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11月15日発行

広報お知らせ号

〒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

Ｊアラートの訓練放送を行います
Ｊアラート(全国瞬時警報システム)とは、地震や武力攻撃などの緊
急情報を、町防災行政無線を通じて国から住民へ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。
☆放送日時
☆放送内容

☆お問合せ

12月４日(水) 午前11時頃
※災害等の状況により放送を中止する場合があります。
・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
総務課防災係

588－8295

困りごとや悩みごと、ご相談ください
｢人権と行政の合同相談所｣を開設します。
名誉毀損、いじめや体罰、職場でのセクハラ、年金、登記、生活保
護、土地の売買など、暮らしの中での困りごとの相談に応じます。
相談は無料、秘密は厳守しますので、お気軽にお越しください。
☆日
時 12月４日(水)
☆場所及び相談対応者

午前９時～午後３時

藤崎老人福祉センター

工藤 優
○人権擁護委員
福士 竹志
三上 津香子
○行政相談委員 加福 ちゑ子
○行政相談委員
○青森行政監視行政相談センター職員 ○司法書士
住民課住民係

浅利 克
小野寺 福雄
奈良岡 昭彦
三上 一
藤本 祥平

588ー8163

町食育推進協議会の委員を募集します
町民の皆さんと協働で食育推進のための取組を行うため、町民の代
表となる委員を募集します。
☆募集要件

☆募集人員
☆委員の任期
☆募集期間
☆会議の開催
☆報
酬
☆申込方法

○町に住所を有する20歳以上70歳未満の方
○委員として参画する意欲(食育や地産地消に関心のある
方)を有し、会議に出席できる方
○町議員及び町職員でない方
※町附属機関等の公募委員の登用に関する要綱による。
１名
委嘱の日から令和２年３月31日まで
11月29日(金) ※必着
年１、２回程度
会議１回の出席につき4,900円
所定の用紙に必要事項を記入の上、農政課までお申込
みください。なお、用紙は町ホームページ(http://www.
town.fujisaki.lg.jp/)又は農政課窓口に備え付けています。
応募多数の場合は書類選考となります。

☆申込・お問合せ

農政課農政係

☆事業概要

☎88ー8273

購入対象者１人につき、最大で25,000円分の商品券を
20,000円で購入できます。(プレミアム率25％)
※5,000円単位で購入が可能です。

☆購入対象者
①令和元年度住民税非課税者 ※申請期限を12月27日(金)まで延長しました。
※住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族を除く。
②３歳未満の子(平成28年４月２日から令和元年９月30日までの間
に生まれた子)が属する世帯の世帯主
※②の場合、申請は不要です。対象者には購入引換券を郵送済みです。
☆販売期間及び販売場所
販売期間：10月１日～令和２年２月14日(平日のみ)
販売時間：午前10時～午後４時
販売場所：藤崎町商工会
※12月14日・15日、令和２年１月11日・12日、２月８日は北常盤駅
ぽっぽらでも販売します。
☆使用可能期間及び使用可能店舗
使用可能期間：10月１日～令和２年２月21日
使用可能店舗：町内のプレミアム付商品券事業に参加する店舗
☆申込・お問合せ
○商品券全般に関すること、住民税非課税者の申請に関すること
福祉課福祉係 588ー8195
○３歳未満児の子育て世帯の購入引換券に関すること
住民課子育て支援係 588ー8184
○取扱店に関すること 藤崎町商工会 575ー2370

母子及び父子寡婦福祉資金の予約について

常盤老人福祉センター

○人権擁護委員

☆お問合せ

藤崎町プレミアム付商品券のお知らせ(国補助分)

母子・父子・寡婦家庭の方を対象に、経済的に自立して安定した生
活を送るため、必要な資金を低利子又は無利子で貸付する「母子父子
寡婦福祉資金」の貸付予約を受付します。
☆対象世帯 児童等が令和２年度に進学を希望しており、経済的理由
により進学させることが困難である世帯
☆資金種別
○就学支度資金 入学に必要な入学金、制服購入等に充てるための資金
○修学資金 修学に必要な授業料、書籍代、交通費等に充てるための資金
○修業資金 就職に必要な知識技能の習得費用に充てるための資金
☆申込締切 令和２年１月31日(金)
☆そ の 他 資金の貸付を希望する方は事前相談が必要です。申請か
ら貸付までには１か月以上かかりますので、お早めに電
話予約の上、事前相談をお受けください。
貸付限度額等、福祉資金の詳細はお問合せください。
☆お問合せ

中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室福祉調整課

535－1622

わくわく講座｢ジェネリック医薬品と健康食品｣のお知らせ
ジェネリック医薬品や健康食品という言葉を聞いたことがある方、ま
た、利用している方は多いと思います。
ジェネリック医薬品と健康食品について、正しい知識や安全性など
を学びませんか。皆さんお誘い合せの上、ぜひご参加ください。
☆日
☆場

時
所

☆講
師
☆参 加 料
☆申込締切

12月18日(水) 午後１時30分～午後３時
町文化センター３階 ｢多目的ホール｣
青森県薬剤師会 会長 木村 隆次
無料
12月13日(金）

☆申込・お問合せ

福祉課健康係

氏

☎88ー8197

11月 は 秋 の 食 育 月 間 で す ！
バランスの良い食事と減塩を心がけ、おいしく健やかな食生活をおくりましょう。

お問合せは農政課まで ☎88－8273

クリスマスエコクッキング教室のお知らせ
食材を無駄なく使い切り、クリスマスにぴったりのエコな料理を
作ってみませんか。
☆日

時

☆場
所
☆講
師
☆定
員
☆メニュー
☆参 加 料
☆持 ち 物
☆申込受付

12月７日(土)

