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さらなるごみの減量にご協力ください

　東京電力・東北電力管内では、電力需要のピークを迎える夏場に電
力供給が不足する事態が想定されており、一般廃棄物処理施設を含む
公共施設については、特に率先して節電に取り組むことが求められて
います。
　私たちの生活から出る可燃ごみは、弘前市の弘前地区環境整備セン
ター(藤崎地区)、黒石市の黒石地区清掃施設組合環境管理センター
(常盤地区)で処理されますが、この施設は莫大な電力で稼働してお
り、今後、施設の節電等の状況によっては、可燃ごみの処理ができな
くなり、ごみの収集に制限が出る可能性があります。
　そのため、生ごみの水切りをしっかり行うなど、ごみの減量に努め
るとともに、できるだけ可燃ごみを増やさないようさらなる分別を徹
底していただき、また、分別とあわせて電力消費量を抑えていただく
よう、ご理解とご協力をお願いします。

☆お問合せ　住民課環境係(内線2137)

町民パレードを開催します

　21世紀を担う青少年の非行防止および交通事故抑止の徹底を目的
に、｢青少年の非行防止・交通事故抑止町民大会」を開催します。
　大会終了後には各種団体によるパレードも開催されますので、ぜひ
ご観覧ください。

☆開催日時　７月31日(日)　午前10時～　　　町民大会
　　　　　　　　　　　　　午前10時30分～　町民パレード
☆開催場所　○町民大会　　　常盤老人福祉センター
　　　　　　○町民パレード　常盤駐在所～梅田町商店街～明徳中学校

☆お問合せ　総務課防災係(内線2207、2004)

平成23年度藤崎町教育講演会開催のお知らせ

　みなさんお誘い合わせのうえ多数ご来場ください。

☆日　　時　８月４日(木)　午後１時30分～
☆場　　所　町文化センター３階「多目的ホール」
☆演　　題　「災害と生活」
☆講　　師　八戸工業大学工学部土木建築工学科　教授　毛呂　眞氏
☆主　　催　藤崎町教育委員会・藤崎町校長会

☆お問合せ　町教育委員会学務課　69ー5010

ときわ駅前梅田町商店会
「第27回商店街まつり」を開催します

　ビンゴゲームやのど自慢など様々な催しが行われます。
　ぜひご来場ください。

☆日　　時　７月17日(日)　午後２時30分～午後８時《小雨決行》
　　　　　　※車両通行止時間は午後２時～午後９時
　　　　　　※商店会の模擬店は午後２時30分頃から開店します。
☆場　　所　梅田町商店街

☆お問合せ　商店会事務局(藤崎町商工会常盤支所内)　65ー3044

東日本大震災義援金のお礼とお願い

　東日本大震災で被災した方々への義援金が多数寄せられております
ことにお礼申し上げます。
　みなさんから寄せられた義援金は、日本赤十字社青森県支部を通じ
て被災者にお届けしますので、今後も引き続き、みなさんの温かいお
気持ちをお寄せください。

☆６月７日以降受付分
　○白子町内会　　　　12,800円　　○役場等募金箱　　957円
　○藤崎スイーツマルシェ募金箱　52,801円
　　　　　　　　　　　　　　(※７月６日現在累計　1,571,481円)
☆義援金箱設置場所　
　●　藤崎町役場　　　　　　　●　常盤支所
　●　藤崎老人福祉センター　　●　常盤老人福祉センター

☆受付窓口・お問合せ　
　日本赤十字社藤崎町分区〔福祉課福祉係〕(内線2115、2116)

第42回津軽花火大会で花火を打ち上げてみませんか!!

☆開 催 日　８月20日(土)　午後７時打上げ
☆協 賛 額　お一人様で申込む場合　10,000円(五号玉)
　　　　　　グループ(団体)の場合は相談に応じます。
☆申込締切　７月29日(金)
※協賛者は、大会プログラムに掲載するほか場内放送で紹介します。
　また、会場の招待券をプレゼントします。
　なお、メッセージについては、50字以内でお願いします。

☆申込・お問合せ　○藤崎町商工会本所　　　75ー2370
　　　　　　　　　○藤崎町商工会常盤支所　65ー3044

「藤崎スイーツマルシェ」のお礼

　６月19日(日)食彩ときわ館を会場に行った青森ＤＣイベント「藤崎
スイーツマルシェ」にご来場いただきまして、心より御礼申し上げま
す。当日は、東日本大震災被災地の復興支援の義援金にたくさんのご
協力をいただき、誠にありがとうございました。みなさまからお預か
りしたご厚意52,801円は、日本赤十字社藤崎町分区へ６月20日に寄付
いたしました。

☆お問合せ　企画課調整係(内線2225、2226)

おやこ料理教室開催のお知らせ

　みんなで楽しくお料理しましょう！

☆日　　時　８月10日(水)　午前９時30分～正午
☆場　　所　町文化センター２階「実習室」
☆対　　象　小学生と保護者(子どもだけの参加もＯＫ)
☆持 ち 物　エプロン・三角巾
☆申込締切　８月３日(水)

