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下水道マスコット

キャラクター

「スイスイ」下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで　☎75－6025　

「げすいどう みずのみらいを まもるみち」
平成26年度　下水道推進標語

下水道への加

入、よろしく

お願いしま～

スイスイ！

第10回藤崎町民体育大会
「ソフトバレーボール競技」を開催します

☆日　　時　９月27日(土)　受付　午後５時30分
☆場　　所　スポーツプラザ藤崎
☆参加資格　中学生以上の藤崎町民
☆チーム編成　１チーム　４～８名　
　　　　　　原則として町内会単位　※混合チームも可
☆申込方法　参加申込書に必要事項を記入し、９月24日(水)までにス
　　　　　　ポーツプラザ藤崎までお申込みください。
※開催事項・参加申込書は各行政連絡員に送付しています。

☆申込・お問合せ　スポーツプラザ藤崎　575－3323　FAX：75－4090

オカリナサークルポポロ結成５周年記念コンサート

☆日　　時　10月18日(土)　午後２時
☆場　　所　北常盤駅コミュニティプラザぽっぽら
☆入 場 料　無料

☆お問合せ　三上　一　565ー2008

愛犬家のみなさんへ
～飼い犬の狂犬病予防注射と登録を忘れずに～

　狂犬病予防法では、年１回予防注射を受けることが定められています。

　平成26年度秋期の狂犬病予防注射を次のとおり実施しますので、こ

の機会をご利用ください。

☆集合予防注射料金　3,100円
　(内訳：注射料金2,550円＋狂犬病予防注射済票交付手数料550円)
※新規登録の場合は、注射料金に加えて登録料3,000円が必要です。
※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。

☆実施場所

○10月２日(木)【藤崎地区】担当獣医師：石澤先生(石澤動物病院)

時　間 場　所

９:00 ～ ９:15  藤越研修集会所前

９:25 ～ ９:30  農協りんごセンター前

９:35 ～ ９:40  旧藤崎町役場跡

９:50 ～ ９:55  白子研修集会所前

10:05 ～ 10:15  ふれあいずーむ館正面玄関前

10:25 ～ 10:30  林崎研修集会所前

10:40 ～ 10:45  西中野目生活改善センター前

10:55 ～ 11:00  下俵舛地区コミュニティ消防センター前

11:10 ～ 11:15  中島集会所前

11:20 ～ 11:25  ふれあい健康センター前(矢沢)

11:30 ～ 11:45  役場裏

○10月３日(金)【常盤地区】担当獣医師：土田先生(ごり動物病院)

時　間 場　所

９:00 ～ ９:05  常盤老人福祉センター前

９:15 ～ ９:20  若松転作研修館前

９:30 ～ ９:35  榊公民館前

９:45 ～ ９:50  亀田地区交流センター前

10:00 ～ 10:05  福左内公民館前

10:15 ～ 10:20  水木地区ふるさとセンター前

10:30 ～ 10:35  富柳老人憩の家前

10:45 ～ 10:50  福舘地区コミュニティ消防センター前

11:00 ～ 11:05  久井名舘地区コミュニティ消防センター前

11:15 ～ 11:20  徳下バス停前

11:25 ～ 11:30  三ツ屋老人憩の家前

11:35 ～ 11:40  福島公民館前

☆お問合せ　住民課環境係(内線2137)

町特産品を活かした
「ドレッシング作り講習会」開催のお知らせ

　町の特産品であるりんご・にんにくを使った「ドレッシング作り講
習会」を開催します。
　家庭で簡単にできる食中毒予防の衛生管理からドレッシングの作り方
まで、実践形式で学ぶことができます。ドレッシングは家庭の設備で誰
でも取り組むことができますので、この機会にぜひご参加ください。

☆日　　時　10月15日(水)　午後１時～午後５時
☆場　　所　藤崎町文化センター２階　会議室および調理室
☆講　　師　高橋　征雄氏(株式会社キースタッフシニアアドバイザー)
☆内　　容　①衛生管理講習会　　　午後１時～午後３時
　　　　　　②ドレッシング講習会　午後３時～午後５時
　　　　　　(２種類のドレッシングを製造)　※①の受講が必須　　
☆参 加 料　無料
☆申込方法　電話で直接お申込みください。
☆申込締切　10月３日(金)　※定員(20名)になり次第締切

