広報

ふじさき
みんなで築く 希望に満ち、
活力があふれるまち ふじさき

いよいよ楽しい夏が始まるよ！
子 ど も フ ェ ス タ２０１８
タ２０１８

６月
日 日日( ︑)今年で７回目とな

るる ふ
｢ じワングランプリ が
｣ 国道７
号沿いの ふ
｢ じ さ き 食 彩 テ ラ ス でで
｣
開催されました︒
店舗が町の特産品で

スパラガスなどを使い︑この日の

大盛況で幕を閉じました︒

｣

分で売

〜受賞店舗はこちら！〜
○優 勝
きくち覚誠堂
藤｢崎のきな粉ぷりん

○準優勝

幡龍 藤崎店
藤｢崎トマトのイタリアン

○梅沢富美男賞

○りんご娘賞

アントルメ佐藤菓子店
ふ｢じのりんごのクリームパイ

｣

各賞の発表も終え︑イベントは

トに花を添えました︒

ＮＧＯＭＵＳＵＭＥ り(んご娘 に)よ
る躍動感あふれるライブがイベン

い声が響いていました︒また︑ＲＩ

内を駆け回り︑会場には絶えず笑

ン ズの二 人は ︑ ふ｢じさき グルメ のの
｣
試食や来場者とのふれあいで会場

司会を務めたキューティーブロ

会場を大いに盛り上げました︒

楽しいトークを繰り広げるなど︑

らテラスから移動したり︑
ステージで

振るって ふ
｢ じさき坦々麺 を
｣ 提供
したほか︑来場者とタッチしなが

けた梅沢 富美男さんは︑自ら腕を

スペシャルゲストとして駆けつ

り切れになるお店があるなど︑大

い行列を作り︑販売開始

ちにしたお客さんが各店舗前に長

る頃には︑お目当ての商品を心待

さきグルメ を｣販売しました︒
オープニングセレモニーが始ま

ために準備したオリジナルの ふ｢じ

ある︑りんご︑卵︑にんにく︑ア

参加した

盛況となりました︒
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ブーランジェリー ル・ボヌール
ガ｢ーリックフランスドッグ ｣

｣

幡龍 藤崎店
きくち覚誠堂
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国道７号沿い、真っ赤な看板が目印！
名物の｢五目あんかけ焼きそば｣や旨辛の
｢担々麺｣など人気商品盛りだくさん！

その他、独創的なお菓子を揃えて
います。
ご来店、心よりお待ちしています。

藤崎町大字矢沢字福富76-1
75−9190
※こちらの商品は店舗販売していません。
ご了承ください。
※店舗及びふじさき食彩テラスにて
税込320円でお買い求めできます。

藤崎町大字藤崎字村岡51
75−2234

藤崎トマトの「イタリアン」
藤崎のきな粉ぷりん

準優勝
ふじワングランプリ 2018
優勝
ふじワングランプリ 2018

24

「ふじりんごの
キャラメルパウンド」
「藤崎ブリトー」

「アップルファイバー焼きそば」
「こめタル鶏せん」
「トキワたまごのじゃじゃ麺風」
（スパイシーカレー味）
「ふじのりんごの
クリームパイ」
「ガーリックフランスドッグ」
「揚げそばの
かに五目あんかけ」
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イシザワ菓子舗
麺房十兵衛 藤崎店

ラーメンカフェ きたときわ
トキワ養鶏
佐藤長 常盤店
アントルメ佐藤菓子店
ブーランジェリー
ル・ボヌール
そばの矢車

ときめくおいしさみーつけた！
しよう
ふじさきグルメに恋

Town Topics
役場本庁舎の機能強化工事のお知らせ
役場本庁舎は築後30年を経過し、建物や設備の老朽化対策と大地震発生時に｢防災拠点施設として
の耐震性能｣を確保するため、庁舎の機能強化及び耐震補強等の工事を行います。
工事期間中は、敷地内の駐車場や歩行通路、庁舎内の廊下の通行及びトイレ等の使用を一部制限
することがあります。
来庁者の方々にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
◆工事期間 ６月中旬〜平成31年３月中旬
◆役場本庁舎機能強化工事の概要
○機能強化工事の主なもの
・外壁改修
タイルのひび割れ等の補修
・建具改修
サッシの取り替え及びブラインドの設置
・内装改修
各会議室、町民ロビー等の内装改修
・電気設備
自家発電機、照明設備、火災報知設備、放送及び音響設備等の更新や非常用電源
の増設
・機械設備
トイレ設備、消火設備、給水及び給湯設備の更新
・耐震補強
鉄筋コンクリート壁の増設工事(震度６強程度の耐震性能の確保)
・浸水対策
高さ１メートルの可動式止水板設置工事
○車庫、倉庫の新築工事等
・新築工事
鉄筋造２階建て（延べ床面積およそ457㎡）
１階部分･･･車庫（11台格納）、２階部分･･･書庫
・既存車庫
電動軽量シャッターの更新及び屋根材裏面の塗装
○請負業者等
・工事請負業者 マルノ・タナックス特定建設工事共同企業体(代表者 株式会社マルノ建築設計)
・工事監理受託業者 株式会社八洲建築設計事務所
■お問合せ

常盤生涯学習文化会館は築後30年を経過し、設備に老朽化が見られることから、整備工事を行い
ます。
工事期間中は、施設内の事務室(常盤出張所、学務課、生涯学習課)は通常どおり開庁していますが、
施設の貸館利用はできません。
来庁者の方々にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
◆工事期間 ６月中旬〜12月下旬
◆常盤生涯学習文化会館整備工事の概要
○屋根・外装・内装等の改修
○機械設備
・衛生設備、冷房設備、暖房設備、油送設備、換気設備の改修
○電気改修
・動力設備、電灯設備、照明設備、自動火災報知設備、外灯設備等の改修
○機能強化
・多機能トイレの新設
○請負業者等
・工事請負業者 株式会社タナックス 弘前支店
・工事監理受託業者 株式会社坂本建築設計
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７ 防災意識を高めるために
場所：役場駐車場
８

秋の収穫、楽しみだね
６
12
場所：グループホームえびす

町の消防団や町内会、町内事業所などが参加し、
町防災訓練が行われました。倒木切断による道路
確保や倒壊建物からの救助のほか、初期消火や水
防工法など様々な訓練を実施し、参加者は防災意
識を高めました。

藤崎保育所の園児がグループホームえびすを訪
問し、枝豆の苗を施設内の畑に植えました。園児
らは、入所者へ歌を披露するなど楽しく交流し、
秋にまた訪れ、収穫した枝豆を一緒に食べること
を約束しました。

７ 出荷者の所得向上につなげるために
場所：町長室
12

６ 毎日のお仕事お疲れ様です
場所：町長室
15

藤崎町農産物直売組合(組合長 佐藤 雅秀)から
｢ふじさき食彩テラス｣を経営する株式会社ふじさき
ファーマーズＬＡＢＯ(代表取締役 五十嵐 晋)へ寄付金
が贈呈されました。佐藤組合長は｢販売促進や出荷者
の交流事業などに使ってほしい｣と話していました。

藤崎幼稚園年長組の３人が来庁し、平田町長に
きれいな花束と手書きの手紙を手渡しました。園
児らは｢いつもみんなのためにお仕事頑張ってあり
がとうございます｣と平田町長にあいさつし、元気
な歌声を披露しました。

