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藤崎町大字西豊田一丁目１

藤崎町企画財政課企画係
575－3111(内線2224)

地産地消料理教室＆講話開催のお知らせ
☆日

時

９月２日(火)

午前10時～午後１時30分
(受付 午前９時30分)
藤崎町文化センター２階「実習室」
髙橋 真理子氏(青森ヤクルト販売(株)管理栄養士)
藤崎町民 30名(先着順)

平成27年度農業関係補助事業実施要望を受付します
平成27年度に実施する農業関係補助事業の実施要望を受付します。
希望する場合は次のとおりお申込みください。

☆場
所
☆講
師
☆対
象
☆内
容
○料理教室

☆申込期限
☆申 込 先

☆日
☆場
☆内

正午～午後１時
ときわ会病院駐車場
午後２時30分～午後４時
藤崎町役場駐車場
☆所要時間 200ml・400ml献血 約15分～30分
※ご協力いただいた方には赤い卵１パックを差し上げます。

９月12日(金) ※期限厳守
農政課農政係
※各農協にお申込みしていただく場合もあります。
とうもろこしご飯、豆腐ハンバーグ(ガーリックソース)、 ☆対象事業 現在国、県、町が実施している農業関係の補助事業
藤崎産野菜の冷たいお浸し、梅風味もずくスープ、
①りんご果樹関係 改植、防風網、スピードスプレイヤー等
ミルージュあんみつ
②野菜・花き関係 パイプハウスおよび附帯施設、選別機、乾燥機等
○講 演 会 「食塩・減塩の大切さ」
③水稲・転作関係 水稲直播栽培用機械、栽培管理用機械等
☆参 加 料 500円(材料費) ※当日徴収
※その他農業機械を希望する場合は農政課にご相談ください。
☆持 ち 物 エプロン、三角巾、箸、ふきん
☆提出書類 ①事業実施申込書
②積算資料(見積書、設計書等)
☆申込方法 電話で直接お申込みください。
③実施場所等の図面 ④その他必要な書類
☆参加申込締切 ８月26日(火)
※申込書は農政課に準備しています。
☆留意事項
☆申込・お問合せ 農政課農政係 食育担当(内線2245)
①今年度まで実施可能であった事業でも、平成27年度以降は実施し
ないか、または事業内容の大幅な変更等により要望どおりに実施
できなくなる場合があります。
また、予算等の事情により事業量が調整される場合もありますので、
「アライグマによる農作物被害防止対策現地研修会」
ご了承ください。
開催のお知らせ
②補助率等各事業の詳細については、農政課へお問合せください。
③申込みが期限に間に合わない場合は、必ず事前にご連絡ください。
近年、アライグマの目撃情報や被害報告が大変多くなっています。
アライグマは外来生物であるため、生態系を破壊するほか、建物や
☆申込・お問合せ 農政課農政係(内線2243、2244、2245)
農作物を荒らしたり、寄生虫や病気伝播の原因となったりします。こ
のまま繁殖を放置すると、急激に増殖して被害が拡大すると予測され
るため、町では住民の皆様と協力して捕獲・駆除を行うこととしてい
ます。
献血にご協力ください！
この度、アライグマの生態と防除についての研修会を開催しますの
で、参加を希望される方は、下記によりお申込みください。
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
※通常、狩猟免許等のない方はアライグマを捕獲できませんが、当研
ます。皆さまのご協力をお願いします。
修を受け、捕獲従事者の登録をすることで、箱わなによる捕獲が可
能となります。これまで研修を受けていない方で、アライグマの被
☆日
時 ９月８日(月)
害を受けている方はぜひご参加ください。
午前９時30分～午前11時30分 常盤老人福祉センター駐車場
時
所
容

☆参加申込

☆申込締切

８月28日(木) 午前10時30分～午後３時
弘前北辰学区高杉ふれあい公民館および現地
○午前の部
講演「アライグマの生態と被害防止対策について」
情報提供「アライグマ出没状況と対策について」
(弘前市・藤崎町)
○午後の部(バス移動)
現地研修「弥生いこいの広場」、
「高照神社」
電話にて氏名、住所、電話番号をお知らせください。
※昼食弁当(500円)の注文も受け付けていますので、
ご希望の方はあわせてお申し付けください。
８月22日(金) ※定員になり次第終了