☆申込・お問合せ　農政課農政係(内線2245)　589－7009(直通)

フィットネスダンス「ＺＵＭＢＡ(ズンバ)」
体験教室開催のお知らせ

　世界の音楽(ラテン系)に合わせて、楽しく体を動かしましょう。

☆日　　時　10月２日(木)、16日(木)　午後７時～午後７時50分
☆場　　所　スポーツプラザ藤崎　柔剣道室
☆講　　師　相馬　美津子氏(ＺＵＭＢＡインストラクター)
☆対　　象　藤崎町民ならびに藤崎町に勤務している方　先着15名
☆参 加 料　一般500円(会員300円)　※体験料金となっています。
☆準 備 物　室内用ズック、タオル、飲み物、動きやすい服装
☆申込締切　定員になり次第締切となります。

☆申込・お問合せ　ふじさきいきいきスポーツクラブ
                  (スポーツプラザ藤崎内)　575－3323

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引
き起こすこととなります。
　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きたすなど、様々な影響を及ぼします。
　わら焼きをやめ、稲わら収集やすき込みを行うことで、周囲の環境
にも優しい米作りをしましょう。
　
☆お問合せ　農政課農政係(内線2243、2244、2245)



「第55回青森県精神保健福祉大会」のお知らせ
　
　青森県と青森県精神保健福祉協会では、地域の方々、精神保健福祉
関係者および障がい者の参加のもと、精神保健福祉についての理解を
深めるとともに、みんなが共に地域で暮らせる社会づくりを目指し、
併せて、地域住民のこころの健康づくりを促すことを目的として、毎
年県内各地で「精神保健福祉大会」を開催しています。
　今年度は藤崎町で開催します。内容は次のとおりです。

☆開 催 日　10月５日(日)　
☆場　　所　藤崎町文化センター
☆内　　容　大会テーマ：「健やかな子どものこころを育てよう」
　(１)式典・精神保健福祉事業功労者の表彰　(午後０時30分～)
　(２)講演１「健やかな子どものこころを考える」(午後１時10分～)
　　　講師：傳田　健三氏(北海道大学大学院保健科学研究院教授)
　(３)講演２「子どもの育ちを支える」(午後２時～)
　　　講師：杉山　登志郎氏
　　　　　　(浜松医科大学児童青年期精神医学講座特任教授)
　(４)シンポジウム：「健やかな子どものこころの育て方」(午後３時～)
　　　座長：中村　和彦氏
　　　　　　(弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座教授)
　　　シンポジスト
　　　・髙柳　伸哉氏
　　　　(弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの発達研究
　　　　 センター特任講師)
　　　・土岐　賢悟氏(弘前市教育委員会教育センター指導主事)
　※社会復帰施設・作業所等の方々による作品の展示・即売は
　　午前11時30分～午後３時30分です。
☆入 場 料　無料

☆お問合せ　青森県精神保健福祉協会事務局　　　5017－787－3951
　　　　　　(青森県立精神保健福祉センター内)　 FAX：017－787－3956

弘南バス弘前浪岡線の全便イオン藤崎店経由について
　
　日頃から弘南バスをご利用いただきましてありがとうございます。
　弘南バス弘前浪岡線は、10月１日(水)の始発便から、全便がイオン
藤崎店を経由します。
　そのため、10月１日(水)から葛野バス停(弘前行き、浪岡行きとも)
に弘南バスが停車しなくなりますので、お間違えのないようご注意く
ださい。なお、最寄りのバス停は「西葛野バス停」です。

☆お問合せ　弘南バス株式会社　　532－2241
　　　　　　弘南バスターミナル　536－5061

樽澤医院

イオン藤崎店

葛野バス停
(10月１日から廃止)

※弘前行き、
浪岡行き
とも廃止

藤崎町
商工会

藤崎町役場

藤崎中学校

イオン
藤崎店
バス停

イオン
藤崎店
バス停

西葛野
バス停
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未就学児の保護者の皆さまへ
　
◎みんなで一緒に走ろうよ！元気に運動会　
　藤崎保育所では今年も運動会を開催します。支援センターでは親子
競技のプログラムを用意しました。この機会に親子で体を動かしなが
らスキンシップを図ってみませんか？
　申し込みは随時受け付けます。当日参加も大歓迎ですので、たくさ
んのご参加をお待ちしています。

