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狂犬病予防注射を実施します
狂犬病予防法により、年１回、飼い犬の予防注射が義務づけられています。
令和２年度秋期の集合予防注射を次のとおり実施します。
☆集合予防注射料金 3,300円
(内訳：注射料金2,750円＋注射済票交付手数料550円)
※新規登録の場合は、注射料金に加えて登録料3,000円が必要です。
※個別に動物病院で予防注射を受けた場合は、獣医師が発行した注射
済証を住民課環境係へ持参し、注射済票(交付手数料550円)の交付
を受けてください。
※犬の死亡(犬の登録時にもらう鑑札と狂犬病予防注射済票を持参)、
転入・転出又は町内での住所変更や飼い主の変更があった場合は、
住民課環境係に届出してください。
☆実施場所
○９月27日(日) 小堀先生(コボリ動物病院)
時 間
場 所
９:30 ～ 10:30
町役場裏
10:45 ～ 11:45
常盤生涯学習文化会館前
○９月28日(月) 小友先生(おとも動物病院)
時 間
場 所
９:00 ～ ９:15
藤越研修集会所前
９:25 ～ ９:40
ふれあいずーむ館裏
９:45 ～ ９:55
新町集会所前
10:05 ～ 10:10
白子研修集会所前
10:20 ～ 10:25
林崎研修集会所前
10:40 ～ 10:50
西中野目生活改善センター前
11:00 ～ 11:05
下俵舛地区コミュニティ消防センター前
11:15 ～ 11:30
矢沢地区コミュニティ消防センター前
13:10 ～ 14:00
町役場裏
○９月29日(火) 石澤先生(石澤動物病院)
時 間
場 所
９:00 ～ ９:10
水木地区ふるさとセンター前
９:20 ～ ９:25
久井名館地区コミュニティ消防センター前
９:35 ～ ９:40
福館地区コミュニティ消防センター前
９:45 ～ ９:50
富柳老人憩の家前
10:00 ～ 10:20
福島公民館前
10:30 ～ 10:40
常盤老人福祉センター前
10:45 ～ 10:50
若松転作研修館前
10:55 ～ 11:15
亀田地区交流センター前
11:20 ～ 11:30
榊公民館前
13:10 ～ 14:00
常盤生涯学習文化会館前
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、当日は必ずマスク
着用でお越しください。マスクを着用されていない方は、お断りさ
せていただきます。
☆お問合せ

住民課環境係

９月24日～30日は結核予防週間です
結核は結核菌によって主に肺が炎症を起こす病気です。
最初は風邪に似た症状で見分けがつきにくいため、医師に詳しい症
状を伝え、早期に診断、治療を受けることが重要です。
厚生労働省では９月24日～30日を結核予防週間と定め、結核に対す
る正しい知識の普及啓発を図っています。
☆こんなときは早めに医療機関を受診しましょう
痰のからむ咳や微熱・身体のだるさが２週間以上続いている。
☆結核はどう感染するの？
咳やくしゃみと一緒に空気中に飛び散った結核菌を、周囲の人が直
接吸い込むことで感染します。
☆結核を予防しましょう
○適度な運動・十分な睡眠・バランスのよい食事など健康的な生活
を心がけ、喫煙は避けましょう。
○抵抗力の弱い赤ちゃんは結核に感染すると重症化しやすく生命を
危うくすることがあります。予防にはＢＣＧ接種が有効です。
１歳(国が示す標準的接種期間は生後５～８か月)までに接種して
ください。
☆高齢者の結核について
国内の結核患者数のうち、平成30年新登録結核患者(新たに結核患
者として登録された者)の約７割が60歳以上の高齢者であり、特に80
歳以上では約４割を占めています。高齢者の場合は症状が出にくいた
め、年に１度は結核検診を受けましょう。
☆お問合せ

｢第８回ふじさき秋まつり｣出店者募集のお知らせ
｢第８回ふじさき秋まつり｣の出店者を募集します。
☆出 店 日
☆出店場所
☆出店条件

☆申込方法
☆申込締切
☆そ の 他

588－8169

休日の火葬手続きに関するお知らせ
９月22日(火・祝)は、電算システム移設作業のため、死亡届及び火
葬手続は、午後１時～午後５時までの受付となります。
手続きの際は、火葬日程と来庁時間を事前に電話で予約してからお
越しください。
☆お問合せ

住民課住民係

開催を検討していました｢歩こう大会｣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。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

町スポーツ協会

☎75－3323

11月21日(土)、22日(日) 午前９時30分～午後３時
町役場前駐車場(買物広場)
店舗スペース：１店舗あたりテント１張
出 店 料：無料
そ の 他：できるだけ地場産品を販売してください。
町商工会窓口に出店申込書を提出してください。
(出店申込書は町商工会に備え付けています。)
10月２日(金)
○店舗スペースには限りがありますので、出店者多数の
場合は申込受付後でも出店をお断りする場合があります。
○新型コロナウイルス感染症の状況によってイベントが
縮小・中止となる場合があります。出店の際のリスク
を十分考慮の上、出店をご検討ください。
○新型コロナウイルス感染症対策は各店舗が責任をもっ
て対応してください。(行列整理も含みます。)

