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熱中症に気をつけましょう！
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染防止の３つの
基本である①身体的距離の確保②マスクの着用③手洗いや、｢３密(密
集・密接・密閉)｣を避ける等の｢新しい生活様式｣が求められています。
熱中症予防行動のポイントは次のとおりです。(参考：厚生労働省ホームページ)
○暑さを避けましょう
・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整する
・涼しい服装にする
○体作りをしましょう
・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
○適宜マスクをはずしましょう
・気温、湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離(２ｍ以上)を確保できる場合にはマスクをはずす
○日頃から健康管理をしましょう
・体温測定など健康チェックをする
・体調が悪いと感じた時は無理せず自宅で静養する
○こまめに水分補給しましょう
・のどが乾く前に水分補給する(１日あたり1.2ℓを目安に)
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに
☆お問合せ

福祉課健康係 ☎88ー8197

新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税・介護保険料の減免について
次のいずれかの要件を満たす方は、国民健康保険税・介護保険料が
減免となります。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(国保税にお
いては世帯主)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
②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(国保
税においては世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方
※具体的な要件等については、広報ふじさき７月号をご覧ください。
☆お問合せ
○国民健康保険税について
○介護保険料について

税務課住民税係
☎88ー8124
福祉課介護保険係 ☎88ー8198

国民健康保険加入者の皆さんへ
令和２年８月１日は被保険者証の更新日ですので、７月末までに新
しい保険証を送付します。有効期限は令和３年７月31日までの１年間
となります。
前年度(令和元年８月１日～令和２年７月31日)発行の被保険者証は、
８月１日以降使用できませんので、住民課国保年金係に返還するか、
裁断の上、確実に破棄してください。送付された被保険者証の記載内
容に誤り等があった場合は、住民課国保年金係にお申し出ください。
☆お問合せ

住民課国保年金係

588－8179

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験を実施します
Ｊアラート(全国瞬時警報システム)とは、大規模な自然災害や弾道
ミサイル攻撃などの情報を、町防災行政無線を通じて国から住民へ直
接瞬時に伝達するシステムです。
国では、緊急時における住民への情報伝達体制に万全を期すため、
Ｊアラートの全国一斉情報伝達試験を行います。
☆実施日時 ８月５日(水) 午前11時頃
※災害等の状況によっては試験を中止することがあります。
☆放送内容 ・上りチャイム音
・｢これは、Ｊアラートのテストです。｣を３回繰り返す。
・｢こちらは、防災藤崎広報です。」
・下りチャイム音
☆お問合せ

総務課防災係

588ー8295

町プレミアム付商品券等を発行します
◎町プレミアム付商品券・プレミアム付お食事券
新型コロナウイルス感染症の影響により低迷した消費の喚起と、町
内商工業の活性化を目的として、町内取扱店で使えるプレミアム付商
品券を発行します。
○プレミアム付商品券

10,000円で13,000円分の商品券を購入できます。
(１世帯につき３セットまで)
○プレミアム付お食事券 5,000円で7,000円分のお食事券を購入できます。
(１世帯につき２セットまで)
☆販売方法 購入時の３密を避けるために、事前購入申込での販売と
なります。広報折込チラシが事前購入申込書となってい
ますので、購入希望の方は必要事項を記入の上、チラシ
下部を切り取って郵送してください。後日、購入引換券
が郵送されますので、引換券と現金を持参し、購入して
ください。
※町内に住所を有する方(世帯)限定です。
※詳しくは広報折込チラシをご覧ください。

◎町子育て世帯応援商品券・町単身高齢者応援商品券
○子育て世帯応援商品券

18歳未満の子(平成14年４月２日以降に生ま
れた児童)と生計を同一にする世帯の方に
5,000円分の商品券を交付します。
○単身高齢者応援商品券 令和２年４月１日において住民基本台帳に記
録されている75歳以上で町に居住している単
身世帯の方に5,000円分の商品券を交付します。
※福祉施設に入所中の方、長期入院中の方を除く。
※８月１日(土)以降、対象の方に順次簡易書留にて商品券を郵送します。
申請は不要です。
【共通事項】
☆商品券等使用期間及び取扱店舗
商品券等使用期間：令和２年８月１日(土)～令和３年１月31日(日)
取扱店舗：町内のプレミアム付商品券事業に参加する店舗
☆お問合せ
○町プレミアム付商品券・お食事券に関すること
経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258 町商工会 ☎75ー2370
○町子育て世帯応援商品券に関すること
住民課子育て支援係
☎88ー8184
○町単身高齢者応援商品券に関すること
福祉課福祉係
☎88ー8195

令和２年度介護支援専門員実務研修
受講試験の勉強会のお知らせ
10月11日(日)に行われる介護支援専門員(ケアマネージャー)実務研
修受講試験に向け、｢デイサービスセンターえびす｣では今年度介護支
援専門員実務研修を受講される方を対象に勉強会を開催します。
受講者の個人情報については秘密を厳守します。
☆日

時

８月19日(水)～10月７日(水)の毎週水曜日
午後６時～午後８時
☆場
所 デイサービスセンターえびす
☆対 象 者 介護支援専門員実務研修受講試験実施用紙を提出した方
で、合格後、介護支援専門員倫理要領を守れる方
☆受 講 料 3,000円(資料代) ※全日程終了時(10月７日(水))に徴収
☆申込方法 氏名、連絡先を記入した用紙(様式は任意)を郵送又は
FAXにてお申込みください。
☆申 込 先

〒038－3802 藤崎町大字藤崎字浅田30
デイサービスセンターえびす 社会福祉士 野呂
FAX 89－7733
※電話での申込み・お問合せは受付しませんのでご了承ください。

