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新型コロナウイルスワクチン接種情報

｢ふるさとから見守る応援事業｣から
地元名産品をお届けします

ワクチン接種のすすめ
ふじ丸くん

ジャン坊くん、ワクチン接種は終わったの？
ジャン坊くん

うん！今月中に２回接種できるよ。

それは良かった！コロナ収束のために、一人でも
多くの人に接種してもらうことが大事だからね。

ところで、藤崎町のワクチン接種ってどのくらい進んでるの？

およそ８割の人が２回の接種を終えたみたいだよ！
でも、若い人がちょっと少ないんだって。

そうなんだ･･･。
友達にもワクチン接種をすすめてみようっと！
接種の予約はお早めに！ また、県総合健診センターでも接
種できますので、詳しくは県のホームページ(https://www.
pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/covid_19-vaccine_
astrazeneca.html) をご覧ください！

☆お問合せ 福祉課新型コロナワクチン接種対策室 ☎75ー3111(内線2413・2414)

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
な負担を抱えながら、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をお届けします。
☆対 象 者

藤崎町出身で県内・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学生等とします。
※海外在住者は除く。
○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で、
年齢は問いません。
※住民票を藤崎町から移動せず、県内・県外に住んでい
る学生等を含みます。ただし、オンライン授業等によ
り、実家に帰省して、居住地での受け取りができない
場合は対象外となります。
○令和３年10月1日現在、保護者が藤崎町内に住所を有する者
☆内
容 藤崎町の地元名産品セット10,000円相当(送料込み)を、
２回送付します。
送付は、令和３年12月(上旬)及び令和４年２月(上旬)を
予定しています。
☆申請方法 申請方法は、保護者又は学生等本人が次の書類を郵送又
は持参により申請します。
○ふるさとから見守る応援事業申請書（様式第１号）
※申請書は、町教育委員会学務課に備え付けているほ
か、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)でもダウンロードできます。
○学生等であることが確認することができる書類の写し
(学生証明書等)
○県内で就学する学生等については、親元を離れ居住して
いることが証明できる書類の写し(アパート契約書等)
☆受付期間 10月15日(金)から11月15日(月)まで
※持参の場合は、土日・祝日を除く。
☆申込・お問合せ

筋力あっぷ教室に参加しませんか
医療法人ときわ会の理学療法士が12月～２月の３か月間(計12回)
で、ボールやゴムバンドを使ったトレーニングやストレッチ運動等を
家でも行えるよう指導し、運動機能の向上を目指す教室を開催しま
す。近くのバス停まで歩くのが大変になった、段差につまずくように
なったなど、身体の衰えを感じている方はぜひ参加してみませんか。
○藤崎会場(藤崎診療所)
☆日
時 12月～２月の毎週月～木曜日のいずれか(各曜日とも計12回)
午前10時30分～正午
☆定
員 各曜日４名
○常盤会場(ときわ会病院）
☆日
時 12月～２月の毎週金曜日(計12回)
午前10時30分～正午
☆定
員 10名
☆対 象 者 申込時に基本チェックリスト(簡単な質問票)を行い、
生活機能の低下がみられる65歳以上の方
☆締
切 10月29日(金)
※新型コロナウイルスの状況により、日時・会場等が変更になる場合
があります。
※参加申込後に地域包括支援センター職員が訪問し、目標立てとケア
プラン(利用計画)作成を行います。
※ケアプランにおいて送迎が必要な方はご相談ください。
☆申込・お問合せ

福祉課介護保険係
町地域包括支援センター

ご好評につき
期間延長決定！！
令和４年１月16日まで

☎88－8198
☎65ー4155

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

ふじめぐり総選挙
実施中！

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

11月５日(金) 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

藤崎町のお店をめぐって
豪華景品をゲットしよう！

←詳細・応募は
こちらから

町図書館からのお知らせ

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
◎プロが教えるかんたん楽しいクリスマスエコクッキング教室
時短で楽しくエコな、クリスマスにぴったりの料理を作ってみませんか。
☆日
時 12月４日(土) 午前９時30分～正午
※調理・片付けを含んだ時間です。
☆講
師 サロン・ド・胡桃代表 福士 るみ子 氏
☆定
員 小学生以上10人 ※小学生の参加は保護者の同伴が必要
☆メニュー ミートロール、リースサラダ、ねぎと粉チーズの混ぜご
はん、桃のラッシー
☆持 ち 物 お米0.5合、大皿１枚(直径25㎝程度)、エプロン、三角
巾・ふきん
☆申込期限 11月18日(木) ※必着
※応募多数の場合は抽選で決定し、11月25日(木)までに
結果をお知らせします。