☆申込・お問合せ　藤崎町食生活改善推進員会会長 瓜田　75ー3691

日本脳炎の予防接種を受けましょう

　日本脳炎の予防接種は、平成22年度より標準的な対象である３歳に

なるお子さんについて積極的勧奨を行っています。

　平成23年度からは上記対象に加え、９歳および10歳(小学３年生・

小学４年生)のお子さんが積極的勧奨の対象となり、順次お知らせを

していくことになりました。

　さらに、積極的勧奨の対象となっていない場合でも、平成７年６月

１日～平成19年４月１日生まれでⅠ期・Ⅱ期の接種が終わっていない

お子さんについて、20歳未満までの間、接種を受ける機会を設けるこ

とになりました。詳細については、広報ふじさき８月号にチラシを折

り込みしますので、そちらをご覧くださるようお願いします。
※予防接種の相談、または転入や紛失等により予診票が必要な方はお
　問合せください。

☆お問合せ　福祉課健康係(内線2124、2503)

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)から
口座振替への変更について

　特別徴収(年金天引き)の対象となる方は、申し出により口座振替に
変更することができます。口座振替への変更を希望される場合は、随
時受け付けていますので、お申し出ください。

☆ご注意いただきたいこと
　①お支払いいただく保険税の総額は変わりません。
　②特別徴収が中止となる月については、申し出いただいた時期によ
　　り異なります。
　③これまでの納付状況によっては、口座振替の変更が認められない
　　場合があります。

☆お問合せ　税務課住民税係(内線2105、2106)



戦没者遺児のみなさまへ

　日本遺族会では、｢戦没者遺児による慰霊友好親善事業｣の参加者を
募集しています。今年度の日程は以下のとおりです。関係遺児の方々
の多数のご参加をお待ちしています。

☆申込・お問合せ　社団法人青森県遺族連合会　017ー722ー4819

きれいな自然環境を未来に引き継ぐため
下水道に接続しましょう！

　町ではきれいな水を守り、健康で快適なまちづくりを目指して、下
水道の整備を進めています。
　しかし、供用開始後の加入率が低く、下水道経営が非常に厳しいこ
とから、町全体の財政に多大な負担をかけています。未接続のみなさ
まには、早期に水洗化工事を実施するようお願いいたします。
　なお、浄化槽設置者も加入対象となっていますので切り替えが必要
となります。

☆藤崎町の下水道加入状況(平成23年３月31日現在)

☆加入手続
　○町の指定排水設備工事業者へ連絡してください。
　○申請など、一連の手続きは指定業者が代行します。
☆藤崎町水洗便所改造等貸付金要領
　○貸付の対象　個人であり、次の要件を満たしている者
　　◇処理区域内における建築物の所有者または占有者
　　　(所有者の同意を得て借家契約している者)
　　◇すでにこの貸付金を受けていないこと
　　◇町税および上下水道使用料等を滞納していないこと
　　◇自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること
　　◇貸付金の償還能力を有すること
　　◇確実な連帯保証人があること
　○貸付金の額
　　貸付金の額は、改造義務者等１人について、水洗化工事１か所に
　　限り、60万円以内で町長が定める額(最長４年間の返済)
　　※利息は別に定めています。
※改造貸付金の貸付には、一定の条件がありますので、町指定の排水
　設備工事業者または上下水道課にお問合せください。

☆お問合せ　上下水道課　75ー6025

処理区・地区 加入率 処理区・地区 加入率

公共
下水道

藤崎処理区 74％

農業集落
排水

榊　地　区 81％

常盤処理区 55％ 常 盤 地 区 87％

農業集落
排水

中野目地区 51％ 久井名舘地区 67％

中 島 地 区 58％ 水 木 地 区 58％

林 崎 地 区 50％ 福 富 地 区 47％

青森県介護支援専門員実務研修受講試験実施のお知らせ

☆試験日時　10月23日(日)　午前10時～
☆試験会場　○青森会場　青森山田高等学校
　　　　　　○弘前会場　弘前学院大学　○八戸会場　八戸工業大学
☆試験案内の配布期間および配布先(７月29日(金)まで以下の窓口で配布中)
　○県内各市町村介護保険担当課　○県内各市町村社会福祉協議会
　○青森県高齢福祉保険課　　　　○社会福祉法人青森県社会福祉協議会
☆申込受付期限　８月１日(月)
※試験の詳細は、試験案内をご覧ください。

☆お問合せ　
　社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材課　017ー732ー4335

平成23年度「わくわく講座」のお知らせ

　町では今年もわくわく講座を開催します。日々お忙しいことと思い
ますが、時には休息をとり、ご自身のこころとからだの健康を考えて
みてはいかかでしょうか。家族や友人などでお誘い合わせのうえ、ふ
るってご参加ください。たくさんのご参加をお待ちしています。

※受講を希望される方は、各講座開催日２週間前までに健康係へお申
　込みください。

☆申込・お問合せ　福祉課健康係(内線2122)