総務課庶務係 ☎88ー8292

常盤生涯学習文化会館整備工事のお知らせ

■お問合せ

߹ߜߩࠊ ߛ

町教育委員会生涯学習課 ☎65ー3100

〜表紙の説明〜
７月16日(月・祝)、町文化センター及びスポーツプ
ラザ藤崎において｢子どもフェスタ2018｣が行われま
した。会場内には射的やヨーヨー釣りコーナーのほ
か、メンコやベイゴマなど昔ながらの遊びや、スト
ラックアウト
などの 体を
動 かす遊 び
が 幅 広く 開
設され、子ど
もた ち は 楽
しそ う に 会
場 を 回 って
いました。

おめでとうございます
７ 100万人目、
５
場所：常盤老人福祉センター

ときわ温泉の利用者が100万人を達成し、100万
人目の髙木 勝良 さん(新町)に記念品が贈呈されま
した。髙木さんは｢運が良いと驚いている。お湯の
熱さがちょうど良く、風呂上がりを気持ち良く過ご
せるので気に入っている｣と喜んでいました。
広報ふじさき 2018．8
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制度をご存知ですか？

介護サービス利用時の利用者負担割合が変更になります

児童扶養手当・特別児童扶養手当

介護サービスを利用する場合、費用の一部を利用者が負担する必要があります。
利用者負担の割合は、これまで１割又は一定以上の所得のある方は２割でしたが、平成30年８月
から、65歳以上で現役並みの所得のある方は、利用者負担の割合が３割となります。

ひとり親家庭等のお子さんのための児童扶養手当
◆制度の概要
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭 ( ひとり親家庭 ) に
手当を支給することにより、生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として
います。
◆支給対象者
次のいずれかに該当する父又は母と生計を同じくしてい
ない子どもを養育している母又は父、養育者に対し、子ど
もが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障がいがある
ときは20歳)まで支給されます。

一部支給

利用者負担の判定の流れ

42,500円
42,490円〜10,030円

本人の
合計所得金額が
220万円以上

子どもが２人目の加算
全部支給
一部支給

10,040円
10,030円〜5,020円

65

歳以上の方

○父母が婚姻を解消した子ども
○父又は母が死亡した子ども
○父又は母が政令で定める障害の状態である子ども
○父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた子ども など
※子どもが児童福祉施設に入所したとき、子どもが父又は
母の配偶者 ( 内縁関係を含む ) に養育されているとき等
は対象になりません。
※所得制限があります。

※次の｢利用者負担の判定の流れ｣により、負担割合が異なります。

手当の額（月額）
全部支給

子どもが３人目以降の加算
全部支給
一部支給

6,020円
6,010円〜3,010円

※所得に応じて支給額が異なります。

３割負担

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円以上340万円未満、又は２人以上世帯で
346万円以上463万円未満

２割負担

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円以上、又は２人以上世帯で346万円以上

２割負担

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円未満、又は２人以上世帯で346万円未満

１割負担

１割負担

◆利用者負担割合の確認方法
要介護・要支援認定を受けた方には、７月に「介護保険負担割合証」を交付しています。
ご自身の負担割合証の｢利用者負担割合｣の欄をご確認ください。
負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用する際は、介護サービス
の事業者や施設に提出してください。

障がいのあるお子さんのための特別児童扶養手当

■お問合せ

常盤診療所
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住民課子育て支援係

88ー8184

88ー8198

良い習慣の積み重ねで健康に。生活を見直

〜禁煙外来・往診・まき爪の治療も行っています〜

し、健やかな毎日を目指しましょう。

診療時間

月

火

水

木

金

土

午前８時30分〜正午

○

○

○

○

○

○

午後２時〜午後６時

○

○

○

○

筋肉と脂肪のバランスを測定できる体組成
計も導入しました。どうぞご利用ください。

(日・祝日休診)
てんちゃん

公益財団法人テクノエイド協会

【認定補聴器専門店】
て

ん

しょう

ど

んの

んて
んて

て

補聴器センター

弘前市代官町通り
（紀伊國屋書店さん横）

ǈǜƳƷܖƼᑀ

う

※聞こえのご相談、出張サービスも行っております。

■お問合せ

福祉課介護保険係

健診で体からのお便りをチェック！

藤崎町常盤字富田21−６ 0172ー65ー2210

広報ふじさき有料広告

◆手当の支給について
認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、４月、８月、11月の年３回、
支給されます。

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で340万円以上、又は２人以上世帯で463万円以上

※第２号被保険者(40歳以上65歳未満)の方、市区町村民税非課税の方、生活保護受給の方は上記にかかわらず１割負担

◆手当の支給について
認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、４月、８月、12月の年３回、
支給されます。

◆所得状況届について
特別児童扶養手当の受給者(支給停止の方も含みます。)は所得状況届を８月12日〜９月11日の間に
住民課子育て支援係に提出してください。所得状況届を提出しないと手当が支給されません。

本人の合計
所得金額が
160万円以上
220万円未満

本人の
合計所得金額が
160万円未満

◆現況届について
児童扶養手当の受給者 ( 支給停止の方も含みます。) は、現況届を８月１日〜８月３１日の間に住民課
子育て支援係に提出してください。現況届を提出しないと手当が支給されません。

◆制度の概要
精神や身体が政令で定める障がいの状態にある２０歳未満の子どもを監護している父又は母、もしく
は父母にかわって子どもを養育してしている人に手当を支給することにより、子どもの福祉の増進を
図ることを目的とします。
手当の額（月額）
◆支給対象者
51,700円
障がいの程度が１級
精神又は身体に政令で定める中度以上の障がいを有する
子どもを監護している父又は母、もしくは父母にかわって子ども
障がいの程度が２級
34,430円
を養育している人
※子どもが児童福祉施設などに入所しているときや、子どもが障がいを支給事由とする公的年金を
受けることができるときは、手当は支給されません。
※所得制限があります。

65歳以上で、合計所得金額が220万円以上の方

◆利用者負担が３割になる対象者

TEL.0172 - 33 - 5016

᪰ᕲǽȭȐȳܖؽ፼ؽ
ᲿᲽᲽǸȥȋǢᕲ߃ܴ
ྫྷምܖ፼
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ふじさき食彩テラスオープン！リゾートしらかみ藤崎駅停車！おもてなしの機運を高めよう！

ＪＲ奥羽本線、ＪＲ五能線でリゾートしらかみを見かけたら、みんなで手を振りましょう！

平成３０年度藤崎町長寿顕彰式・健老の集いを開催します

移住・定住促進事業のお知らせ

長年にわたり社会に貢献された長寿の方や、婚姻後満60周年及び満50周年の節目を迎えられる
ご夫婦を顕彰する「長寿顕彰式」と、健康で明るい長寿社会づくりに取り組むために、町老人クラ
ブ連合会が主催する「健老の集い」を合同で開催します。
どなたでも参加できますので、皆さんのご来場をお待ちしています。

◎若者移住すまいづくり事業
町内に転入し、新築住宅を取得する若い夫婦の方に補助金を交付します。
◆補助内容
◆申請期限

住宅と土地を取得したとき
住宅のみを取得したとき
12月21日(金）

80万円補助
50万円補助

◆日
◆会
◆内

◎子育て世帯定住促進事業

時
場
容

町内に転入し、民間賃貸住宅に居住する子育て世帯に家賃等を補助します。
◆補助内容
◆申請期限

・家賃 住宅手当等控除後の２万円以内を最大２年間補助
・お米 小・中学生１人につき５kg／月を最大２年間給付
平成31年３月29日(金）

※ダイヤモンド婚、金婚の対象者には案内を送付する予定ですが、転出入により婚姻日等が確認
できない方には案内が届かないこともあります。
８月中旬までに案内が届かない場合には福祉課福祉係までお申出ください。
なお、送迎バスの運行については広報ふじさき９月１日号でお知らせします。

