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町文化センター自主事業のお知らせ
「辛島美登里 トーク＆ライブ」

　｢サイレント・イヴ」でおなじみの辛島美登里のトーク＆ライブで
す。スペシャルゲストに「涙をふいて」、｢すごい男の唄」で知られ
る三貴哲成(みよしてっせい)（旧名：三好鉄生)。ゲストに青森県出
身のシンガーソングライターサガユウキを迎えます。
　友人やご家族で、気軽にお楽しみいただけます。

☆日　　時　12月２日(金)　○開場　午後６時
　　　　　　　　　　　　　○開演　午後６時30分
☆会　　場　町文化センター「大ホール」
☆入 場 券　10月25日(火)　販売開始(予定)
　　　　　　○全席指定
　　　　　　○大人前売　2,000円(当日2,300円）
　　　　　　○小人前売　1,000円(当日1,300円）
　　　　　　　※小人は、中学生以下

☆入場券販売・お問合せ　町文化センター　75ー3311

藤崎町議会議員一般選挙　選挙結果

　議会解散による藤崎町議会議員一般選挙が10月４日(火)告示、10月
９日(日)投開票の日程で執行されました。
　投票は町内11の投票所で行われ、開票は午後９時から農業者トレー
ニングセンターで行われました。
　投開票結果は、次のとおりです。

☆お問合せ　町選挙管理委員会事務局(内線2261、2610)

☆投票結果

男 女 計

有権者数 6,100人 7,154人 13,254人

投票者数 4,286人 5,107人  9,393人

投票率 70.26％ 71.39％  70.87％

☆開票結果（得票順・敬称略）

党派 候補者氏名 得票数

当選 無所属 前田　信一 857票

当選 日本共産党 浅利　直志 843票

当選 無所属 小野　　稔 778票

当選 無所属 相馬　勝治 755票

当選 無所属 奈良岡文英 696票

当選 無所属 奈良　完治 694票

当選 無所属 横山　哲英 587.635票

当選 無所属 佐々木政美 498票

当選 無所属 清水　孝夫 496票

当選 無所属 野呂日出男 487票

当選 無所属 工藤　健一 464.315票

当選 無所属 藤林　公正 419票

当選 無所属 鶴賀谷　貴 389票

当選 無所属 吉村　忠男 365票

無所属 横山　憲一 338.048票

無所属 髙木　洋一 231票

無所属 小杉　繁一 213票

無所属 小田桐旭雄 200票

○投票総数　9,393票　　　○有効投票数　9,311票
　　　　　　　　　　　　 ○無効投票数　　 82票

藤崎町秋まつり「ふじさきいきいきまつり」を開催します

　町の特産品「つがるロマン」の収穫後に開催される産業の祭典いき
いきまつりは、おかげさまで今年23回目を迎えました。
　今年も恒例の「ジャンボおにぎり」づくりを11月３日に行い、完成
後ご来場の方にプレゼントします。
　さらに今年は特別企画として、東北新幹線全線開業を記念し、｢ジ
ャンボピザ」を地場のトマトやにんにく等の食材をふんだんに使い、
焼き上げてプレゼントします。
　イベント終わりには大抽選会を催し、ご来場の方に米、たまご、ハ
ム等の豪華賞品をプレゼントします。
　盛りだくさんのおもてなしをご用意しておりますので、ぜひご家族
でのご来場をお待ちしております。

☆日　　時　11月２日(水)　午前９時30分～午後４時
　　　　　　11月３日(木・祝)　午前９時～午後３時
☆場　　所　常盤生涯学習文化会館、農業者トレーニングセンター、
　　　　　　常盤小学校体育館、常盤ふるさと資料館あすか

※なお、11月３日は、次のとおり町内巡回バスを運行しますのでご利
　用ください。

☆お問合せ　藤崎町秋まつり実行委員会事務局(企画課内)(内線2225、2226)

