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広報お知らせ号

10月15日発行
〒038－3803
藤崎町大字西豊田一丁目１番地

藤崎町経営戦略課企画調整係
588－8258

エール津軽！！魅力発見！津軽応援フェアを
藤崎町で開催します
津軽広域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)が持ち回りで地域の特産品等を販売する
｢魅力発見！津軽応援フェア｣が10月24日(土)から藤崎町で開催され
ます！ぜひこの機会に魅力あふれる津軽の産品を購入して、津軽地域
を盛り上げましょう！
☆日
時 10月24日(土)、25日(日)、31日(土)、11月1日(日)
☆場
所 ふじさき食彩テラス 正面駐車場
☆そ の 他 各日午前10時からと午後１時から、それぞれ先着100
名様に町ご当地キャラグッズをプレゼントします！

地元ユニット｢アルプスおとめ｣のミニライブ開催！！
10月31日(土)午後１時からは、地元ユニット｢アルプスおとめ｣
によるハロウィンミニライブが開催されます。ライブ当日に仮装
して来場された方には、先着でオリジナルグッズをプレゼントし
ます！
※オリジナルグッズの配布は無くなり次第終了します。
☆お問合せ
○津軽応援フェアについて 経営戦略課企画調整係
○ミニライブについて エール津軽!!プロジェクトチーム

588ー8258
☎40ー7017

都市計画の変更案の公聴会を開催します
浪岡及び弘前広域都市計画の変更にあたり、次の日程で公聴会を開催します。
①浪岡都市計画区域
・浪岡都市計画区域の変更(若柳地区等の除外について)
・浪岡都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(浪岡都市
計画区域マスタープラン)
○公聴会(公述の申し出がない場合は中止となります)
☆日
時 10月30日(金) 午後２時～
☆場
所 藤崎町役場３階 ｢大会議室｣
※公聴会で意見を述べたい方は、10月22日(木)午後５時までに公述
申出書を問合せ先に提出してください。
②弘前広域都市計画区域
・弘前広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(弘前
広域都市計画区域マスタープラン)
○公聴会(公述の申し出がない場合は中止となります）
☆日
時 11月10日(火) 午前10時～
☆場
所 藤崎町役場３階 ｢大会議室｣
※公聴会で意見を述べたい方は、11月２日(月)午後５時までに公述
申出書を問合せ先に提出してください。
☆お問合せ(共通)
○建設課建設係 ☎88ー8285

○青森県都市計画課 ☎017ー734ー9681

緊急地震速報伝達訓練実施のお知らせ
消防庁・気象庁では、全国瞬時警報システム(Ｊアラート)を活用し
た緊急地震速報の配信訓練を全国一斉に実施します。
この訓練に併せて、町防災行政無線を通じて訓練用の緊急地震速報
が放送されますが、訓練放送ですのでご注意ください。
☆実施日時
☆放送内容

☆お問合せ

11月５日(木) 午前10時頃
※気象・地震活動の状況によっては、訓練用の緊急地震
速報を中止することがあります。
・上りチャイム音
・｢こちらは、防災藤崎広報です。ただいまから訓練放
送を行います。｣
・｢(緊急地震速報チャイム音)緊急地震速報。大地震
(おおじしん)です。大地震です。これは訓練放送で
す。｣を３回繰り返す
・｢こちらは、防災藤崎広報です。これで訓練放送を終
わります。｣
・下りチャイム音
総務課防災係

☎88－8295

ふじりんごふるさと応援大使
梅沢富美男さん 奥様 明子さんと共に藤崎町へ
いい旅・夢気分(テレビ東京)の収録で来町します。
☆日
時 10月19日(月) 午後３時40分頃
☆場
所 ふじさき食彩テラス