※事業の詳細は町ホームページ ( http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。
各種様式もダウンロードできます。
■お問合せ

○若者移住すまいづくり事業に関するお問合せ
○子育て世帯定住促進事業に関するお問合せ

建設課建設係 88ー8285
住民課子育て支援係 88ー8184

■お問合せ

◆テ ー マ ①わたしらしい生き方・仕事・子育て
②心に余裕を持つための表情作り
③働くことで入るおカネ、出るおカネ〜知っておきたい知識〜
※各回無料託児あり、お菓子つき
②９月10日(月)
③10月３日(水) ※いずれも午前10時〜正午
◆日
時 ①８月28日(火)
※テーマを選んで参加できます。
◆場
所 ヒロロ ３階「多世代交流室１」(弘前市駅前町９−20)
◆参 加 費 無料
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ブロック塀について、次の項目を点検し、１つでも不適合があれば危険なので改善しましょう。

ひび割れ
鉄筋

高さ

利用日時
火曜日〜土曜日
９：００〜１６：００

一般社団法人 たかはるコミュニティベースト

生活介護事業所
特定相談支援事業所

はればれ
所長 髙谷和也

藤崎町大字藤崎字中村井３番地９
TEL 75-5505 FAX 75-5506

広報ふじさき有料広告

※ご自宅までの送迎あり。
※手作り給食あり。
※入浴は普通浴を週２回提供
（予約制です）
その他、利用料等、詳しくは
お問い合せください。

ブロック塀の点検のチェックポイント

こそもり事務局(株式会社ＪＭＴＣ内 子育て女性の就職応援業務）
0120−973−511、こそもり専用メール：kosomori@japan-mtc.com
こそもり専用ホームページ：https://www.kosomori.com/
主催：青森県商工労働部労政・能力開発課

障害福祉サービス事業所ができました！

88ー8195

６月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊し、通行人への被害
が発生しました。
ブロック塀等の所有者や管理者の方は、被害防止のため、次の「ブロック塀の点検のチェックポ
イント」を用いて、安全点検の実施をお願いします。安全点検の結果、危険性が確認された場合に
は、付近通行者への速やかな注意表示及び補修・撤去等が必要となります。

青森県では、出産・子育てを機に一旦退職し、現在、働く意欲を持っている女性のために、様々
なプログラムを開催し、就職に対する不安軽減を図り、再就職を支援しています。
子育てしながらできる働き方についての３つのセミナーを開催しますので、好きなテーマのセミ
ナーにご参加ください。

レクリエーションや創作活動等を通じて、障がいのある方の日中活動をサポートします。
入浴や食事等の日常生活上の支援や外出活動、体験活動等を通じて社会参加を支援します。
その他、福祉サービスについての相談も受け付けています。お気軽にご相談ください。

福祉課福祉係

既設の塀(ブロック塀など)の安全点検について

子育てしている女性の就職を応援します

■申込・お問合せ

９月15日(土) 午前９時（受付 午前８時30分〜)
町文化センター ｢大ホール｣
○長寿顕彰
最高長寿、99歳(白寿)、95歳、88歳(米寿)、
ダイヤモンド婚(60周年)、金婚(50周年)
○健老の集い 講演・演芸会（老人クラブ及び保育所(園)による発表)

厚さ
控え壁

根入れ

出典：パンフレット｢地震からわが家を守ろう｣
日本建築防災協会 2013.１より一部改

□１

塀の高さは地盤から２.２ｍ以下か。

□２

塀の厚さは10㎝以上か。
(塀の高さが２ｍ〜２.２ｍの場合は１５㎝以上）

□３

塀の長さ３.４ｍ以下ごとに塀の高さの１/５以上突出
した控え壁があるか。(塀の高さが１.２ｍ超の場合）

□４

コンクリートの基礎があるか。

□５

塀に傾き、ひび割れはないか。

□６

塀に鉄筋は入っているか。
(塀の中に直径９㎜以上の鉄筋が縦横とも 80 ㎝間隔
以下で配筋されているか。また、縦筋・横筋がそれ
ぞれ｢かぎ掛け｣されているか。

出典：国土交通省ＨＰ「ブロック塀の点検のチェックポイント」より

■お問合せ

建設課建設係

88−8285

広報ふじさき 2018．8

8

◆ 国保税は国保を支える大切な財源です ◆

70 歳以上の方へ

８月診療分から国保・後期高齢者制度が改正されます
◎高額療養費の上限額が変わります
高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額
を超えて支払った額を払い戻す制度です。
上限額は、個人や世帯の所得に応じて決められています。

所得区分

外来＋入院（世帯単位）

外来（個人単位）

252,600円＋(医療費ー842,000円)×１％(多数回140,100円※２)

課税所得380万円以上（※１)

167,400円＋(医療費ー558,000円)×１％(多数回93,000円※２)

課税所得145万円以上（※１)

80,100円＋(医療費ー267,000円)×１％(多数回44,400円※２)

課税所得145万円未満

18,000円
(年間の上限144,000円)

８月１日は被保険者証の更新日です。
これまで70歳から74歳までの被保険者に別に交付していた高齢受給者証が、被保険者証と一体化
されます。なお、有効期限は平成31年７月31日までの１年間となります。

15,000円

（※１）課税所得145〜689万円の方は住民課国保年金係で ｢限度額適用認定証｣ を申請してください。
｢限度額適用認定証｣が提示されない場合、医療機関での支払いが高額になる場合があります。
（※２）過去12か月以内に自己負担額を超えた支給が３回以上あった場合、４回目以降は多数回
の該当となり、上限額が下がります。

○被保険者証(更新後）

○被保険者証(更新前）

○高齢受給者証

8,000円

住民税非課税
（所得が一定以下）

８月１日から被保険者証と高齢受給者証が一体化されます

57,600円(多数回44,400円※２)
24,600円

住民税非課税

70歳から74歳までの国民健康保険加入者の方へ

２枚が１枚になります

課税所得690万円以上

こんにちは
国保係です

70 歳〜 74 歳の方に交付される被保
険者証には、
「兼高齢受給者証 ①」、
｢自己負担割合②｣、｢発効期日③｣が
新たに記載されます。
※画像はイメージです。実際のもの
とは一部異なる場合があります。

◎高額介護合算療養費の上限額が変わります
高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における１年間(８月１日〜翌年７月31日)の
自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度です。
所得区分

70歳以上（※３）

課税所得690万円以上

2,120,000円

課税所得380万円以上

1,410,000円

課税所得145万円以上

670,000円

課税所得145万円未満

560,000円

住民税非課税
住民税非課税
（所得が一定以下）

（※３）対象世帯に70〜74歳と70歳未満が混在
する場合、まず70〜74歳の自己負担合
算額に限度額を適用した後、残る負担
額と70歳未満の自己負担合算額を合わ
せた額に限度額を適用します。
（※４）介 護 サ ー ビ ス 利 用 者 が 世 帯 内 に 複 数
いる場合は 31 万円になります。