☆申込・お問合せ

農政課農政係(内線2245)

☆お問合せ

福祉課健康係(内線2503、2112)

「2015年版青森県民手帳」予約受付中です
10月中旬頃県内書店・コンビニ等で発売予定の2015年版青森県民手
帳について、町では予約購入の受付をしています。今回の予約分に限
り、定価よりお求めやすくなっていますので、購入を希望される方は
この機会にぜひご予約ください。

東日本大震災により被災された方々には、県税の特例措置があります。
例えば、被災した不動産(土地、家屋)に代わる不動産を取得したと
きは、不動産取得税が軽減されます。
詳しくは、お問合せ先までご連絡いただくか、県ホームページ「県
税・市町村税インフォメーション(http://www.pref.aomori.lg.jp/
life/tax/top.html)」をご覧ください。

☆2015年版青森県民手帳(発行：青森県統計協会)
○大 き さ 縦15.0㎝×横8.5㎝
○表 紙 色 黒系・青系・赤系・緑系・ベージュ系(全５色)
○予約価格 430円(定価500円)
○内
容 スケジュール帳、各種統計、市町村紹介記事など
☆予約受付場所 企画財政課企画係(電話での予約受付可)
☆予約受付締切 ９月８日(月)
※予約された方には、手帳が入荷され次第ご連絡しますので、
企画財政課企画係窓口にて代金と引換にお受け取りください。

☆お問合せ

☆予約受付・お問合せ

東日本大震災に係る県税の特例措置等のお知らせ

平成26年度

中南地域県民局県税部

532－4341

企画財政課企画係(内線2224)

下水道推進標語

「げすいどう みずのみらいを まもるみち」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで ☎75－6025

下水道への加
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」

藤崎町農業委員会会長および会長職務代理者について

鳥害防止機器使用の注意点

７月19日任期満了の藤崎町農業委員会委員については、広報ふじさ
き８月号でお知らせしたとおり選挙による委員、選任による委員合わ
せて22名の方に決まりましたが、組織会が７月22日に開催され、会長
および会長職務代理者が次のとおり選任されました。

カラス・スズメ等鳥の食害対策として爆発音を利用した鳥害防止機
器を農地で使用する場合は、早朝の使用を控えるか、音量を控える等
の対策をとり、近隣住民に十分配慮してくださるようお願いします。
☆お問合せ

氏 名
会 長
野呂 廣志
会長職務代理者 古川 亮一
☆お問合せ

町 内
水 沼
福 島

年 齢
73歳 公選(第１選挙区)
66歳 公選(第２選挙区)

◎「カラダスッキリ体験」を開催します
カラダのバランス、姿勢を整え、怪我なくスポーツを継続できるカ
ラダを作るためのストレッチポールを使用した教室です。
☆日
☆場
☆講
☆対

８月29日(金) 午後７時～午後８時
スポーツプラザ藤崎 柔剣道室
中沼 真珠子氏(フィットネスインストラクター)
藤崎町民ならびに藤崎町に通学・通勤している
小学生(高学年)以上の方 先着10名
☆参 加 費 一般500円(会員300円)
☆申込締切 定員になり次第
☆持 ち 物 室内用ズック、タオル、飲み物
※当日は動きやすい服装でお越しください。

時
所
師
象

◎体力測定＆スポーツ体験教室を開催します
体力年齢がすぐにわかります。また、新しい種目を紹介します。
☆日
☆場
☆種

みんなで かだって まちをつくる
「ふじさきまちづくり座談会」を開催します

農政課農政係(内線2243)、農業委員会(内線2145、2251)

スポーツプラザ藤崎からのお知らせ

９月７日(日) 午前９時～正午
スポーツプラザ藤崎
①体力測定(定員30名)
午前９時15分(午前９時受付)
②ボクササイズ教室(定員15名)
午前10時～午前11時
③カラダスッキリ教室(定員10名)
午前11時～正午
☆講
師 中沼 真珠子氏(フィットネスインストラクター)
☆対
象 町民ならびに藤崎町に勤務している成人
☆持 ち 物 室内用ズック、汗拭きタオル、スポーツドリンク等
☆申込締切 ９月４日(木)