☆申込・お問合せ

町商工会 575ー2370

水道工事は町指定店へ

☎88ー8163

【中止】第16回町民歩こう大会中止のお知らせ

福祉課健康係 ☎88ー8197

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。指定工事店の取消しをしたのでお知らせします。
【指定工事店の取消し】
株式会社 三栄工務店(弘前市大字堅田三丁目５番地２)
○取り消し事由 廃業のため
☆お問合せ

上下水道課 ☎75ー6025

藤崎町公民館講座のお知らせ

弘前地区環境整備センターからのお知らせ

◎色育講座～親子で楽しく色を学ぼう～

◎｢布ぞうり作り教室｣参加者募集

色を使って３つの力(集中力、想像力、コミュニケーション力)を育
みましょう。
☆日
時 10月17日(土) 午前10時～午前11時30分
☆場
所 常盤生涯学習文化会館 ｢多目的ホール」
☆講
師 ワークスペース詩寿華 田村 静香 氏
☆内
容 ぬり絵、ゲーム、色についてのお話等
☆準 備 物 色えんぴつ(12色程度)、のり、はさみ
☆募集人員 親子10組(小学生対象） ※先着
☆申込締切 10月２日(金)

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
てみませんか。

☆申込・お問合せ

常盤生涯学習文化会館
町文化センター

☎65ー3100
☎75－3311

ふじさきあおぞらファームのお知らせ
～農業を体験してみませんか～

｢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 10月21日(水) 午前９時～(２時間程度)
☆場
所 唐糸御前史跡公園付近の園地(予定)
※午前８時45分までに唐糸御前史跡公園駐車場へ集合し
てください。
☆講
師 町内りんご生産者
☆内
容 りんごの収穫作業
☆対
象 農作業に興味がある方ならどなたでも可
☆持 ち 物 ズック、帽子、タオル、農作業用手袋、飲み物
※雨天時は雨具、長靴をご用意ください。
☆申込締切 10月14日(水)
☆申込方法 農政課農政係窓口で直接申し込むか、電話でお申込みく
ださい。
☆そ の 他 りんごの生育状況や天候等により、日時など開催内容に
変更が生じた場合は、参加申込者に連絡します。
☆申込・お問合せ

農政課農政係

☎88ー8273

農地の適正管理について
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ります。
また、有害鳥獣の潜入や産業廃棄物等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

親子で楽しくバス遠足に出かけよう
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、バス遠足を実施します。秋の自然に触れ、友達との交流を楽し
みませんか。たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
時 10月６日(火) 午前９時45分～正午
☆場
所 りんご公園(弘前市大字清水富田字寺沢125番地)
☆そ の 他 お弁当と敷物は支援センターで準備します。
☆申込締切 ９月23日(水) ※先着10組

令和２年度

町地域子育て支援センター
藤崎保育所

時 10月10日(土) 午前９時30分～午後３時
師 尾崎 行雄 氏
員 10名(中学生以上)
物 使い古しのタオル４枚(35cm×80㎝ほどで色のついたもの)、
裁ちばさみ、昼食、飲み物
※作業しやすく汚れてもいい服装でご参加ください。
☆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２日(金)までに抽選結
果を通知します。
☆申込締切 ９月27日(日) ※必着

◎｢プロが教えるかんたん楽しい秋のエコクッキング教室｣参加者募集
食材を無駄にしないことで環境に優しく、簡単にできる料理のコツ
を学びます。料理の後は、試食もお楽しみいただけます。
☆日

時

☆講
☆定

師
員

☆メニュー
☆持 ち 物
☆申込方法

☆申込締切

☎75ー6131
☎75ー3305

10月17日(土)
午前９時30分～正午 ※調理と試食と片付けを含みます。
サロン・ド・胡桃 代表 福士 るみ子 氏
10名(小学生以上)
※小学生の場合は保護者の同伴が必要です。
鶏の照り焼き・さつま汁・いろいろきのこの海苔煮・
とうもろこしごはん
エプロン・ふきん・大皿(直径25㎝程度)・お椀・はし・
お米0.5合
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６日(火)までに抽選結
果を通知します。
９月30日(水) ※必着

◎共通事項
☆参 加 料
無料
☆場所・申込・お問合せ
弘前地区環境整備センタープラザ棟(〒036－8314 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、月曜日が祝日の場合は翌日が休館
※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。

町プレミアム付商品券追加販売のお知らせ
町では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
ム付商品券を追加販売します。
☆内

町農業委員会 ☎88ー8269

☆申込・お問合せ

☆日
☆講
☆定
☆持 ち

容

10,000円で13,000円分のプレミアム付商品券を販売します。
(１世帯につき３セットまで)
※前回購入いただいた方も購入できます。
☆販売方法 町民の皆さんに広く利用していただけるよう、また購入
時の混雑を回避し３密を避けるために、前回と同様、購
入申込書を広報10月１日号に折込み配付し、申込のあっ
た世帯に購入引換券を送付する予定です。２世帯住宅の
方で購入申込書が１部しか届かない場合や紛失してし
まった場合は、経営戦略課及び町商工会で購入申込書を
配付します。なお、商品券の数に限りがありますので、
申込多数の場合はご希望に添えない場合もあります。
あらかじめご了承ください。
※詳細は広報10月１日号の折込チラシをご覧ください。
☆お問合せ

経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258
町商工会
☎75ー2370

下水道推進標語

下水道への加

「マンホール 町をきれいに するとびら」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎75－6025

入、よろしく
お願いしま～
スイスイ！

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