310,000円
190,000円（※４）

今回の制度改正は、高額な医療費を負担した場合の月ごとの上限額についてです。
窓口で支払う負担割合の変更はありません。
■お問合せ
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住民課国保年金係

88−8179

現在交付中の被保険者証は８月１日以降使用できません。住民課国保年金係に返還するか、裁断
の上、確実に破棄してください。(郵送による返還もできます。)
新しい被保険者証の記載内容に誤り等がありましたら、住民課国保年金係にご連絡ください。

国民年金のお知らせ
◆国民年金保険料免除等の申請について
保険料を納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡などの不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由等で保険料納付が困難な場合には、保険料納付を免除・猶予する｢保険料免除制度｣や
｢若年者(50歳未満)納付猶予制度｣がありますので、住民課国保年金係で手続きしてください。
平成30年度の免除等の受付については、７月２日から開始され、平成30年７月分から平成31年
６月分までの期間を対象として審査を行います。また、２年１か月前の月分まで遡及して免除申請
をすることができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難となったものの、申請を忘れていたために未
納期間を有している方は、住民課国保年金係又は弘前年金事務所へご相談ください。
■お問合せ

住民課国保年金係

88−8179、弘前年金事務所国民年金課

27ー1339

広報ふじさき 2018．8
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津軽 の
話題満載

津軽
広域

☆犬の適正な飼育について

こみち

第３３回黒石こみせまつり

まつりに華を添えるよさこい演舞

板柳町

８月

イベ ント 名

☆猫の適正な飼育について

今年で６回目となる野外クラフトフェア｢クラフト
小径｣を開催します！りんごがたわわに実った秋の
アップルモールを会場に、日本全国からプロのクラフト
作家が集い、各々の作品を展示販売するイベントです。
板柳の情報がつまったりんごの里の 小径 を散策
しながら、作家の皆さんとの交流を楽しんでみません
か。ホームページ(https://craftkomichi.wordpress.com/)
も随時更新中です！
◆日時 10月６日(土）午前10時〜午後４時
10月７日(日）午前９時〜午後４時
◆場所 中央アップルモール
板柳町役場 近く
(板柳町大字板柳字土井239-3）
◆入場料 無料
■お問合せ クラフト小径
実行委員会(☎090-3405-4672)
自慢の作品が勢揃い

市町村イベントカレンダー
開催日

飼い犬のふんの不始末に対する苦情が多く寄せられています。
犬の散歩時には、袋とスコップを持参して、ふんを自宅へ持ち帰るようにしてください。

ト小
小径２０１８
６ｔｈクラフト

黒石市
黒石こみせまつり実行委員会は､｢第33回黒石こみせ
まつり」を、中町こみせ通り周辺を会場に開催します。
当日は、津軽三味線の演奏や、ＡＯＭＯＲＩ花嵐桜組
によるよさこい演舞、黒石商業高等学校写真部による
「きもの姿撮影会・写真サービス」といった楽しい催し
が盛りだくさんです。
他にも、岩手県宮古市による食ブースや、ねぷた絵の
展示・ライトアップなども行いますので、ご家族、ご友人
をお誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。
◆日時 ９月８日(土)､９日(日) 午前10時〜午後４時
※車でお越しの際は、
黒石市役所駐車場を
ご利用ください。
■お問合せ
同実行委員会(黒石商工
会議所内) ☎52ｰ4316

犬・猫は責任を持って飼育しましょう

飼い主の不明な猫にエサを与えることで、飼い主のいない猫の増加を招き、地域の畑や庭を荒
らすことにもつながります。エサを与える場合には、飼い主同然の自覚と責任を持ちましょう。
また、飼い猫の放し飼いにより、近隣の敷地内へふんをするなど、
住民同士のトラブルに対する苦情が多数寄せられています。

ルール・マナーを守り、住み良いまちにしましょう。
■お問合せ

イベ ント 内 容

2018りんご灯まつり

弘前大学では、白神山地と周辺地域の自然や環境保全、観光などについて学ぶ講座を開設します。
白神山地をテーマに地域活性化に取り組みたい方など、積極的な参加をお待ちしています。
◆履修期間
◆受 講 料
◆申込締切
◆内
容

8月11日

2018りんごの里いたやなぎ花火大会 3,000発の花火が夏の夜空を彩ります。

8月14日

平川あどの祭り

問 合 せ 先

「ノレサ！ソレサ！」の掛け声で町内を練り歩く『りんご山笠』は10日夕方に運行します。 板柳町産業振興課

☎73-2111

板柳町商工会

☎73-3254

平川の熱いねぷた祭りは二度やってくる。お盆の帰省客も参加できる平川あどの祭りを開催。 平川市経済部商工観光課 ☎44-1111

8月15日〜20日 黒石よされ

日本三大流し踊りの一つで、約2,000人規模の流し踊りは必見。飛び入り参加も可能。

8月16日

大川原の火流し

精霊流しが起源とされる伝統の奇祭。火のついたアシガヤの舟を引き、激流を下ります。黒石観光協会

8月17日

ふるさと元気まつり2018 黒石ねぷた、よされなどの黒石の夏祭りが一堂に集結。フィナーレの花火は圧巻です。 黒石青年会議所

☎52-3369

8月17日

灯篭流し

☎48-2111

8月18日

浅瀬石川灯籠流し(黒石市) 先祖の霊を慰めながら五穀豊穣や無病息災を願い、火がともった灯籠を川へ放流します。 じょんからのふる里づくり推進協議会 ☎52-3353

8月18日

第2回青森フォトロゲイニン 大鰐町を起点に「フォトロゲイニング」大会を開催！弘南鉄道に乗って各
グ大会inおおわに2018
地を巡り、ポイントを稼ごう！

大鰐温泉もやし増産推進委員会
（大鰐温泉観光案内所） ☎88-6690

8月19日

虹の湖 ROCK FESTIVAL 2018(黒石市) 屋外ステージで開催される、熱い夏をさらに盛り上げる黒石発のロックフェスティバル。

同実行委員会

☎090-1065-2469

8月20日

第49回津軽花火大会

幻想的な灯篭流しのあと、約4,000発の花火が夏の夜空に打ち上げられ、美しく彩ります。 藤崎町商工会

☎75-2370

平川親水公園にて町民参加による供養灯篭流しが行われます。

同実行委員会事務局(黒石商工会議所）☎52-4316
☎52-3488

大鰐町企画観光課

88ー8169

「白神自然環境人材育成講座｣を開設します

いろんなイベントに出掛けよう！

8月9日〜10日

住民課環境係

◆説 明 会

平成30年９月末から２年間
２年間で70,000円(半期毎に17,500円を納入）
８月31日(金)
教養科目と白神を深く学ぶ特設科目を組み合わせた講座です。実査やワークショップも
あり、教養科目は弘前大学の学生と一緒に学びます。
詳細は弘前大学生涯学習教育研究センターホームページ(http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/
sgcenter/)をご覧ください。
○日時：８月10日(金) 午後６時30分〜
○場所：弘前大学創立60周年記念会館コラボ弘大 ８階｢八甲田ホール｣
■お問合せ

地元だから安心!!