児童等インフルエンザ予防接種助成事業のお知らせ
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時期流行や、それ
に伴う重症化及び医療体制のひっ迫が懸念されることから、今年度に
限り、インフルエンザ予防接種の助成対象等を拡充して実施します。
☆対 象 者 町に住所を有する生後６か月以上19歳未満の児童(高校
３年生相当)及び妊娠中の人・60歳未満の一定の心臓
病、じん臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイ
ルスによる機能障害を持つ方(身体障害者手帳１級程度)
※対象の方には個別に助成券を送付しています。
☆接種料金 本人負担1,000円 ※生活保護受給者は無料です。
☆助成対象の 令和３年１月31日(日)まで
接種期間 ※休診日等は各指定医療機関に確認してください。
☆持参するもの ○母子手帳(19歳未満で持っている方)
○児童等インフルエンザ予防接種助成券
※小学生以下の方へは、２枚の助成券(１回目本人負担
500円、２回目本人負担500円)を送付します。すでに
１回目の予防接種をした方は、２回目を接種する際は
｢助成券(２回目)｣を医療機関に提出してください。
☆接種場所
【町内の指定医療機関】
○せきばクリニック 575－3020 ○福井診療所
575－4021
○樽沢医院
589－7711 ○常盤診療所
565－2210
○ときわ会病院
565－3771 ○藤崎診療所
575－4111
○むらさわ内科クリニック(中学生以上のみ)
575－6060
【町外の医療機関】
助成券は使用できませんので、接種費用を一旦全額お支払いただきます。
◎町外の医療機関及び助成券を使用せずに既に予防接種をした方へ
福祉課健康係で、申請手続きが必要です。
☆持参するもの ○母子手帳(今期のインフルエンザ予防接種記録記載がある場合)
○振込先の通帳(未成年の場合は保護者の通帳)
○印鑑(シャチハタ不可) ○領収書
☆申請期限 令和３年３月１日(月)
☆お問合せ 福祉課健康係 ☎88ー8197

ふるさとから見守る応援事業の申請期限を延長します
ふるさとから見守る応援事業では、新型コロナウイルス感染症の影響
により、経済的、精神的にも大きな負担を抱えることになった、親元を
離れ勉学に励む藤崎町出身の学生等に、ふるさと藤崎町を感じていただ
けるよう地元名産品10,000円相当を２回送付します。
申請期限を11月30日(月)まで延長しましたので、まだ申請されていな
い方はお早めにお申し込みください。申請方法は、広報９月１日号又は
町ホームページ(https://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。
☆対 象 者

☆申請期限

町出身で県内・県外に居住し、親元を離れ勉学に励む学
生等で、次の要件を全て満たす者
○特別支援学校、高等学校、高等専門学校、専修学校及
び各種学校(修業年限1年以上の課程に在学)、短期大
学、大学、大学院、予備校に在籍している学生等
※海外在住者は除く。※年齢は問いません。
※住民票を町に置いたまま県内・県外に住んでいる学
生等を含む。
※新型コロナウイルス感染症の影響で一時帰省してい
る学生も含む。
○令和２年７月31日現在、保護者が町内に住所を有する者
11月30日(月) ※持参の場合は、土・日・祝日を除く。

☆申込・お問合せ

町教育委員会学務課 ☎69－5010
〒038－1214 藤崎町大字常盤字三西田35－１

町図書館からイベントのお知らせ

藤崎町しごとづくりセミナーを受講ください！

町図書館では、秋の全国読書週間に次のとおりイベントを開催します。
参加は無料です。お誘い合わせの上、お気軽にお越しください。

◎おはなし会「おはなしボックス」
☆日
☆場
☆対

時
所
象

☆内

容

10月31日(土) 午後１時30分～午後３時
ふれあいずーむ館 ｢ふれあいひろば｣
幼児・児童(保護者含む)
先着30名程度 ※事前申込が必要です。
※マスクの着用をお願いします。
わっこの会『かちかち山』(紙芝居)
ときわっ子本の会『王子さまの耳はロバの耳』
(ストーリーテリング)ほか
藤本 佳代子 氏 『ブルーストーン』(パネルシアター)

◎「秋の映画上映会」

☆日
時 11月７日(土) 午後１時30分～午後３時30分
☆場
所 ふれあいずーむ館 ｢ふれあいひろば｣
☆上映作品 『グリーンブック』
2018アカデミー賞作品賞・助演男優賞・脚本賞受賞
監督：ピーター・ファレリー
主演：ヴィゴ・モーテンセン、マハーシャラ・アリほか
※人種差別が激しかった時代に、天才黒人ピアニストが運転手兼
用心棒としてイタリア系白人を雇う。二人は「グリーンブッ
ク」を頼りにツアーに出発する。1962年、人種差別時代にあっ
た実話をもとに作られた笑いと涙の感動作。
☆対
象 どなたでも鑑賞できます。
先着30名程度 ※事前申込が必要です。
※マスクの着用をお願いします。

◎「リサイクルブックフェア」

☆開催期間 10月27日(火)～11月８日(日) ※休館日を除く
☆場
所 ふれあいずーむ館 ｢展示ホール｣
☆内
容 一般書、児童書、絵本、雑誌の無料配布
※開催期間中でも、本がなくなり次第終了となります。

町で農商工やその他事業を営む皆さんのお仕事を活性化するための
勉強会を開催します。今回は｢いかにして自分の商品やサービスにつ
いてお客様に説明するか｣｢いかにしてお客様の買い物の楽しさや満足
感を促すか｣について、その効果的な手法を学ぶワークショップセミ
ナーです。実践的内容を無料で学べる絶好の機会です。現地会場のほ
か、オンラインでの受講も可能ですので、ぜひご参加ください。
☆日
☆場