藤崎町は「町民が主役の活力あるまちづくり」を目指しています。
これからの地域づくりには、住民の皆様の主体的な行動が必要です。
この度、町長と自由な対話をもてる場として「ふじさきまちづくり
座談会」を開催します。これまでの藤崎町について、これからのまち
づくりの進め方についてなど、皆さまが日頃お考えになっている様々
な内容について、ざっくばらんにお話しください。多くの方のご参加
をお待ちしています。
☆日時・場所・対象地区
日
時

対象地区
舟場、みつや、
１ ８月29日(金)午後６時30分 藤崎老人憩の家
表町、仲町、曲新田
２ ９月１日(月)午後６時30分 福島公民館
福島
３ ９月３日(水)午後６時30分 みどり団地集会所 緑町
※今年度は２月にも開催します。翌年度以降も順次開催予定です。

ふじさきいきいきスポーツクラブ 575ー3323

愛犬家の皆さまへ

☆お問合せ

場

企画財政課企画係(内線2223)

平成26年度介護支援専門員実務研修
受講試験の勉強会のお知らせ
10月26日(日)に行われる平成26年度介護支援専門員(ケアマネー
ジャー)実務研修受講試験に向け、デイサービスセンターえびすでは
今年度介護支援専門員を受講される方を対象に勉強会を開催します。
受講者の守秘義務については厳守させていただきます。
☆日

時

８月26日(火)～10月21日(火)までの毎週火曜日
午後６時～午後８時
☆場
所 デイサービスセンターえびす
☆対 象 者 介護支援専門員実務研修受講試験実施用紙を提出された方
☆受 講 料 3000円(資料代)※全日程終了時(10月21日(火))に徴収
☆申込方法 氏名・連絡先を記入し、郵送かFAXでお申込みください。
☆申込先

東北電力では使用電力量を確認するため、毎月検針に伺っています
が、毎年犬に咬まれる事故が発生しています。
正確・安全に検針するため、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。
☆お問合せ

会

☆参加対象者 対象地区の町民
※事前の申込等は必要ありませんので、当日お気軽にご来場ください。

時
所
目

☆申込・お問合せ

農政課農政係(内線2243)

東北電力(株)弘前営業所料金課 532－0359

〒038－3802 藤崎町大字藤崎字浅田30
デイサービスセンターえびす 介護支援専門員勉強会 宛
FAX 89－7733
※電話での申込み・お問合せは一切受付しませんので、
ご了承ください。

消防職員の募集について
弘前地区消防事務組合では、次のとおり職員採用試験を実施します。

東北方面隊54周年音楽フェスティバル
☆日
時 ９月27日(土) ①午前10時 ②午後２時
☆場
所 東京エレクトロンホール宮城(宮城県仙台市青葉区)
☆入 場 料 無料
☆テ ー マ 「共に前へ、新しい一歩」
☆応募方法
往復ハガキの往信裏面に住所、氏名、性別、職業、電話番号、希望時
間、人数(２人まで)を記入し、返信表面にはご自身の郵便番号、住所、
氏名を記入し、次の宛先まで応募する。
☆宛
先 〒983－8580 東北方面総監部広報室 定期演奏会係
☆締
切 ８月22日(金)必着
☆お問合せ

東北方面総監部広報室 5022－231－1111(内線2668)
東北方面隊ＨＰ http//www.mod.go.jp/gsdf/neae/neahq

☆職
種
消防職Ａ
消防職Ｂ
☆受験資格

昭和61年４月２日～平成５年４月１日に生まれた人
平成５年４月２日～平成９年４月１日に生まれた人
弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村に現住所か本籍があること等
☆採用人員 12名(予定)
☆一次試験日 ９月21日(日)
☆試験場所 弘前市立第二中学校
☆申込方法 消防本部人材育成課および消防署で交付する受験申込書
に必要事項を記入し、必要書類を添え、８月27日(必着)
までに消防本部人材育成課へ郵送または持参してください。
☆申込・お問合せ
弘前地区消防事務組合消防本部人材育成課人事係 532ー5102