弘前大学生涯学習教育研究センター

39ー3146

塗り替えは第二のマイホームづくりです。

8月25日〜26日 いなかだて村いちごフェスタ 村産いちごを使ったスイーツが道の駅いなかだて「弥生の里」に大集合！ぜひご賞味ください。 田んぼアートの里ブランド化推進協議会 ☎55-6016
8月26日

ファッション甲子園2018(弘前市) 3,000を超える応募の中から選ばれた全国の高校生が弘前に集い、ファッションデザインNo.1を競います。 同実行委員会事務局

☎33-4111

9月22日〜23日 ひろさきりんご収穫祭

りんご公園を会場に、弘前産りんごの収穫期を祝い、さまざまなPRイベントを行います。 弘前市りんご公園まつり事業実行委
員会事務局
☎40-7105

9月23日〜25日 猿賀神社十五夜大祭(平川市) 県下獅子踊り大会、津軽民謡新人大会等のイベントが開催されます。

猿賀神社

☎57-2016

9月29日

古代史シンポジウム
古代津軽の様相を探る

考古学等の専門家を招き、古墳〜平安時代の津軽の様相について講演します。 弘前市教育委員会文化財課☎82-1642

9月30日

廃校で運動会コン

大鰐町の廃校を会場に、運動会を開催して男女の出会いを応援します。

9月30日

第26回稲刈り体験ツアー 第1田んぼアート「ローマの休日」の稲刈り体験ができます。

月

10 10月5日〜8日 津軽民謡短期大学
10月7日
10月8日
10月8日
10月13日

民謡を愛する多くの方々に、伝統ある津軽民謡手踊りをお教えします

大鰐町企画観光課

☎48-2111

田舎館村企画観光課

☎58-2111

黒石観光協会

☎52-3488

第１６回弘前・白神
アップルマラソン大会
クロスエス〜音×食×ク
ラフトのフェスティバル

弘前市内から西目屋村までの自然豊かなコースを約６５００人の参加者 弘前・白神アップルマラソン実行委
が走り抜けます。
員会事務局
☎88-8399
弘前の名物音楽フェスティバル。弘前の自然や文化の魅力を音楽や食を
弘前青年会議所
☎34-4458
通じて伝えます。

りんごの里板柳まるかじり
ウオーク2018

7、13、23ｋｍの３コース！りんごもぎとり体験もあります。

広報ふじさき有料広告

９月

9月8日〜9日 ひらかわフェスタ2018
地場産品の販売や児童・園児の食育活動の紹介など、地産地消と食育を推進します。 同実行委員会(平川市経済部農林課)☎44-8815
カルチュアロード2018
歩行者天国になった土手町通りで、
多彩な催しや出店が盛りだくさんです。同実行委員会事務局
☎33-5369
（弘前市）
9月16日
第37回暗門祭(西目屋村) 暗門神社の伝統神事のほか、多彩なアトラクションが行われます。
目屋観光協会
☎85-2800
9月16日

（有）木

村 塗 装

旭硝子 フッ素塗装（最高級塗料）登録施工店
その他にも各種仕上材

認定番号

お気軽にご相談ください。

G0102015

藤崎町大字西豊田三丁目２−４
TEL 75−5 1 0 1 FAX 75−5 1 0 2
代表取締役 木村 悦穂
１級技能士
２級技能士
２級建築施工技師

３名
１名
３名

板柳町教育委員会生涯学習課
☎72-1800
弘前市仲町伝統的建造物保存地区 重伝建地区に選定されてからの取り組みを振り返り、今後の仲町につい 弘前市教育委員会文化財課
選定40周年記念シンポジウム
て考えます。
☎82-1642

※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査のほか、
各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。
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月

満１歳のお誕生日を迎えたらＭＲ(麻し
ん・風しん)の予防接種を受けましょう。
また、すこやか健診等の日程一覧表は、
町ホームページに掲載しています。

ߔߎ߿߆ஜ⸻
９月６日(木)【１歳６か月児健診】
●対 象 Ｈ29年１月〜２月生
●受 付 13:00〜13:15
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、小児科、歯科、
栄養指導、歯科指導、保健指導
●持ち物 母子手帳、子どもノート、問診票、
バスタオル等
９月２７日(木)【３歳児健診】
●対 象 Ｈ27年１月〜２月生
●受 付 12:30〜12:45
●場 所 ふれあいずーむ館
●内 容 身体計測、小児科、歯科、耳鼻科、
視力、聴覚、尿検査、精神発達、
栄養指導、保健指導
●持ち物 母子手帳、子どもノート、問診票、
バスタオル等

河川防災情報をご利用ください

第４回科学フェスティバルのお知らせ
Ｍｒ. マサックをはじめとする講師陣による『科学と
３Ｒ・エコのコラボ』の楽しいイベントです。

◆身近な河川の水位等をチェックしましょう
｢河川砂防情報提供システム｣(http://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/)では、
国・県・気象庁が観測している雨量・河川水位・ダム情報等を確認できます。
早めの情報収集で、避難準備を心掛けましょう。

８月11日(土・祝)、12日(日)
午前９時30分〜午後３時30分
◆場
所 弘前地区環境整備センタープラザ棟
◆内
容 実験、工作、ワークショップ ほか
◆参 加 料 無料
◆そ の 他 無料シャトルバスを運行します。
○弘前駅城東口発
午前８時40分、午前11時、午後１時20分、午後２時50分
○会場発
正午、午後２時、午後３時40分
※詳細は弘前地区環境整備センタープラザ棟ホーム
ページ(http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kankyoseibi/
plaza/index.html)をご覧ください。
◆日

時

■お問合せ

◆家庭のテレビで河川の水位と雨量が確認できます
｢地上デジタル放送｣の｢データ放送｣で、河川防災情報(水位や雨量)をわかりやすく、リアルタ
イムに家庭のテレビで確認できるようになりました。
◎操作方法はとても簡単
①ＮＨＫ総合にチャンネルを合わせる → ②テレビのリモコンの｢ｄボタン｣を押す→
③ＴＯＰメニューの｢防災・安心情報｣を選ぶ → ④決定ボタンを押して｢河川水位・雨量｣を選ぶ
■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

熱中症に気を付けよう!!

ߔߎ߿߆⋧⺣

９月１３日(木)【母子健康相談】
●対 象 妊婦・生後３か月以上の乳幼児
●受 付 10:00〜11:00
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 妊娠中のアドバイス、
乳幼児の身体計測、育児相談
●持ち物 母子手帳、子どもノート、バスタオル等

ஜᐽ⋧⺣
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75ー3333

88−8197

など)のバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、
めまい、体のだるさ、ひどいときには、けいれんや意識の異常など、
様々な障がいを起こす症状。

経済産業省では、毎年８月を「電気使用安全月間」
と定め、関係団体の協力の下、電気に関する安全運動
を展開し、広く電気事故防止を呼びかけています。

◆熱中症の分類

夏は肌の露出が多く
なり、汗もかくことか
ら、感電事故に注意が
必要です。
また、暑さにより注
意力が散漫になりがち
なため、感電事故が多
くなる傾向にあります。

■お問合せ

熱けいれん

熱疲労

大量の発汗があり、水
のみを補給した場合に
血液の塩分濃度が低下
して起こるもので、四
肢や腹筋のけいれんと
筋肉痛が起こる。

脱水によるもので、全身
倦怠感、脱力感、めまい、
吐き気、嘔吐、頭痛など
が起こる。頻脈、顔面蒼
白となる。体温の上昇は
あまりみられない。

熱射病 (重症)
体温調節が働かず、高体温で様々な程度
の意識障害が起こる。足のもつれ・ふらつ
き・転倒、突然座り込む、立ち上がれない、
応答が鈍い、意識がもうろうとしている。
言動が不自然など少しでも意識障害があ
る場合には、熱射病を疑う。