午前９時30分～正午
※調理・試食・片付けの時間を含む。
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)
サロン・ド・胡桃代表 福士 るみ子 氏
20名 ※小学生以上、小学生の場合は保護者の同伴必要
大根のピラフ、コロッケとほうれん草のキッシュ風、
ピンクバナナゼリー、ホットアップルジュース
無料
お米0.5合、大皿１枚(直径25㎝程度)、マグカップ、
はし、スプーン、エプロン、ふきん
11月24日(日)～

☆申込・お問合せ

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ☎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

視覚障害者情報センターをご利用ください
視覚障害者情報センター(旧県立点字図書館)は、視覚障がい者の方
に点字図書、録音図書(ＣＤ図書)や週刊誌などの録音雑誌の貸出を
行っています。
目の不自由な方も自宅で読書ができます。費用は無料で、貸出や返
却は無料の郵便を利用できます。利用には登録が必要ですので、詳細
はお問合せください。
☆お問合せ

「クリスマスおはなし会」を開催します
おはなしの好きな方ならどなたでも参加できます。参加は無料、
クリスマスプレゼントもあります。皆さんお気軽にお越しください。
☆日
時
☆場
所
☆対
象
☆おはなし
☆テ ー マ

12月７日(土) 午前10時～午前11時30分
ふれあいずーむ館
幼児・児童(保護者含む)
わっこの会
『おはなしほっこり 雪げしき』
○「てぶくろ」(朗読劇)
○「14ひきのもちつき」(絵本読み聞かせ) ほか
○「クリスマスにはおきててくまさん」(絵本読み聞かせ)ほか

☆お問合せ

町図書館｢大夢」 ☎75ー2288

地域子育て支援センターからのお知らせ
在宅の未就学児とその保護者を対象に、次のとおりイベントを開催
します。参加は無料です。たくさんのご参加をお待ちしています。

視覚障害者情報センター ☎017－782－7799

◎おもちをつきましょ！ぺったんこ！｢もちつき会｣
☆日
時
☆場
所
☆申込締切

12月10日(火) 午前10時～正午
藤崎保育所 ｢遊戯室｣
11月28日(木)

「凧作り・凧揚げ教室」のお知らせ

◎来るかな？サンタさん｢クリスマス会｣
☆日
時
☆場
所
☆申込締切

12月25日(水) 午前10時30分～正午
町地域子育て支援センター(藤崎保育所内）
12月18日(水)

☆申込・お問合せ

地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305
がっせん

☆日
時
☆場
所
☆材 料 費
☆対
象
☆準 備 物

☆申込締切

12月14日(土) 午前９時～午後４時
常盤生涯学習文化会館 ｢視聴覚室｣ ほか
１人700円(昼食時豚汁・ジュース付) ※当日集金
※サイズは１枚凧(48㎝×33㎝)
町民(小学３年生以下は保護者の同伴必要) ※先着30名
えんぴつ、消しゴム、新聞(朝刊１日分)、はさみ、
昼食(おにぎり)、防寒具
※外で凧揚げをしますので、寒くない服装でお越しください。
12月６日(金)

☆申込・お問合せ

「なべワン-グランプリ ふんちゃぎ楽戦」
出店者を募集します！

町教育委員会生涯学習課 565ー3100
町文化センター
575ー3311

親子で楽しく！パーティーメニューを作ってみよう
各店趣向を凝らした自慢の鍋料理を販売し、そのグランプリを競う
鍋の祭典｢なべワン-グランプリ ふんちゃぎ楽戦｣を令和２年２月23日
親子で一緒にパーティーメニューを作って、楽しいクリスマスを過
(日)に開催します。
ごしませんか。
自慢の鍋を出品したい方を募集しますので、お気軽にお問合せくだ
さい。なお、イベントの詳細は広報ふじさき12月号でお知らせします。
☆日
時 12月25日(水) 午前９時30分～正午
☆場
所 町文化センター ｢実習創作室｣
☆お問合せ ○「けやぐ組」岩谷 眞佐子 5090ー1398ー5568
☆対
象
者 町内の小学生の親子 ※先着10組
○「けやぐ組」髙谷 和也
5090ー3646ー0449
☆メニュー パングラタン、ほたてのベーコン巻き、コンソメスープ、
○藤崎町商工会
575ー2370
ミニデザート
☆持 ち 物 エプロン、三角巾
☆参 加 料 無料
☆申込締切 12月２日(月)
北海道歌旅座「昭和の歌コンサート」のお知らせ
迫力ある大スクリーンの映像とともに、昭和の懐かしい歌を聞きな
がら昔を思い出してみませんか。
☆日
時
☆場
所
☆チケット

☆販売場所

☆お問合せ

☆申込・お問合せ

町食生活改善推進員会

石動 565ー3416

令和２年２月22日(土) 午後２時30分～
町文化センター ｢大ホール｣
大人 １人 1,500円(全席自由）
小人 １人
500円(小中学生・全席自由)
※未就学児の入場はご遠慮ください。
町文化センター、ふれあいずーむ館、常盤ふるさと資料館あすか
※月曜日は休館

広報ふじさき11月号Ｐ６に掲載の｢まちのわだい｣について、内容に
誤りがありましたので次のとおり訂正いたします。
ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

町文化センター

○(訂正前)ふじこども園→(訂正後)藤崎保育所

575ー3311

広報ふじさき11月号に関するお詫びと訂正

○(訂正前)デイサービスセンターえびす→(訂正後)グループホームえびす

やめよ う ！ 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

