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マイナンバーカード受領時間変更及び休日交付について

　マイナンバーカードの受領時間が次のとおり変更となりました。
　また、12月から３月まで指定の日付で休日交付も行います。
☆日　　時
　○平　　日　午前８時15分～午後５時【予約不要】
　○毎週水曜日　午前８時15分～午後６時30分【予約不要】
　○休　　日　１月８日(土)、２月26日(土)、３月12日(土)　　　　　　
　　　　　　　午前９時～正午【予約必要】
　　　　　　　※前日までに事前予約をお願いします。
☆そ の 他 　数量限定で、ドラえもんのマイナンバーカードケース

や、ドラえもんシール等をご用意しています。希望す
る方はお声がけください。

☆お問合せ　住民課住民係　☎88－8163

新型コロナウイルスワクチン接種情報

　　　  ワクチン接種のすすめ

ふじ丸くん、ワクチン接種って３回目もあるの？

そうだよ。３回目は低下した効果を保つ
ために実施するんだよ！

２回目の接種から８か月後に受けることができるから、
２月には始まるらしいよ。対象者には１か月くらい前
に接種券が届くんだって。

え～！またやらないといけないの？
それっていつやるの？

早く元の生活に戻りたいから、３回目も受けたほ
うがいいよね！

そうだねジャン坊くん！でも、感染防止対策は
これまでどおり続けようね！

町民の皆さん、接種券が届くのをお待ちください！

☆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) 
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教育相談のご案内

　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　弘前大学大学院保健学研究科　教授　栗林 理人 氏

☆対 象 者　町内在住の小・中学校の児童生徒及び保護者

☆申込方法　実施日の１週間前までに、町教育委員会学務課に電話で
　　　　　　お申込みください。

☆申込・お問合せ　町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内)

　　　　　　　　　☎69ー5010

実施日時 実施場所 時　間

12月27日(月)
午後１時～午後３時

常盤生涯学習
文化会館
｢音楽室｣

※相談時間は
　１人につき
　１時間程度

１月24日(月)
 午前11時～正午
 午後３時～午後４時

２月28日(月)
午後１時～午後３時

常盤地区の皆さんへ　～年末年始のごみ収集・搬入受入について～

　常盤地区における年末年始のごみ収集・搬入受入の日程は次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始ごみ収集日程表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始ごみ自己搬入日程表

12月 １月

区分 28日(火) 29日(水) 30日(木) 31日(金) １日(土) ２日(日) ３日(月) ４日(火)

受入
業務

ごみ焼却施設
（可燃ごみ）

通常受入 通常受入 通常受入 休み 通常受入

不燃・粗大ごみ
処理施設

通常受入 通常受入 通常受入 休み 通常受入

埋立処分場 通常受入 休み 通常受入

12月 １月

区分 28日(火) 29日(水) 30日(木) 31日(金) １日(土) ２日(日) ３日(月) ４日(火)

収集
業務

可燃ごみ 通常収集 通常収集 通常収集 収集なし 通常収集

不燃ごみ 通常収集 通常収集 通常収集 収集なし 通常収集

粗大ごみ 収集なし

資源ごみ 通常収集 収集なし 通常収集

※各町内の収集日
　に合わせて出し

てください。

※埋立処分地の搬入時
間は11月～３月まで
は午前10時～午後３
時となります。

※ごみ処理施設(可燃
ごみ・不燃ごみ・
粗大ごみ)の受入時
間は通常通り午前
８時30分～午後４
時30分です。☆お問合せ　○住民課環境係　☎88ー8169　○黒石地区清掃施設組合　☎53ー1222 



【中止】｢藤崎町消防出初式｣開催中止のお知らせ

　１月９日(日)に開催を予定していました｢令和４年藤崎町消防出初
式｣は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を中
止することとしました。
　参観を予定していた皆さんには大変申し訳ありませんが、ご理解く
ださるようお願いします。

☆お問合せ　総務課防災係　588ー8295

ふ じ め ぐ り 総 選 挙  
　　 実 施 中 ！

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

子育て支援センターからのお知らせ

◎ワクワクドキドキするね！冬のお話し会
　在宅の未就学児とその保護者を対象に、わっこの会の皆さんによる
おはなし会を行います。楽しいお話が盛りだくさんですので、ぜひご
参加ください。

☆日　　時　１月26日(水)　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）
☆おはなし　わっこの会