◆熱中症の応急手当
水をかけたり、濡れタオルを当て、うちわであおぐなど積極的に体を冷やしましょう。
氷やアイスバックがあれば、頭部、脇の下、足の付け根などの大きい血管を冷やすのも効果的です。
飲めるようであれば、スポーツドリンクなどの水分を少しずつとりましょう。

東北電気保安協会青森事業本部
017−743−0298

広報ふじさき有料広告

９月14日(金)・21日(金)
【傾聴サロン おしゃべり&オレンジカフェ】
●時 間 13:00〜15:00
●場 所 (14日）藤崎老人福祉センター
(21日）常盤老人福祉センター

電気の使用安全を心がけましょう！

広報ふじさき有料広告

９月５日(水)・19日(水)【こころの健康相談】
●時 間 9:00〜12:00
●場 所 (５日）常盤老人福祉センター
(19日）藤崎老人福祉センター

福祉課健康係

消防だより 東消防署北分署

熱中症とは･･･温度や湿度が高い場所にいることで、体内の水分や塩分(ナトリウム

９月１３日(木)【10か月児健康相談】
●対 象 Ｈ29年１０月〜１１月生
●受 付 9:30〜9:45
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、離乳食のお話・試食、
卒乳・歯のお話、生活リズムや発
達のお話
●持ち物 母子手帳、子どもノート、問診票
バスタオル、子ども用のエプロン、
おしぼり等
※参加ご希望の方は９月６日(木)までにご連絡ください。

■お問合せ

青森県県土整備部河川砂防課企画・防災グループ 017ー734ー9662
中南地域県民局地域整備部河川砂防施設課 34ー1283

事務・生産事務員急募！
正社員(尾上工場) ○生産事務員１名 ○事務員１名
正社員(藤崎工場) ○生産事務員１名
その他募集（尾上・藤崎工場）
○正社員(ソーイングオペレータ)
･･･若干名
○まとめ内職(集配は当社で行います) ･･･若干名
○ミシン内職(集配は要相談）
･･･若干名
お問合せ

(株)ベイシックサンミッシェルトキワ

尾上工場 平川市大字日沼高田104-9
57-4683 担当:佐々木 敏明
藤崎工場 藤崎町大字藤崎字西村井67-1 75-2800 担当：今 崇行
広報ふじさき 2018．8
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としょかんだより

☆児童図書
○「きんぎょさんとめだかさん」 とよた かずひこ‖作
○「はなびのひ」
たしろ ちさと‖作・絵
○「やさいのおなか くだもののおなか」まつなが しゅんじ‖さく
○「おしっこちょっぴりもれたろう」ヨシタケ シンスケ‖作・絵
○「ひよこのピケキョ」 ジャニーン・ブライアン‖さく
○「こだぬきコロッケ」
ななもり さちこ‖作
○「大坂オナラ草紙」
谷口 雅美‖著
○「最強工作クラフトウォーズ」
学研プラス‖編

☆郷土
祝・芥川賞受賞作品

○ど こ で
○な に を

午後１時３０分〜午後２時３０分
受付：午後１時１５分〜
ふれあいずーむ館 ※入場無料
・『コルボッコロ』糸曽 賢志‖監督・脚本
２０１３年カンヌ国際映画祭 招待上映作品
・『くまのがっこう』語り : 田中 美里

時

９月７日(金)

◆場

所

町文化センター

◆講

師

整理収納アドバイザー 菅原 昭子 氏

３階 ｢研修室｣

◆参 加 費 無料
◆持 ち 物 筆記用具
８月31日(金)

※先着15名

２本のポールで歩くノルディックウォ−キング
〜足腰に自信のない方など、どなたでも無理なく参加できます〜
９月13日(木)

午前９時〜午後１時

◆日

時

◆場

所 浅瀬石川沿い遊歩道と東公園(黒石市) ※雨天時はスポーツプラザ藤崎
Ａコース(約２㎞)・Ｂコース(約４㎞)
【9:00】スポーツプラザ藤崎 出発
【11:30】昼食(東公園）
藤崎町体育協会

三上 優香里 氏、葛西 沙織 氏

※貸しポール利用の方は100円(申込時にお支払いください)

◆参 加 費

無料

◆持 ち 物

昼食、飲み物、汗ふきタオル、帽子、敷物

◆申込締切

９月３日(月)

常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100、町文化センター ☎75ー3311

■申込・お問合せ

30

30

六月例句会 入選作品抄
題﹁空港﹂
﹁器用﹂ 屋｢根 ﹁｣線路﹂

野呂 文坊
少子高齢弱者を守る狭い屋根
オール電化軒の氷柱見当たらず
長持ちの棘子のベスト母仕上げ

成田 波麻
ひとつ屋根暮せば見えて来る欠点
古里へ続く線路に泣きに来る
過疎の村ぺんぺん草のかやぶき家

清水 川魚
空港で日付変更朝が明け
最終便去る空港に星が冴え
世渡りの器用さ出世早くなり

小林ちょちょじ

落ちないと暗示をかけて乗る空路
貧乏を器用に生きる安年金
屋根雪が隣近所を鬼にする

田中さち子
津波あと皆で支える三陸線
新緑の線路は続く地図の旅
空港を五輪の主役盛り上げる

福井 朗風
廃線となるふる里の澄んだ空
ごま摺りの器使う器用さもたぬ父
母が待つわらぶき屋根が温かい

佐々木トミヱ

我の夢線路を伝いどこまでも
椿山クワガタ屋根が空に映え
空港で別れを惜しむ父無口

߷௶

１日・８日・15日・22日・29日

⾗ᢱ㙚㮞㮵㮧㲈㯊ડ↹ዷ
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〜
｢常盤村が生んだ二人の版画家〜
原点は故郷にあり 円平 仁 展 ｣

25

◆開催期間
開催中〜８月 日 日( )
午前９時〜午後４時 分

65

※各コース先着13名

｣

毎週水曜日の開館時間：午前９時〜午後６時

師

あ｢すか水墨画会展

毎週水曜日は 図書館の開館時間を１時間延長します。

◆講

◆開催期間

◎夏季 (８月）開館時間延長のお知らせ

【12:30】東公園 出発

【13:00】スポーツプラザ藤崎 到着（常盤生涯学習文化会館 経由）

８月 日 土( 〜)９月２日 日( )
午前９時〜午後４時 分
※最終日は午後３時まで

★一般
○『怪談』
暑い夏をひんやりさせる、少し怖〜い怪談話を楽しみ
ませんか。
○『甲子園100回記念 〜本気の夏、100回目。〜』
７月から引き続き、特集しています。連日熱い戦いが繰り
広げられていますが、図書館でも熱い戦いを応援しています。
燃えろ！高校球児。試合の行方とともにお楽しみください。
★児童
○『星空・親子で考える平和』
８月15日は終戦記念日です。
夜空にきらめく星を眺めながら、本を通して親子で平
和について考えてみませんか。
○第64回青少年読書感想文全国コンクール課題図書」
小・中学校、高等学校の課題図書を全点そろえて展示・
貸出しています。この機会にぜひご利用ください。

