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愛犬家のみなさんへ
～藤崎町狂犬病予防注射のお知らせ～

　犬を飼っている方は、その登録と毎年１回の狂犬病予防注射を行わ

なければなりません。

　平成24年度(秋季)の狂犬病予防注射を下記のとおり実施しますの

で、この機会をご利用ください。

○実施場所

・10月４日(木)【藤崎地区】

時　間 場　所
９:00 ～ ９:15  藤越研修集会所前

９:25 ～ ９:35  農協りんごセンター前

９:45 ～ ９:55  旧藤崎町役場跡

10:05 ～ 10:15  白子研修集会所前

10:30 ～ 10:45  ふれあいず～む館前

10:55 ～ 11:00  林崎研修集会所前

11:10 ～ 11:20  西中野目生活改善センター前

11:30 ～ 11:40  下俵舛地区コミュニティ消防センター前

13:15 ～ 13:25  中島集会所前

13:30 ～ 13:40  ふれあい健康センター前(矢沢)

13:55 ～ 14:20  役場裏

・10月５日(金)【常盤地区】

時　間 場　所
９:00 ～ ９:10  常盤老人福祉センター前

９:20 ～ ９:30  若松転作研修館前

９:35 ～ ９:45  榊公民館前

９:50 ～ 10:00  亀田地区交流センター前

10:05 ～ 10:15  福左内公民館前

10:25 ～ 10:35  水木地区ふるさとセンター前

10:45 ～ 10:55  富柳老人憩の家前

11:00 ～ 11:10  福舘地区コミュニティ消防センター前

11:15 ～ 11:25  久井名舘地区コミュニティ消防センター前

13:15 ～ 13:25  三浦克巳宅前バス停前

13:30 ～ 13:35  三ツ屋老人憩の家前

13:40 ～ 13:50  福島公民館前

○集合予防注射料金　3,000円

　　　　　　　　　(注射料金2,450円＋注射済票交付手数料550円)

※新規登録の場合は、登録料3,000円が必要となります。

※個別に動物病院で予防注射を受けた場合は、獣医が発行した狂犬病

　予防注射済証を役場へ持参し、狂犬病予防注射済票(交付手数料550

　円)の交付を受けてください。

※犬の死亡(鑑札と狂犬病予防注射済票を持参)、転入・転出または町

　内での住所変更や飼い主の変更があった場合は、住民課環境係まで

　届出してください。

☆お問合せ　住民課環境係(内線2137)

国民健康保険被保険者証の更新のお知らせ

　新しい保険証を９月下旬に郵送します。
　カードケースを同封しますので、台紙からはがした保険証を入れてご
利用ください。
【見本】色は水色です。

【注意事項】
　○記載内容をご確認ください。もし間違いなどがある場合は届出ください。
　○紛失したり破れたりした場合は届出ください。
　○現在お持ちの保険証は担当窓口へ返却するか確実に破棄してください。
　○職場の健康保険に加入したときは届出ください。

☆お問合せ　住民課国保年金係(内線2132)

プレミアム付商品券を発売します

　藤崎町商工会では、地元での消費拡大や地域経済の活性化を図るた

めに、プレミアム付商品券を今秋発売します。

　商品券の発売・利用方法等の詳細については、広報ふじさき(10月

１日号)の折込チラシにて告知する予定です。

　プレミアム付商品券の皆さんのご利用をお待ちしております。

☆お問合せ　藤崎町商工会　☎75－2370

ストップわら焼き！

　わら焼きの煙は、道路の視界不良を引き起こし、重大な事故を招く

原因となります。また、目やのどを痛め、特に体の弱い方や病気の方

に健康被害を及ぼすこととなります。さらに、臭いの付着など隣近所

への迷惑や、延焼による消防出動があれば、緊急時の消防活動にも支

障を来すなど、様々な影響を及ぼします。

　わら焼きをやめ、稲わら収集の利用やすき込みを行うことで、周囲

の環境にも優しい米づくりをしましょう。

　稲わら収集を行う際は、稲わら利用組合への申込みが必要です。申

込書は以下の場所で配布しております。

○稲わら収集申込用紙配布場所

　・藤崎町役場農政課

　・食彩ときわ館

　・ふじの里

※収集には費用がかかりますので、ご了承ください。

☆お問合せ　農政課農政係(内線2243、2244、2245)

