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藤崎町企画財政課企画係
75－3111(内線2224)

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)の対象となっている方は、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ご希望される場合は
随時受け付けていますので、税務課住民税係ま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特別徴収から口座振替に変更となる月については、お申し出いただ
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)

親子料理教室のお知らせ
～親子でクッキング☆暑さに負けないからだをつくろう！～
☆日
時
☆場
所
☆対
象
☆メニュー

８月８日(木) 午前９時30分～正午
町文化センター２階「実習室」
小学生と保護者(子どもだけの参加もＯＫ)
花火すし、簡単棒ぎょうざ、ほうれん草とパプリカの
あっさり炒め、ブラマンジェ
☆持 ち 物 エプロン、三角巾
☆申込締切 ８月１日(木)

平成25年度個人事業税の納付について
☆対 象 者
個人で一定事業を営む方のうち、前年の事業による収入から必要
経費、事業主控除(年290万円)等を差し引いた後の所得のある方が
課税対象となります。
☆納税通知書送付
○第１期 ８月
○第２期 11月
※ただし、税額が１万円以下の場合は第１期に全額を納付していただ
きます。
☆納付方法
コンビニでも納付出来るようになりましたので、最寄りのコンビ
ニまたは金融機関をご利用ください。
☆そ の 他
個人事業税の納付については、口座振替が利用できます。
詳しくは、お問合せ先までご連絡ください。
☆お問合せ

平成25年度藤崎町教育講演会を開催します
☆日 時
☆場 所
☆テーマ
☆講 師
☆主

☆申込・お問合せ

町食生活改善推進員会

会長

中南地域県民局県税部課税第一課 ☎32－1131(内線278)

８月１日(木) 午後１時15分～
町文化センター１階「大ホール」
「学校現場における食物アレルギーの対応について」
独立行政法人国立病院機構 青森病院
アレルギー科医長 黒沼 忠由樹氏
町教育委員会・町校長会

催

瓜田 ☎75－3691
皆さまお誘い合わせのうえ多数ご来場ください。

水と仲良しになろうネ！楽しいプール遊び
子育て支援センターでは、今年も保育所のプールを開放します。水
に触れて遊び、水と仲良しになりませんか？
たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日 時
☆場 所
☆対象者
☆準備物

８月１日(木)、２日(金)
藤崎保育所「プール」
在宅の未就学児と保護者
水着、バスタオル

午前10時30分～正午

※申込は随時受付けます。
☆申込・お問合せ

○藤崎保育所
○地域子育て支援センター

75－3305
75－6131

防災航空隊合同水難救助訓練を実施します

☆お問合せ

町教育委員会学務課 ☎69－5010

風しんの予防接種費用を助成しています
近頃、風しんが流行しています。風しんは、免疫のない女性がかか
ると胎児に感染し、先天性風しん症候群の子どもが生まれる可能性が
あります。妊婦への感染を予防するためには、周囲の方の予防接種が
重要です。
町では、風しんの予防接種費用の助成を行っていますので、お早め
に予防接種を受けるようにしましょう。
☆対 象 者 風しんにかかったことがなく、予防接種を受けていない方
☆接種費用 自己負担なし(町が全額助成します。)
☆申込方法 母子手帳を持参のうえ、福祉課健康係窓口までお申込み
ください。
※母子手帳を紛失された方はご相談ください。
☆申込・お問合せ

季節も夏となり、地域住民の親水の機会や台風発生など水難事故の
危険性が増える時期を迎えるにあたり、県防災航空隊の防災ヘリ「し
らかみ」も参加しての水難救助訓練を実施します。
ヘリコプターが飛来して騒音等のご迷惑をおかけするかもしれませ
んが、地域防災のため訓練の趣旨をご理解していただき、ご協力をお
願いします。なお、訓練当日はライフコート平川への一般車両の進入
が出来なくなりますのでご注意ください。また、ヘリコプターの飛来
により強い風が吹き、砂塵等が飛散しないように散水等を実施します
が、訓練場所付近の住民の皆さまには、窓の閉鎖や転倒しやすい物の
移動などのご協力もあわせてお願いします。
☆日

時

８月５日(月)、６日(火)
午前９時30分～午前11時30分(荒天や災害発生時は中止)

☆場

所

ライフコート平川および平川水域

☆お問合せ

弘前地区消防事務組合東消防署警防救助係 ☎75－3323

福祉課健康係(内線2123)

第44回津軽花火大会であなたの花火を
打ち上げてみませんか！
☆開 催 日 ８月20日(火) 午後７時打上げ
☆開催場所 平川河川敷 白鳥ふれあい広場
☆協 賛 額 お一人様で申込む場合 10,000円(五号玉)×発数
※グループ(団体)の場合は相談に応じます。
☆申込締切 ７月26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
○常盤支所

75ー2370
65ー3044

平成25年度有機農業等情報交換会を開催します

交通安全・生活安全・防火総決起大会を開催します！

有機農業等の取組拡大に向けて、実践者の栽培技術や県内の試験研
究結果等について紹介する情報交換会が、次のとおり現地ほ場にて開
催されます。今回の会場は藤崎町の“福島地区”です。
「環境にやさしい農業」に関心のある方は、ぜひご参加ください！