日　時 テーマ 講　師 会　場

平成23年
７月20日(水)
午前10時～午前11時30分

｢カラダが楽になる体操｣
～肩こり、ひざの痛み、腰痛
などの改善のために～

フィットネスア
ドバイザー
三浦　和子氏

常盤生涯学
習文化会館

平成23年
８月30日(火)
午後１時30分～午後３時

｢コレステロールと動脈
硬化の関係｣
～脂質異常症の予防につい
て～(仮題)

ときわ会病院
医師　
楠美　尚子氏

町文化センター

平成23年
12月７日(水)
午後１時30分～午後３時

｢タバコの害を知ろう、
禁煙へ挑戦してみよう｣

常盤診療所
医師　
久保田　穣氏

常盤生涯学
習文化会館

平成24年
１月25日(水)
午前10時～午前11時30分

｢カラダが楽になる体操｣
～肩こり、ひざの痛み、腰痛
などの改善のために～

フィットネスア
ドバイザー
三浦　和子氏

町文化センター

平成24年
２月９日(木)
午後１時～午後４時

｢傾聴のための基礎知識
と方法｣
～話の聴き方、共感の仕方～

青森県立精神保
健福祉センター
相談指導課長
星　敬子氏

町文化センター

平成24年
２月17日(金)
午後１時～午後４時

｢傾聴のための基礎的知
識と方法｣
～聴く技法～

青森県立精神保
健福祉センター
相談指導課長
星　敬子氏

町文化センター

平成24年
３月１日(木)
午後１時30分～午後３時

｢慢性腎臓病(CKD)とは｣
～生活習慣病との関わりと
予防について～

弘前大学大学院
医学研究科
准教授　
中村　典雄氏

町文化センター

りんご生産作業員募集

　青森県りんご協会では、りんご生産の作業について新規雇用を募集
しています。経験の無い方でも、簡単にできる作業です。

☆労働期間　９月上旬～10月中旬頃(雇用者により時期が若干異なります)
☆労働時間　午前８時～午後５時(休憩時間：延べ１時間程度)
☆雇用条件　18歳以上で、車またはバイクで通勤可能な方(運転免許証必須)
☆勤務場所　りんご園地(初日は園地周辺で待ち合わせをします)
☆業務内容　葉摘み作業(果実周辺の葉の摘み取り)
☆基本賃金　日給5,600円(現金にて日払い)
☆申込締切　８月10日(水)　※紹介料は無料です。

☆申込・お問合せ　(財)青森県りんご協会無料職業紹介所　27ー6006

「ねぷたばやし」講習会開催

☆主　　催　町教育委員会、町芸能文化協会
☆日　　時　７月27日(水)～29日(金）３日間とも午後６時30分～
☆場　　所　町文化センター「大ホール」
☆そ の 他　参加を希望される方は横笛を持参のうえご自由にご参加ください。
※各地区、団体などでも講習会が開催されておりますが、本講習会は
　どなたでも参加できます。

☆お問合せ　　○町文化センター　　　　75ー3311
　　　　　　　○町芸能文化協会　野呂　090ー7936ー0965

実施地域 実施時期 募集人員 申込締切

フィリピン(１次)
平成23年９月21日(水)
　　　～９月28日(水)

120人
平成23年
８月８日

東部ニューギニア
(１次)

平成23年10月１日(土)
　　　～10月８日(土)

40人
平成23年
８月15日

中国(１次)
平成23年10月11日(火)
　　　～10月19日(水)

60人
平成23年
８月29日

ボルネオ・マレー半島
平成23年10月19日(水)
　　　～10月28日(金)

30人
平成23年
９月５日

西部ニューギニア
(１次)

平成23年11月１日(火)
　　　～11月10日(木)

35人
平成23年
９月15日

ミャンマー(１次)
平成23年11月11日(金)
　　　～11月20日(日)

60人
平成23年
９月26日

ソロモン諸島
平成23年11月26日(土)
　　　～12月３日(土)

20人
平成23年
10月11日

マリアナ諸島
平成24年１月13日(金)
　　　～１月19日(木)

40人
平成23年
12月１日

西部ニューギニア
(２次)

平成24年２月１日(水)
　　　～２月10日(金)

35人
平成23年
12月15日

東部ニューギニア
(２次)

平成24年２月11日(土)
　　　～２月18日(土)

37人
平成23年
12月22日

トラック諸島
平成24年２月18日(土)
　　　～２月25日(土)

20人
平成23年
12月26日

パラオ諸島
平成24年２月18日(土)
　　　～２月25日(土)

20人
平成23年
12月26日

フィリピン(２次)
平成24年３月２日(金)
　　　～３月９日(金)

120人
平成24年
１月16日

ミャンマー・インド
(２次)

平成24年３月12日(月)
　　　～３月21日(水)

45人
平成24年
１月27日

中国・バシー海峡
(２次)

平成24年３月21日(水)
　　　～３月29日(木)

65人
平成24年
２月６日