町内時報変更のお知らせ

　10月１日(月)から、藤崎区域のみ夕方の時報が変更になります。　(変更前)午後６時　→　(変更後)午後５時

浄化槽を正しく使いましょう

　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化するため、適正な管
理が必要です。浄化槽法では次のことが義務付けられています。

①定期的な保守点検
②年１回の清掃
③法定検査の受検(使用開始後及び年1回)

　法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分
に発揮されているかを判定するもので、社団法人青森県浄化槽検査セ
ンター(☎017ー726ー9500)が行います。
　また、浄化槽の使用開始時や廃止時、所有者の変更時などには、弘
前環境管理事務所(☎0172ー31ー1900)への届出等が必要です。

☆お問合せ　青森県環境生活部環境政策課　環境保全グループ
　　　　　　☎017ー734ー9242



ママ作ってネ！愛情たっぷりの手作りおやつ
～手作りおやつ講座開催のお知らせ～

　季節は夏から秋へと変わり、田んぼの稲もだんだん黄色く色づいて
きました。いよいよ実りの季節ですね。
　支援センターでは、今年も小笠原雅子先生を講師にお招きして、
「手作りおやつ講座」を開催します。愛情たっぷりのおやつを、一緒
に手作りしてみませんか。
　たくさんのご参加をお待ちしています！

☆日　　時　10月10日(水)　午前10時～正午
☆場　　所　町文化センター「創作実習室」※託児室を設けます。
☆対 象 者　在宅の未就学児と保護者
☆講　　師　小笠原　雅子先生
☆申込締切　10月５日(金)

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

自賠責保険の有効期限は切れていませんか？

　交通事故による死者数は年々減少傾向にあるものの、平成23年の事故
発生件数は約69万件、死傷者数は約85万人と、国民のだれもが交通事故
の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。
　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を
目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付け
られており(自動車損害賠償保障法)、自賠責保険・共済なしでの運行
は法令違反ですのでご注意ください。
　また、四輪車ももちろんですが、特に車検制度のない250cc以下の
バイク(原動機付自転車・軽二輪自動車)は、有効期限切れ、かけ忘れ
にご注意ください。
　なお、自賠責制度の詳しい内容は、自動車総合安全情報(http://
www.jibai.jp)でご覧になれます。

☆お問合せ　国土交通省東北運輸局青森運輸支局輸送・監査部門
　　　　　　☎017ー739－1502(担当　鈴木)

緩和の集い　～緩和ケアってなあに～

　今までがんは精神的にも肉体的にも非常に辛い病気とされてきまし
たが、最近では、がんにかかっても痛みを抑え、生活を営むことがで
きるようにするための「緩和医療」、「緩和ケア」が発達してきました。
　しかし、緩和ケア専門の入院施設がある病院は全国的にも少数で、
青森県には２ヶ所しかなく、また世の中にはまだ緩和医療・緩和ケア
を知らずに苦しんでいる多くの患者様やそのご家族の方がいらっしゃ
るのが実情です。
　そこでこの度、全国の「ホスピス緩和ケア週間」に合わせて、皆様に
緩和ケアを知っていただき、病と生きる、自分らしく生きることへのお
手伝いの一助として、「緩和の集い」を開催することとしました。
　多くの皆様のご来場をお待ちいたしております。

☆日　時　10月６日(土)　午後１時30分～午後４時30分
☆会　場　町文化センター　(入場無料)
☆内　容
　○フォーラムⅠ部
　　・作ろう緩和ケア～そして５年が経ちました～
　　・緩和ケアってなあに？
　　・緩和ケア病棟紹介
　○藤崎中学校ブラスバンド演奏
　○フォーラムⅡ部
　　患者・家族からの手紙(会場の皆様との意見交換)

☆お問合せ　緩和の集い準備委員会　☎65－3771
　　　　　　(医療法人ときわ会　ときわ会病院)