交通事故・犯罪・火災等をなくし、町民の皆さまが安心して暮らす
ことのできる安全な社会の実現のために「平成25年度藤崎町交通安
全・生活安全・防火総決起大会」を開催します。
また、青森県警察音楽隊による演奏会も行いますので、ご近所お誘
い合わせのうえ、ぜひご参加ください！

☆日
☆場
☆内

時
所
容

７月24日(水) 午後１時30分～午後３時
藤崎町福島(古川徹氏水田)
○水稲の有機農業16年の取り組み
○古川氏の水稲の育成状況について
※詳細については、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)のお知らせをご覧になるか、お問合せ先までご連絡ください。
☆申込方法
７月17日(水)までにFAXまたは電話にて、氏名・住所(市町村名)・
電話番号・福島会場への参加希望の旨をお知らせください。
【申込み先】
青森県中南地域県民局 農林水産部 農業普及振興室企画班
33－2902／FAX34－4390
☆お問合せ
青森県農林水産部食の安全・安心推進課
017－734－9353／FAX017－734－8086

東北電力(株)では、使用電力量を確認するため毎月検針にお伺いし
ていますが、毎年、犬にかまれる災害が多く発生しています。
正確・安全に検針を行うため、愛犬は玄関先や計量器付近を避けて、
確実につないでいただきますようご協力をお願いします。
東北電力(株)弘前営業所料金課

☎32－0359

地域資源特派員を大募集します！
津軽広域連合では、３つのテーマで身近な地域資源を報告してくれ
る特派員を募集しています。
あなたの日常にあるものが、活用次第で地域の魅力を大きく向上さ
せる可能性を秘めています。これまで気付かなかった、思いがけない
津軽を見つけてください。
皆さまのご応募をお待ちしています。
☆募集テーマ
①あなたのまわりの“季節を感じる”もの
(例)四季折々の風景(山・川など)、行事、草花、生き物
②まちで見かけた“時代を感じる”もの
(例)ビンテージカー、ほうろう看板、家電製品、食べ物
③あなたのまちの“奇祭・奇習”
(例)祭り、宵宮、イベント、その地域ならではの独特の習わし等
☆応募資格
弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西
目屋村に在住、在勤または在学している方
☆登録方法等
津軽広域連合ホームページから登録申込書をダウンロードし、必
要事項を記入のうえ、電子メール、FAXまたは郵送にて送付してく
ださい。お申込みされた方全員に、特派員証を送付します。特派員
証がお手元に届きましたら、特派員としての活動が開始となります。
☆報告・公表
地域資源を見つけたら、郵送または電子メールでレポートを提出
してください。レポートは津軽広域連合の広報紙・ホームページに
て掲載します。
(ペンネームでの公表も可能です。)
詳しくは津軽広域連合ホームページをご覧ください。
☆申込・お問合せ
津軽広域連合「地域資源特派員」係 ☎82－1201／FAX82－2201
〒036－1393 弘前市大字賀田一丁目１番地１
津軽広域連合ホームページ http://tsugarukoiki.jp/
メールアドレス tsugarukoiki09@hi-it.jp
平成25年度

下水道推進標語

「下水道

時
所

☆お問合せ

７月28日(日) 午前10時～
町文化センタ－「大ホール」
総務課防災係(内線2208、2209)

無料面談相談および無料電話相談を開催します
８月３日は「司法書士の日」です。この「司法書士の日」を記念し
て、青森県司法書士会では無料相談を行うこととしました。登記に関
すること・相続・成年後見・借金問題など、法律に関係するお悩みに
ついて、司法書士が無料で相談に応じます。

環境農業グループ

愛犬家の皆さまへ

☆お問合せ

☆日
☆場

水が笑顔に

下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎75－6025

☆日 時 ８月３日(土) 午前10時～午後３時
☆場 所 青森県司法書士会館(青森市長島三丁目５番16号)
☆相 談
○面談相談 当日先着順
※予約は不要ですが、時間指定などを希望の方は受け付けます。
○電話相談 017－752－0440
なお、相談は無料ですが具体的な手続きが必要となる場合には、別
途費用がかかりますので相談員にご確認ください。
☆お問合せ

青森県司法書士会 017－776－8398

ひろさき若者サポートステーション
８月開催イベントのお知らせ
①お悩み相談＆就労セミナーを開催します！
☆日 時 ７月22日(月) 午後１時～午後４時(２部構成)
※相談は午後２時45分頃～
☆場 所 町文化センター
☆内 容 ○セミナー 効果的な履歴書ポイント講座
○相
談 キャリアコンサルタントによる就労自立相談
☆対象者 15歳～39歳までの方およびご家族の方
☆参加費 無料
※参加希望の方は事前に予約をお願いします。また、どちらか一方の
みの参加も可能です。
②トーク輪を開催します！
☆日 時 ８月９日(金)、20日(火) 午前10時～正午
☆場 所 弘前市民参画センター３階
☆内 容
○８月９日(金)
「話しかけてみよう～まわりの出来事に関心を持ち、話すきっかけ
や話題につなげよう！～」
○８月20日(火)
「ディスカッション～自分の考えを話して、他の人の考えを聞いて
みよう～」
☆対象者 15歳～39歳までの方
☆参加費 100円(資料代として)
※参加希望の方は事前に予約をお願いします。
☆申込・お問合せ(①②とも)
ひろさき若者サポートステーション

☎32－2005

下水道への加

なれる道」

入、よろしく
お願いしま～
スイスイ！

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