時 10月22日(木）午後６時～午後８時30分
所 現地会場：ふじさき食彩テラス２階 ｢多目的スペース｣
※20名限定
オンライン会場：ZOOM(申込者にURLをお知らせします。)
※現地会場では検温・手指消毒・換気・飛沫防止等の対策を講じて
実施します。なお、地域内で感染症の拡大等が見られた場合は、
オンラインのみの開催とする場合があります。
☆テ ー マ お客様に想いが届くブランドづくりとメッセージの書き方
～どうしたら、違いや特徴が伝わるだろうか？～
☆講
師 株式会社パラドックス 執行役員 鈴木 祐介 氏
☆受 講 料 無料
☆申込・お問合せ
10月21日(水)までに①又は②によりお申込みください。
お問合せは②までお願いします。
①インターネットフォーム(https://www.ourfutures.
net/sessions/3548)又はQRコードからの申込
②株式会社ふじさきファーマーズLABO(ふじさき食彩テラス指定管理者）
☎65ー3660 FAX 65ー3945

かんたん楽しい裂き織り体験教室のお知らせ

◎お知らせ

◎東天書道会創立60周年記念｢未来の家宝展｣
☆日
時 10月30日(金)～11月１日(日)
午前９時～午後４時30分 ※最終日は午後３時まで
☆主
催 東天書道会(藤崎町)

不用になった膝掛け・フリースと身近な道具でエコな裂き織り体
験をしませんか。参加は無料です。
☆日
時 11月７日(土) 午前９時30分～正午
☆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)
☆講
師 プラザ棟職員
☆定
員 10名 ※小学生以上(小学生は保護者の同伴が必要)
☆持 ち 物 不用な膝掛け(約70㎝×90㎝)又はフリース・持ち帰り用
の袋(作品サイズ直径32㎝程度)・布切りハサミ
※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。
☆申請期限 10月25日(日)必着
※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31日(土)までにお知らせします。
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。

【共通事項】 入館料は無料。会期中の休館はありません。

☆申込・お問合せ

11月３日(火・祝)は暖房設備工事のため、暖房を使用することがで
きませんので、寒さ対策をしてご来館ください。
☆申込・お問合せ

町図書館｢大夢｣

☎75ー2288

資料館あすか10月の催し物のお知らせ
◎福島悠起 絵画展
☆日
時 10月23日(金)～10月25日(日)
午前９時～午後４時30分 ※最終日は午後３時まで
☆主
催 福島悠起(弘前市)

☆会場・お問合せ

常盤ふるさと資料館あすか

☎65ー4567

だしソムリエに学ぶだし講座のお知らせ(藤崎町公民館講座)
いろいろな種類のだしを料理に活かそう！参加は無料です。なお、
試食等はございませんので予めご了承ください。
☆日
時 11月15日(日) 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 あおもりだしstyle会長 SOBA Cafe雅 奥村 雅美 氏
☆内
容 プロジェクター、スクリーン等を使用した、だしについてのお話
☆準 備 物 筆記用具
☆募集人員 先着15名 ※マスクの着用をお願いします。
☆申込締切 11月４日(水)
☆申込・お問合せ

常盤生涯学習文化会館
町文化センター

☆お問合せ

【変更後】800円

町教育員会生涯学習課

町地域子育て支援センターでは、2020年１月～12月生まれのお子さ
んとその保護者を対象に、新しい子育てサークルを作ります。同年齢
のお子さんを持つ保護者同士で、子育ての楽しさや悩みを語り合いま
せんか。ぜひお気軽にお越しください。
☆日
時 10月27日(火) 午前10時30分～正午
☆場
所 町地域子育て支援センター(藤崎保育所内）
☆申込・お問合せ

565ー3100

やめよう！

町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

農地の適正管理について

広報ふじさき９月号において、藤崎町白鳥観察施設｢こーやまる
くん｣の募集記事を掲載しましたが、10月より青森県の最低賃金が
引き上げとなったことから、報酬額が次のとおり変更となります。
→

子育てサークル参加者募集のお知らせ

☎65ー3100
☎75－3311

藤崎町白鳥観察施設｢こーやまるくん｣の
管理人募集要項の一部変更について

【変更前】790円

弘前地区環境整備センタープラザ棟
536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

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

町農業委員会 ☎88ー8269

わら・もみ殻焼き！

稲わら、もみ殻は貴重な資源です。焼却せず、収集やすき込みで再利用に努めましょう。

わら焼きに関する相談・お問合せは農政課まで

☎88－8273