★白子～常盤小学校コース

往

路

時間 バス停車場所

復

路

時間 バス停車場所

８：15 白子福田商店前 14：30 常盤小学校

８：17 弘前実業高校藤崎校舎入口バス停 中島バス停

８：19 青森銀行藤崎支店前バス停 矢沢バス停

８：20 表町バス停 役場駐車場

８：22 兵藤酒店交差点 兵藤酒店交差点

８：27 役場駐車場 表町バス停

８：31 矢沢バス停 青森銀行藤崎支店前バス停

８：32 中島バス停 弘前実業高校藤崎校舎入口バス停

８：37 常盤小学校 14：55 白子福田商店前

★林崎～常盤小学校コース

往

路

時間 バス停車場所

復

路

時間 バス停車場所

８：55 林崎屯所前 15：10 常盤小学校

８：58 ふじ保育園前 柏木堰宗染宮前

９：00 藤崎駅通りバス停 俵舛南口バス停

９：02 藤崎中学校前バス停 亀岡バス停

９：03 下水沼バス停 中野目山内商店前

９：05 中野目山内商店前 下水沼バス停

９：06 亀岡バス停 藤崎中学校前バス停

９：08 俵舛南口バス停 藤崎駅通りバス停

９：12 柏木堰宗染宮前 ふじ保育園前

９：20 常盤小学校 15：35 林崎屯所前

★福舘～常盤小学校コース

往

路

時間 バス停車場所

復

路

時間 バス停車場所

８：20 福舘 バス折返所 14：30 常盤小学校

８：25 富柳十文字 徳下(八幡宮前)

８：30 福島公民館 三ツ屋十文字

８：33 三ツ屋十文字 福島公民館

８：36 徳下(八幡宮前) 富柳十文字

８：40 常盤小学校 14：50 福舘 バス折返所

★ときわ保育園前～常盤小学校コース

往

路

時間 バス停車場所

復

路

時間 バス停車場所

８：50 ときわ保育園前 15：10 常盤小学校

８：52 榊(交差点) 水木ふるさとセンター

８：55 亀田(児童公園) 久井名舘(農村公園)

８：58 福左内(農村公園) 福左内(農村公園)

９：03 久井名舘(農村公園) 亀田(児童公園)

９：08 水木ふるさとセンター 榊(交差点)

９：10 常盤小学校 15：25 ときわ保育園前



藤崎老人福祉センターへの送迎バス運行について

　冬期間における｢藤崎老人福祉センター｣への送迎バスを、週２回程度・２コースに分けて運行します。

　詳しくは次の表のとおりですので、ご利用くださるようお知らせします。

☆お問合せ　福祉課福祉係(内線2115)

年 月 送 迎 バ ス 運 行 日

23年
11月 ８日(火) 16日(水) 18日(金) 21日(月)

12月 ５日(月) ９日(金) 12日(月) 14日(水) 19日(月) 21日(水) 26日(月) 28日(水)

24年

１月 ４日(水) ６日(金) 11日(水) 13日(金) 18日(水) 20日(金) 23日(月) 25日(水) 30日(月)

２月 ２日(木) ６日(月) ８日(水) 13日(月) 16日(木) 20日(月) 22日(水) 27日(月)

３月 ２日(金) ５日(月) ８日(木) 12日(月) 16日(金) 19日(月) 21日(水) 28日(水) 30日(金)