◎クリスマス飾りとアロマワックス作り教室
木製のミニツリーや、手作りドライフラワーとろうそくを使ったア
ロマワックス作りを楽しんでみませんか。
☆日
時 12月11日(土) 午前９時30分～正午
☆講
師 ミニツリー・サンタクロース作り…尾崎 行雄 氏
アロマワックス作り…プラザ棟職員
☆対
象 小学生以上10人 ※小学生の場合は保護者の同伴が必要
☆持 ち 物 作品持ち帰り用の袋、お持ちであれば好きな香りのアロマオイル
※作業がしやすく汚れてもよい服装でお越しください。
☆申込期限 11月29日(月) ※必着
※応募多数の場合は抽選で決定し、12月６日(月)までに
結果をお知らせします。

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。

◎「リサイクルブックフェア」
☆開催期間 10月27日(水)～11月９日(火) ※休館日を除く
☆場
所 ふれあいずーむ館 ｢展示ホール｣
☆内
容 図書館で除籍となった本や雑誌を無償で提供します。
※開催期間中でも、本がなくなり次第終了となります。

◎「秋の映画上映会」※日程が変更になりました。
☆日
時 11月７日(日) 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20名程度 ※事前予約が必要です。

◎おはなし会「おはなしボックス」
☆日
☆場
☆対

時
所
象

☆内

容

◎共通事項
☆参 加 料 無料
☆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。
☆場所・申込 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ☎36ー3388
・お問合せ 〒036－8314 弘前市町田字筒井６－２
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
※詳細はプラザ棟のホームページ(http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kankyoseibi/plaza/)をご覧ください。

デイサービスセンターえびすでは、今年度、介護福祉士試験を受験
される方を対象に勉強会を開催します。受験者情報の守秘義務につい
ては厳守します。
☆日
時 令和３年11月23日(火・祝)～令和４年１月18日(火)
毎週火曜日 午後６時～午後８時
☆場
所 デイサービスセンターえびす
☆参 加 料 3,000円(資料代含む）
※全日程を終了した時点で徴収します。
☆申込方法 氏名と連絡先を記入の上、ＦＡＸでお申込みください。
込

デイサービスセンターえびす 担当 社会福祉士 野呂
ＦＡＸ89ー7733 ※電話での受付はしません。

｢令和２・３年度藤崎町成人式｣記念写真の配布について
８月15日挙行の藤崎町成人式にご出席した方へ、当日撮影した記念
写真を配布しています。
まだ受け取っていない方(代理可)は、お早めに藤崎町文化センター
又は常盤生涯学習文化会館でお受け取りください。
☆お問合せ

常盤生涯学習文化会館

☎75－3323

や めよう！

町図書館｢大夢｣ ☎75ー2288

水道工事は町指定工事店へ

【新規の指定工事店】有限会社小鹿設備 ☎017ー788ー0770
代表取締役 小鹿 勝夫
☆お問合せ

上下水道課工務施設係 ☎75ー6025

だしソムリエによるだし講座のお知らせ(藤崎町公民館講座)
だしの知識と健康、活用方法について学んでみませんか？
☆日
時 11月10日(水) 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 SOBA Cafe雅 奥村 雅美 氏
☆材 料 費 500円
☆準 備 物 筆記用具
☆募集人員 先着15名
☆申込締切 10月28日(木) ※材料費を添えてお申込みください。
※マスクの着用をお願いします。
※当日、体調の優れない方や発熱のある方等は参加をお断りすること
がありますのでご了承ください。
☆申込・お問合せ

常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100
町文化センター
☎75－3311

農地の適正管理について

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の感染
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。
町スポーツ協会

☆申込・お問合せ

☎65－3100

【中止】第17回町民歩こう大会中止のお知らせ

☆お問合せ

イベントに参加される方はマスクの着用をお願いします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、変更・中止とさせてい
ただく場合がありますので、ご了承ください。

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。

介護福祉士試験勉強会のご案内

☆申

11月６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20名程度 ※事前予約が必要です。
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 『まほうのしお』(まわる布しばい)

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