【9:10】常盤生涯学習文化会館 出発

【9:30】東公園 到着、ノルディックウォ−キング 開始

◎特集のご案内

８月

午前10時〜正午

◆日

◆申込締切

☆定例おはなし会「おはなしのとびら」
○い
つ ８月４日(土）午前10時〜午前11時
○ど こ で 藤崎町図書館 児童室 よいこのくに
○おはなし わっこの会
○テ ー マ おはなしＺＯＯ（どうぶつえん）
『ゾウのおはなし』
「かわいそうな ぞう」ほか
○対 象 幼児・児童（保護者含む）
※どなたでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。
※ときわっ子本の会による定期おはなし会は、平成31年
１月までお休みします。

木村 羊川
家と庭あっても屋根の無い家族
文化祭女性の技が咲かす花
外国のお客上手な箸使い

出席者全員選 最高得点句
題﹁旗﹂
成田 波麻
白旗を掲げて妻のうしろ行く

◎川柳会員大募集！
町文化センター 会｢議室 で｣
毎月第２木曜日 午後１時〜
活動しています︒
どなたでも入会可能です！
2018．
8 広報ふじさき

40冊

８月３日(金)

◎おはなし会開催のお知らせ

◎本の寄贈ありがとうございます
横山様

つ

)無料
)月曜日

６日(月)・13日(月)・20日(月)・27日(月)・31日(金)
※８月31日(金)は図書整理のため休館となります。
※休館日に図書返却する場合は、正面玄関脇の返却
ポストをご利用ください。

○い

〜あなたにもできる！お片付けのコツを学んで、スッキリ快適生活を送ろう〜

◆入館料 共(通
◆休館日 共(通

◎藤崎町図書館 大夢 休館日のお知らせ
☆８月の休館日

17

整理・収納講座

■会場・お問合せ 共(通 )
常盤ふるさと資料館あすか
☎ ー４５６７

○「送り火」
高橋 弘希‖著
○「北の会津士魂」
好川 之範‖著
○「ばぁば、93歳。暮らしと料理の遺言」 鈴木 登紀子‖著
ほか
※都合により、一部納期が遅れることがあります。

○藤崎町(福左内)

☎ 75−2288

◎「夏休み子ども映画鑑賞会」開催

○「病気・害虫の出方と農薬選び」
米山 伸吾‖著
○「平城京」
安部 龍太郎‖著
○「星夜航行」上・下
飯嶋 和一‖著
○「がいなもん」松浦武四郎一代
河治 和香‖著
○「おかあちゃんがほしい」
梓 加依‖著
○「不在」
彩瀬 まる‖著
○「星空の１６進数」
逸木 裕‖著
○「ぞぞのむこ」
井上 宮‖著
○「骨を弔う」
宇佐美 まこと‖著
○「琴乃木山荘の不思議事件簿」
大倉 崇裕‖著
喜多 喜久‖著
○「「はじめまして」を3000回」
○「真夜中の子供」
辻 仁成‖著
○「もう「はい」としか言えない」 松尾 スズキ‖著
○「燃える波」
村山 由佳‖著
○「リンカーンとさまよえる霊魂たち」ジョージ・ソーンダーズ‖著
○「いじめで死なせない」
岸田 雪子‖著
○「すっぱい料理」
飛田 和緒‖著
○「シニアのためのバラ栽培」
高木 絢子‖著

㧸Q
㧜㧝㧢

↢ᶦቇ⠌㮼㯤㯦

◎最新着図書
☆一般図書

藤崎いきいき生活大学のお知らせ 〜９月開催講座〜

㯑㯨㮞㮠㰼㯷㰨

藤崎町図書館
大夢

紫
柳
社
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第２期

小

畑

三

上

ふ

さ(68)

中野目

奈

良

●国民健康保険税

第２期

木挽町

佐

藤

ヒ

サ(83)

榊

三

上
仲

新

谷

タ

ケ(99)

詳細は青森県庁ホームページ
﹁県税・市町村税インフォメー

夫(82)

●町県民税

久

(85)

第２期

胖

●後期高齢者医療保険料

第 回県下登山ばやし
藤崎大会開催のお知らせ

彌太郎(85)

町営住宅の入居希望者
の登録について

◆募集期間
○募集要項交付期間
９月７日 金( 〜) 日 金( )
○入園願書受付期間

中

ション﹂ ( h t t p : / / w w w . p r e f .
aomori.lg.jp/life/tax/top.html)
をご覧ください︒
■お問合せ

田

常盤地区の亀田団地 戸(建 の)
入居希望者の登録を受付します︒

木挽町

中南地域県民局県税部課税第一課

男(87)

)

鐵

☎ ー１１３１ 内(線２７８

馬

太鼓・笛・鉦の音が会場全体
に響く︑迫力のある登山ばやし
を聴いてみませんか︒
入場は無料です︒お誘いあわ
せの上︑ぜひお越しください︒

對

農林総合研究所・りんご
研究所参観デーのお知らせ

越

｣

さつゑ(86)

◆日 時
８月 日 月( )午前 時〜
◆場 所 町文化センター
３階 多｢目的ホール
■お問合せ
町文化センター
☎ ー３３１１

９月 日 火( 〜) 月４日 木( )
※受付時間
午前９時 分〜午後４時 分
土(・日・祝日を除く )
◆申込書類等
・入園願書 ・幼児調査書
・健康診断書 ・受験票
・入園検定料振込領収書
◆選考日時
男
月 日 木( )午前９時
女
月 日 金( )午前９時
■申込・お問合せ
弘前大学教育学部附属幼稚園
☎ ー６８１５

スポーツプラザ藤崎
からのお知らせ
町民ボウリング大会結果報告
６月 日 土( ︑)フォーラムボ
ウル 弘(前市 で)町民ボウリング
大会が開催され︑ 名の参加者
が熱戦を繰り広げました︒
結果は次のとおりです︒
○１位 加福 哲三 ６４２ｐ
○２位 清野 正廣 ６０１ｐ
○３位 角田 博幸 ５９０ｐ
○スクラッチ１位 葛西 修

第 回藤崎町民ゴルフ大会結果

７月１日 日( ︑)町ゴルフ協会
主催﹁第 回町民ゴルフ大会﹂
が青森ロイヤルゴルフクラブ
大(鰐町 で)開催され︑ 名の参
加者が熱戦を繰り広げました︒
結果は次のとおりです︒

消防職員募集のお知らせ

上

47

個人事業税は忘れずに
納めてください

虎ノ佑(佑昌)

◆受付開始日 ８月 日 金( )
◆受付時間
午前８時 分〜午後４時
土(・日・祝日を除く︶
◆申込対象 ３名以上の世帯
※登録順位に従い入居者を決定
します︒
◆その他
みどり団地︑西田団地︑第１
水木団地は常時受付中です︒詳
細は建設課管理係までお問合せ
ください︒
■お問合せ
建設課管理係 ☎ ー８２８９

田

音楽でココロとカラダ
をリフレッシュ ！

村

農林総合研究所 ☎ ー４３９６

町

◆日 時
９月５日 水( ・)６日 木( )
午前９時〜午後４時
※６日は午後３時まで
◆場 所
農林総合研究所
黒(石市田中 ー９ )
りんご研究所
黒(石市牡丹平字福民
)
◆内 容
研究成果の資料展示︑試験場
の案内︑試食販売 ほか
■お問合せ

新

り ん ご 研 究 所 ☎ ー２３３１

こ(86)