農業を体験してみませんか

～ふじさきあおぞらファームのお知らせ～
｢農作業を体験してみたい｣｢農業を始めたい｣等、農業に興味がある
方を対象に農作業を体験できる講習会を開催します。
☆日
時
８月26日(水) 午前９時～(１時間程度)
☆場
所
藤崎町営墓地公園付近の畑(常盤地区)
※午前８時45分までに藤崎町営墓地公園駐車場(藤崎
町大字若松字安田25－４)へ集合してください。
☆講
師
町内ミニトマト生産者
☆内
容
ミニトマト収穫体験(ハウス内)
☆対
象
農作業に興味がある方ならどなたでも可
☆持 ち 物
長靴、帽子、タオル、農作業用の薄い手袋、飲み物
☆申込締切
令和２年８月19日(水)
※農政課へ直接又はお電話でお申込みください。
☆申込・お問合せ

農政課農政係

町地域子育て支援センターでは、在宅の未就学児とその保護者を対
象に保育所のプールを開放します。この機会にぜひご利用ください。
☆日
時 ８月４日(火)、５日(水)
☆場
所 町地域子育て支援センター(藤崎保育所プール)
☆持 ち 物 水着、バスタオル
☆申込締切 ７月29日(水)
町地域子育て支援センター
藤崎保育所 575－3305

575－6131

【中止】｢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｣中止のお知らせ
９月20日(日)に開催を予定していました記念公演は、新型コロナウ
イルス感染症感染拡大防止のため、中止することとしました。
公演を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。
☆お問合せ

11月上旬頃に県内書店・コンビニ等で発売予定の｢2021年版青森県
民手帳｣について、町では予約購入の受付をしています。
☆｢2021年版青森県民手帳｣(発行：青森県統計協会)
○大 き さ 縦15.0㎝×横8.5㎝
○表 紙 色 通常版：黒・青・緑・橙・桃(全５色)
限定版：こぎん刺し模様(紺)・菱刺し模様(茜)
○予約価格 通常版：510円(定価600円)、限定版：800円(定価同額)
○内
容 スケジュール帳、市町村紹介記事など
☆申込締切
８月５日(水)
※予約された方には、手帳が入荷され次第連絡します。
☆予約申込・お問合せ

☎88ー8273

プールで水遊びを楽しもう！

☆お問合せ

｢2021年版青森県民手帳｣の予約を受付します

経営戦略課企画調整係

588－8258

自衛官募集のご案内
次のとおり自衛官を募集します。
実施日

資 格
高卒(見込み含)
航空：21歳未満
海上：23歳未満

航空学生

一般曹候補生
自衛官候補生
(男子)

18歳以上
33歳未満

自衛官候補生
(女子)

受付期間

試験日(会場)
９月22日(火)
(弘前医療福祉大学)

９月19日(土)
７月１日
(弘前医療福祉大学)
～９月10日
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)

18歳以上
34歳未満
７月１日
10月３日(土)
18歳以上
～９月11日
(自衛隊
弘前駐屯地)
予備自衛官補
55歳未満
(技能)
(国家免許を有する者)
予備自衛官補
(一般)

※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

町教育委員会生涯学習課
☎65ー3100
(常盤生涯学習文化会館内)
町文化センター ☎75ー3311

自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所 ☎27ー3871

藤崎町公民館講座のお知らせ
◎苔玉(こけだま)づくり講座

【中止】｢令和２年度町戦没者追悼式｣中止のお知らせ
８月20日(木)に開催を予定していました｢戦没者追悼式｣は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参列者の安全面を考慮し、中
止することとしました。
ご参列を予定され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

福祉課福祉係

588－8195

【中止】｢令和２年度夏季野球大会｣中止のお知らせ
例年８月14日に開催していました｢夏季野球大会｣は、新型コロナウ
イルス感染症感染拡大防止のため、中止することとしました。
大会を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。
☆お問合せ

スポーツプラザ藤崎

☎75－3323

【中止】｢令和２年度灯ろう流し｣開催中止のお知らせ
平和祈願、先祖供養として開催しています｢灯ろう流し｣は新型コロ
ナウイルス感染症感染拡大防止の観点から中止することとしました。
安心・安全を最優先に考えての決断となりましたことをご理解くだ
さるようお願いします。
☆お問合せ

町商工会青年部 ☎75ー2370

お部屋のインテリアにぴったりの苔玉を作ってみませんか。
☆日
時
☆場
所
☆講
師
☆参 加 費
☆準 備 物
☆定
員
☆申込締切
☆お問合せ

８月28日(金) 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｣
花のある暮らしviola 桜庭 るみ子 氏
1,500円(材料費)
黒い糸・糸切バサミ・エプロン・作業用ゴム手袋・
持ち帰り用ビニール袋
20名
８月18日(火) ※材料費を添えてお申込みください。
町文化センター
575－3311
常盤生涯学習文化会館 565－3100

町無形文化財｢菊様の舞｣｢松助の踊り｣の
講習会を開催します
町芸能文化協会では、町の無形文化財である｢菊様の舞｣｢松助の踊
り｣を町民の皆さんに広く知っていただき、また、多くの方に伝承し
てほしいという思いから、次のとおり講習会を開催します。
☆開催日時
☆場
所
☆対
象
☆募集人員
☆申
込

７月～12月までの毎週水曜日 午後７時～
町文化センター
町民の方(老若男女は問いません。)
20名程度
申込は不要です。開催日時に合わせて町文化センターま
でお越しください。

☆お問合せ

町芸能文化協会

野呂 ☎090ー7936ー0965