平成24年度青森県手話通訳者養成講座開催のご案内

　この講座は、身体障害者福祉や手話通訳者の役割等の知識と手話通

訳に必要な手話語彙
い

、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳
者を養成し、聴覚障害者の社会参加推進に役立てるため、厚生労働省
の手話通訳者養成講座カリキュラムに基づき開催します。

○日　　程　11月25日(日)～３月10日(日)
○会　　場　青森県聴覚障害者情報センター、
　　　　　　八戸市総合福祉会館
○内　　容　35時間(23講座)
　　　　　　【内訳】講義５時間(３講座)、技術30時間(20講座)
※日程、会場および内容の詳細については下記へお問合せください。
○受講資格
　下記の要件をすべて満たしている方
　・青森県内在住の方
　・手話通訳者を目指し、活動する意欲のある方
　・手話を駆使して聴覚障害者と日常会話が可能な方
　※手話奉仕員養成講座の基礎課程を修了しているか、または同程度
　　の知識と技術を有している方
○申込方法　受講申込書を下記申込先に提出してください。
※受講申込書は福祉課または下記お問合せ先に設置しています。
○申込締切　10月25日(木)必着
○定　　員　各会場15名　※定員を超えた場合は、抽選となります。
○受 講 料　無料　※テキスト代は自己負担となります
○修 了 証　16講座以上出席し、修了試験に合格した者に授与します。

☆申込・お問合せ　青森県聴覚障害者情報センター
　　　　　　　　　☎017ー728ー2920(担当　木村、戸島)
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グループホームさんふじ　　職 員 募 集
①募集人員　２名(午前・午後勤務　各１名)
②職　　種　グループホーム介護職員(資格不要)
③雇用期間　６ヶ月(ただし更新あり)
④勤務時間及び賃金
　○午前６時～午前10時　(日額)3,200円
　○午後４時～午後８時　(日額)3,600円
　○休　　日　変則４週６休
　○社会保険　加入(労災保険、雇用保険)

⑤面接日時　９月25日(火)　午前10時

⑥面接場所　特別養護老人ホームさんふじ

⑦応募締切　９月24日(月)

※応募者は事前に連絡のうえ、履歴書を持参

　し、面接においでください。

☆申込・お問合せ

　特別養護老人ホームさんふじ 75ー3511

チャイルドラインあおもり弘前地区
電話の受け手ボランティアを募集します

　チャイルドラインとは18歳までの子どもがかける専用電話です。青
森県でも５年前から活動を始め、誰にも言えない悩みを抱えた子ども
たちの「心の声を聴く」受け手ボランティア活動をしています。
　つきましては、下記のとおり講習会を開催しますので、受け手ボラ
ンティア活動に参加していただける方はぜひご参加ください。

○日　　時　９月29日(土)～11月17日(土)
○場　　所　弘前学院大学
○受講回数　全10回
○受 講 料　大人1000円、学生250円(１講座につき)
○対 象 者　18歳以上の方
○申込締切　９月22日(土)

☆申込・お問合せ　チャイルドラインあおもり弘前地区事務局
　　　　　　　　　☎090ー3129ー4581(担当　伊丹)

第16回町民サイクリングラリー参加者募集

☆日　　時　10月８日(月・祝)《小雨決行・雨天中止》
☆場　　所　梵珠県民の森(青森市)
☆集　　合　午前８時30分　スポーツプラザ藤崎前
　　　　　　午前８時45分　食彩ときわ館
☆帰　　着　午後３時(予定)
☆持 ち 物　おにぎり(肉汁あり)・飲み物・手袋等
☆参 加 料　１人につき300円(保険料・記念品代等)
　　　　　　※申込と同時に支払いしてください。
☆申 込 先　○長谷川時計店　　　　　65ー3040
　　　　　　○常盤生涯学習文化会館　65ー3100
　　　　　　○スポーツプラザ藤崎　　75ー3323
☆申込締切　10月１日(月)
※ママチャリでも大丈夫です。
※免責事項＝ラリー中の事故につきましては傷害保険の給付限度内の
　補償に限ります。
※当日も受付をしますが、保険の適用はありません。

☆お問合せ　長谷川時計店　65ー3040