Aコース 出発時間 Bコース 出発時間
地区名 停車場所 午 前 午 後 地区名 停車場所 午 前 午 後

東　町 十文字前 8:40 1:10 みつや 兵藤酒店前 9:10 1:40

葛野・伝馬 じゅん理容店前 8:42 1:12 舟　場 福嶋礼三宅前 9:11 1:41

林　崎
駅入口　葛西勝彦宅前 8:46 1:16 表　町 佐藤商店前 9:12 1:42

研修センター前 8:47 1:17 曲新田 東奥信用金庫前 9:13 1:43

新　町 ふじ保育園前 8:49 1:19 館川町 旧和田商店前 9:14 1:44

新町・横町・伝馬 三浦良一宅前 8:51 1:21 白　子 福田商店前 9:16 1:46

本町・木挽町 オートショップナリタ前 8:53 1:23 緑　町 集会所前 9:18 1:48

朝日町 白戸商店前 8:54 1:24 松野木 唐糸冷蔵庫前 9:20 1:50

藤　越 墓地前 8:56 1:26 下　町 集会所前 9:22 1:52

藤崎老人福祉センター 9:00 1:30 藤崎老人福祉センター 9:30 2:00

帰　り ｢行き｣の順路で 11:00 3:00 帰　り ｢行き｣の順路で 11:25 3:25

日
程
表

時
刻
表

災害情報を「エリアメール」で配信します

～ 町内でＮＴＴドコモの携帯電話をお持ちの方へ ～

　町では、ＮＴＴドコモが提供する緊急速報「エリアメール」を活用

し、各種災害情報をＮＴＴドコモの携帯電話を利用されているみなさ

んへ配信するサービスを10月１日から開始しました。利用に際し、新

たな費用や受信料金の負担はありません。また、事前にメールアドレ

スの登録も不要です。

☆配信範囲　藤崎町内

☆配信情報　緊急性の高い災害情報

　　　　　　(避難に関する情報・河川洪水情報等)

☆受信設定

　○機種によって受信設定が必要となります。

　　｢メール」→「エリアメール設定」→「受信設定」→「ＯＮ」

　○平成20年11月以降に発売された機種は、購入時に受信設定がされ

　　ています。ただし、機種によっては「エリアメール」に対応して

　　いない場合もあります。

　※対応機種、操作方法等については、お近くのドコモショップまた

　　はＮＴＴドコモインフォメーションセンター(0120ー800ー000)

　　へお問合せください。

　なお、現在のサービスはＮＴＴドコモのみ提供していますが、今後

他社から同様のサービスが提供された場合、順次拡大していく予定で

す。また、この「エリアメール」については、災害情報等の補助的伝

達手段として運用されます。

☆お問合せ　総務課防災係(内線2207、2004)

献血にご協力ください

　献血していただいた血液は、輸血等で患者さんの治療に役立てられま

す。現在は血液が不足しています。みなさまのご協力をお願いします。

☆日　　時　11月３日(木・祝)　午前９時～午後３時

☆場　　所　いきいきまつり会場(常盤小学校正面玄関前)

☆所要時間　約15～30分(200ml・400ml献血)

※ご協力いただいた方には赤い卵１パックを進呈します。

☆お問合せ　福祉課健康係(内線2503、2112)

教育講演会開催のお知らせ

☆演　　題　「元気なパパ、ママのためのスマイルアップ講座」
☆講　　師　境江利子氏(津軽広域連合派遣)
☆日　　時　10月28日(金)　午前10時30分～正午
☆場　　所　藤崎幼稚園「ひよこの部屋」
☆主　　催　藤崎幼稚園父母と教師の会
☆入 場 料　無　料
※どなたでもお気軽にお越しください。

☆お問合せ　藤崎幼稚園　75ー5939

忘れずに子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　今年度最後の子宮頸がん・乳がん集団検診を11月６日(日)に実施し
ます。対象の方で、すでに申込みされている方は、忘れずに受診しま
しょう。

☆日　　時　11月６日(日)　○受付時間　午前８時30分～午前10時
　　　　　　　　　　　　　○検診開始　午前10時～
☆場　　所　スポーツプラザ藤崎
☆持 ち 物　問診票(通知済み)、料金・バスタオルなど(通知書に記
　　　　　　載されています)

☆お問合せ　福祉課健康係(内線2503、2112、2122)

おはなし会開催のお知らせ

【秋まつりふじさきいきいきまつりでおはなし会】
☆い　　つ　11月２日(水)・３日(木・祝)　※一日２回開催(お土産あり)
　　　　　　はじまりの時間は、当日会場でお知らせするよ！
　　　　　　ぜひ、いきいきまつり会場へ足を運んでみてね！
☆ど こ で　常盤生涯学習文化会館「児童室」
☆おはなし　ときわっ子本の会によるおはなし
　　　　　　おまけがいっぱい！！
　　　　　　(ふだん聞けない、見られないおはなしも楽しめます)
☆対　　象　小学生、その他おはなしの好きな方
※始まりの時間に間に合わないと中に入れませんので、開始時間前ま
　でにおいでください。

☆お問合せ　藤崎町図書館大夢(タイム)　75ー2288