弘前大学教育学部附属

武

◆日 時 ９月７日 金( )
午後１時 分〜午後３時 分
◆場 所 町文化センター
３階 多｢目的ホール ｣
○優 勝
○準優勝
○第３位
○ ベスグロ

◆募集人員
消防職 Ａ( ︑)Ｂ( 合
) わせて 名
◆受験資格
○消防職 Ａ( )
平成２年４月２日〜平成９年
４月１日に生まれた者
○消防職 Ｂ( )
平成９年４月２日〜平成 年
４月１日に生まれた者

ぼ

幼稚園園児募集のお知らせ

沢

師

内
矢

ＮＰＯ法人青森音楽療法研究会

天
さくら(大輔)

沼
田

■お問合せ 共(通 )
スポーツプラザ藤崎
☎ ー３３２３

小笠原 寿
白取 俊明
石郷岡 隆良
有賀 廣司 ス(コア

14

あ と が き

16 22

弘前地区消防事務組合消防本部

水
成

16

75

県内の交通事故概況

10

12 11

◆受験申込期限 ８月 日 水( )
◆第１次試験日 ９月 日 日( )
※試験の詳細についてはお問合
せください︒
■お問合せ

歩 夢(悠雅)
島

☎ ー５１０９

藤

人材育成課

西
中

)

80

傷者 293人 ＋18 1,690人 −235

葛
湊 (翔)

74

＋１

21人
３人 ＋ ２
死者

みつや
口

28

件数 231件 ＋３ 1,364件 −188

夏の暑さがだんだん厳しくなってきました。ふじワングラン
プリや防災訓練など、外での仕事は日差しが強く、紫外線対策
のため帽子にマスク、手袋を着用し、完全防備で取材に臨んで
います。周りの人に何を言われようとも、自分の身（特にお肌）
は自分でしか守れないですから。ねっ！（Ｉ）

６月中 前年比 年間累計 前年比

梨 華(剛明)
山

14

７

(６月30日現在)

小山内
西豊田一
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30

13

※この欄に載せたくない方は、届出の時に窓口に申し出てください。

21

10

工

藤

町

25

32

楓 (陵介)
町
晄 己(竜也)

32

柏木堰

第２期
●介護保険料

か

仲
崎

玉
外

世帯

〜お悔やみ申しあげます〜

納期限は８月３１日(金)です

奏 (亙)

10 10

８月の町税等の納期

◆募集人員 男女合わせて 名
◆出願資格
○平成 年４月２日〜平成 年
４月１日に生まれた者
○保護者と同居しており︑通学
時間が片道１時間以内

合計

かえで

30

き
つ
み

児
越

＋１

藤

かなと

28

＋１

野

とらのすけ

32

27

20

◆納税義務者
物品販売業や製造業︑請負業
などを営む個人の事業主の方で︑
前年の事業収入から必要経費・
事業主控除額 年(２９０万円 等)
を差し引いた後︑所得がある方
◆納税方法
中南地域県民局県税部から郵
送される納税通知書により︑８
月と 月の２回に分けて金融機
関・コンビニエンスストアで納
付 し て く だ さ い ︒ 税( 額 が １ 万
円以下の場合は８月に全額納付
してください︒ )
なお︑口座振替の申込みも受
付しています︒

あゆむ

24

)内保護者
〜お誕生おめでとうございます〜
(

ー７
女

り

82

６月30日現在 前月比

葛
みなと

52 52

＋８

7,072人
8,042人
15,114人
5,964世帯
男
人口

６月 届 出 分

戸 籍 の 窓
町の人口と世帯数

65−3100
■お問合せ 町教育委員会生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内)

30

11

◆相談方法
・面接相談(相談会場にて相談受付）
・子育てなんでも相談専用ダイヤル ０７０−２０２１−６９４０
※専用ダイヤルによる相談受付は面接相談日時と同じです。

10

88

24

88

｢子育てなんでも相談｣では、｢子育て｣や｢学校関係｣など子育てに関する相談
に専門の相談員(保健師兼認定心理士)が応じます。
女性の相談員が対応しますので、お気軽にご相談ください。
電話での匿名相談もできます。

75

◆対 象 者
◆日
時

場
会
実施日
子育ての悩み・生活習慣・発達や言葉の遅れ・
学校関係・家庭教育・いじめ・非行 など
◆相談内容

◆講

子育てなんでも相談のご案内

11

町文化センター
ふれあいず−む館
町文化センター
ふれあいず−む館
町文化センター
ふれあいず−む館
常盤生涯学習文化会館
ふれあいず−む館
８月18日
９月15日
10月20日
11月10日
12月15日
１月19日
２月16日
３月16日
※秘密は厳守します。
幼児〜高校生の子どもを持つ保護者等
月１回(第３土曜日）午後１時〜午後４時
※11月は第２土曜日

30

30

佐々木 純子 氏 理(事長 ︑)
中嶋 紀子 氏
◆申込期限 ８月 日 金( )
※電話でお申込みください︒
■申込・お問合せ
福祉課健康係 ☎ ー８１９７

子育てについて悩んでいませんか？

お知らせ
町文化センター75−3311 常盤生涯学習文化会館65−3100 スポーツプラザ藤崎75−3323 常盤ふるさと資料館あすか65−4567
役場75−3111 常盤出張所65−2111 上下水道課75−6025 教育委員会69−5010 ずーむ館75−2288

KPHQTOCVKQP

１日３食、野菜を食べよう！

ふじさキッチン

■お問合せ

福祉課健康係
88 ー 8197

その昔、エジプトの王様が病気にかかったときにモロヘイヤのスープを飲んで治ったといわれたことから、
モロヘイヤはアラビア語で「王様だけのもの」という意味を持ちます。
β−
β
− カロテンは 100ｇ中 10 , 000μｇと、小松菜の約３倍、ほうれん草の約２倍含まれています。その他にも
カルシウムやビタミンＢ群、ビタミンＣ、カリウムなど様々な栄養素が豊富に含まれています。
購入する際は、葉がみずみずしく鮮やかな緑色で、切り口が変色していないものが良いでしょう。葉と茎が
シャキッとしていれば新鮮な証拠です。
調理するときはゆでてアク抜きをし、お浸しや和え物などにします。ただし、ゆで過ぎるとぬめりが強まる
ほか、熱によってビタミンＣも壊れてしまうので、さっとゆでる程度にしましょう。

旬を味わう「モロヘイヤと長芋の梅おかか和え」
旬を味わう
「モロヘイヤと長芋の梅おかか和え」
■材料 ( ４人分 )
・モロヘイヤ 100ｇ
・長芋 200ｇ
・梅肉 小さじ１
・めんつゆ ( 濃縮 ) 大さじ１と１/ ２
・かつおぶし 少々
■作り方
①モロヘイヤの茎がかたい場合は取り除き、塩を入れた熱湯でさっと
ゆでて冷水にさらす。水気を絞って、３㎝ 幅に切る。
ゆでて冷水にさらす。水気を絞って、３㎝幅に切る。
②長芋は短冊切りにする。
③①と② 、めんつゆ、梅肉をボールに入れて和える。
③①と②、めんつゆ、梅肉をボールに入れて和える。
④器に盛り、かつおぶしをまぶす。
＊きざみのりをかけても美味しいですよ！
広報ふじさきに関するご意見・ご要望は、企画財政課企画係までお寄せください。
■編集・発行 藤崎町企画財政課企画係 〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
TEL 0172-75-3111(代表)、0172-88-8258(企画係直通) FAX 0172-75-2515 ■URL http://www.town.fujisaki.lg.jp/
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