☆申込・お問合せ　町地域子育て支援センター　☎75ー6131
　　　　　　　　　藤崎保育所　　　　　　　　☎75ー3305

令和４・５年度国有林モニターの募集

　東北森林管理局は、国有林野の管理経営に皆さまの声を役立ててい
くために、モニターを募集しています。
☆募集人員　48名程度
　　　　　　※各地域内の人数及び年齢・男女比等の均衡を図るため、
　　　　　　　最終的な人数と前後することがあります。
☆募集期間　12月１日(水)～令和４年１月31日(月)　※当日必着
☆任　　期　令和４年４月１日から２年間
☆内　　容　アンケートへの回答、現地見学会、国有林モニター会議
　　　　　　への出席など
　※応募資格、応募方法など、詳しくは東北森林管理局ホームページ
　　(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/)をご覧いただくか、お
　　問い合わせください。

☆お問合せ　東北森林管理局企画調整課林政推進係
　　　　　　☎018－836－2228　FAX 018－836－2031
　　　　　　メールアドレス t_kikaku@maff.go.jp

町図書館からイベントのお知らせ

あおもり冬の読書週間(１月５日～１月25日）

◎｢大人のための絵本大
タ イ ム

夢｣ ～絵本からのメッセージ～ 開催のお知らせ
　☆日　　時　１月22日(土)　午後１時30分～午後３時
　☆場　　所　ふれあいずーむ館　｢ふれあいひろば｣
　☆内　　容　大人が楽しむ絵本の時間
　　　　　　　｢絵本は心の読み薬｣をモットーに活動している講師と
　　　　　　　ともに過ごす贅沢な癒しの時間です。

　☆講　　師　絵本セラピストⓇ　長谷川 育子 氏
　☆対　　象　町民　先着20名程度　※事前予約が必要です。
　☆参 加 費　無料
　☆お 願 い　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。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
　　　　　　　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。

☆お問合せ　町図書館｢大夢」　☎75ー2288

ふじさきスポーツチャレンジポイントラリー
結果のお知らせ

　５月26日から10月31日まで行われた｢ふじさきスポーツチャレンジ
ポイントラリー2021(前期)｣の各部門上位３名をお知らせします。

しあわせりんごレシピふじさき開催中！！

　しあわせを感じる一皿ってありませんか？見た目に、美味しさに、
その時間に。
　りんごを使った、思わず笑みがこぼれるレシピを募集しています。
スイーツはもちろん、お料理に合う１品もOK。自由なりんごの一皿、
お待ちしています。

☆開催時期　11月20日(土)～12月26日(日)
☆お　　題　りんごを使ったレシピならなんでも可
☆参加方法　instagramにて｢#しあわせりんごレシピ｣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(＠fujisaki_

shokusai_terrace)がリポスト後、いいね数で集計しま
す。また、抽選による特別賞も用意しています。

※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。

農作物や庭木の果実の収穫徹底のお願い
～カラスの被害を減少させるために～

　カラスは、自然界に食べ物が少なくなる冬季に多く減少していくと

いわれています。しかし、農作物の収穫残さ等を放置することで、カ

ラスに対する無自覚な餌付けとなり、カラスの個体数を減らすことが

できなくなり、カラスによる被害が深刻となっています。

　そこで、カラスの個体数や被害を減少させるため、畑に放置された

規格外の農作物については土中に埋める、庭木に残っている果実等は

可能な限り残さず摘果するなどの対策を徹底しましょう。

　生活環境を守るために、皆さんのご協力をお願いします。

☆お問合せ　住民課環境係　☎88－8169

藤崎町公民館講座　１月開催講座

古地図鑑賞会のお知らせ

　町貯蔵の古地図42点を公開します。町の歴史を感じることができる
またとない機会ですので、ぜひご覧ください。入場は無料です。
☆日　　時　１月16日(日)　午前10時～午後３時
☆場　　所　町文化センター３階　｢多目的ホール｣
☆解　　説　藤崎町郷土史会会員
　※午後１時30分より、古地図に見る町の特徴的な事柄などの解説を
　　聞くことができます。
　※マスクの着用をお願いします。
　※当日、発熱等体調の優れない方は、参加をお断りする場合があり
　　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

☆一般の部（参加者数７名）　　
　第１位　佐藤　亘　様　　　159Ｐ
　第２位　野呂　真由美　様　107Ｐ
　第３位　長見　美千代　様　102Ｐ

☆シニアの部（参加者数27名）

第１位　木村　悦穂　様　　325Ｐ
第２位　三上　美津子　様　310Ｐ
第３位　小林　明美　様　　290Ｐ

☆子どもの部（参加者数68名）

　第１位　相馬　碧梨　さん　　200Ｐ
　第２位　唐牛　さくら　さん　170Ｐ　　　
　第３位　安田　結音　さん　　159Ｐ　

　後期(11月から３月)も多数の参加をお待ちしています。

☆お問合せ　町スポーツ協会　☎75ー3323


