ

り

小山

友陽くん

(伝 馬)

と

凛人くん

(東 町)
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ねぷぷぷぷたたたたたのののの展展展展示示示示をををを行行いいいいまままししたたた

新型コロナウイルスの影響で︑今年は町でのねぷた合同運行は中止とな

りました︒そんな中でも︑ 木｢挽町清流会 と｣ 伝｢馬ねぷた愛好会 で｣は︑町民
の皆さんに少しでもねぷたの気分を味わってほしいという思いから︑ねぷた

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/

を制作・町内各所へ展示しました︒２台の迫力あるねぷたは︑夏の夜を熱く

伝馬ねぷた愛好会

伝馬ねぷた愛好会
絵師 阿部 達紘 さん
伝馬ねぷた愛好会の齋藤 章会長は｢運行がないのは残念だが、展
示して町の皆さんに見てもらい、元気づけたい｣と話していました。

彩っていました︒

木挽町清流会
清流会の髙谷 和也会長は｢今年は『疫病退散』を題材とし
たねぷた。コロナウイルスが早く終息してほしいという願い
が込められている。来年はぜひ運行したい｣と話していました。

｢三国志｣の｢関羽奮戦｣を
題材に、半年程かけて描き
ました。コロナ禍ですが、
少しでも多くの皆さんに見
てもらって、ねぷたってい
いなと感じてほしいです。

齋藤

(新 町)

お

璃皇くん

こ

莉凰ちゃん