☆日　　時　９月27日(土)　午前10時集合
☆場　　所　藤崎保育所所庭(雨天時は藤崎小学校体育館にて開催予定)
☆対 象 者　在宅の未就学児と保護者

◎ゴー！ゴー！バス遠足

　支援センターでは今年も親子でバス遠足を行います。秋の自然に触
れ、お友達との交流を楽しみませんか？

☆日　　時　10月３日(金)　午前９時45分集合　午前10時出発　　
☆場　　所　弘前市　りんご公園
☆対 象 者　在宅の未就学児と保護者
☆持 ち 物　飲み物・着替え(お弁当・敷物は保育所で用意します)　
☆締　　切　９月26日(金)

◎簡単！おいしい！手作りおやつ

　支援センターでは、今年も「手作りおやつ教室」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？

☆日　　時　10月10日(金)　午前10時～正午
☆場　　所　藤崎町文化センター・創作実習室(託児室あり)
☆対 象 者　在宅の未就学児と保護者
☆講　　師　小笠原　雅子先生
☆持 ち 物　エプロン、三角巾
☆締　　切　10月３日(金)

☆申込・お問合せ　地域子育て支援センター　575－6131
　　　　　　　　　藤崎保育所　　　　　　　575－3305　　　　　

平成27年度助成事業募集のお知らせ

　(公財)むつ小川原地域・産業振興財団は、平成元年の設立以来、県内
各地の地域の活性化や産業振興の取組みに対し、幅広く支援しています。
　平成27年度の助成事業を次のとおり募集しています。

☆募集事業名　平成27年度プロジェクト支援助成事業
☆対象事業　地域の活性化及び産業の育成・振興を図る次の事業
　　　　　　①人材育成　②技術開発　③商品開発　④市場・販路開拓
　　　　　　⑤観光開発　⑥環境整備　⑦スポーツ・文化交流など
☆助 成 金　事業費の５分の４以内
☆対象団体　県内の市町村、地域団体、産業団体・組織など
☆募集期間　平成26年９月１日(月)から10月31日(金)(必着)
☆採択の合否　平成27年３月上旬までに通知
☆応募方法等　事業実施要望書に事業計画書を添えて応募してください。
　　　　　  様式は、財団のホームページ(http://www.jomon.ne.jp/  
　　　　　　~mozaidan/)からダウンロードするか、町企画財政課か    
　　　　　　らも入手できます。

☆応募・お問合せ　公益財団法人むつ小川原地域・産業振興財団
　　　　　　　　　〒030-0861
　　　　　　　　　青森市長島２丁目10－４(ヤマウビル７階)
　　　　　　　　　5017-773-6222　FAX：017-773-6245

第20回町民サイクリングラリー参加者募集

☆日　　時　10月13日(月・祝)《小雨決行・荒天中止》
☆目 的 地　弘前りんご公園と弘前市内の趣のある建物
☆集　　合　午前８時30分　常盤生涯学習文化会館前
　　　　　　午前９時　　　スポーツプラザ藤崎前
☆帰　　着　午後３時(予定)
☆持 ち 物　おにぎり・飲み物・手袋等　※肉汁配布あり
☆参 加 料　１人につき300円(保険料・記念品代等)
☆申 込 先　○長谷川時計店　　　　　565ー3040
　　　　　　○常盤生涯学習文化会館　565ー3100
　　　　　　○スポーツプラザ藤崎　　575ー3323
☆申込締切　10月６日(月)
※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。

☆お問合せ　白取 正美　565ー3731

食育健康教室開催のお知らせ　

☆日　　時　10月６日(月)　午後１時30分～午後３時30分
　　　　　　　　　　　　　(受付　午後１時)
☆場　　所　常盤生涯学習文化会館「多目的ホール」
☆講　　師　小野　正人氏(青森県立中央病院 医療管理監)
☆対　　象　藤崎町民　80名(先着順)
☆内　　容　○第１部：健康運動士によるトレーニング指導
　　　　　　○第２部：演題「タバコ」と「子どもの生活習慣」
☆参 加 料　無料
☆申込方法　電話で直接お申込みください。
☆申込締切　９月29日(月)

☆申込・お問合せ　農政課農政係　食育担当(内線2245)


