２０１５年（平成27年)

８月15日発行

広報お知らせ号

〒038－3803
藤崎町大字西豊田一丁目１番地

藤崎町企画財政課企画係
575－3111(内線2224)

梅沢富美男ひと味つがる？！
弘前・津軽おすすめイチバンの旅
弘前圏域の魅力を紹介する旅番組で藤崎町が紹介されますので、
皆さまぜひご覧ください。
☆放送日時 ８月22日(土)
☆放 送 局 ＢＳ日テレ

午後４時～

タッピングタッチを体験してみませんか
タッピングタッチは、２人１組のペアで相手の体に優しく触れることで心
と体の緊張を和らげる新しいケア手法です。簡単でありながら「不安や緊張
が軽減する」
「肯定的な感情が高まる」などの効果が得られるため、看護や
介護の現場だけでなく、東日本大震災以降は被災地で心の痛みを和らげる
方法として利用されているタッピングタッチをあなたも体験してみませんか。
☆日
☆場
☆講
☆参 加

時 ９月11日(金) 午後１時～午後１時40分
所 町文化センター ３階「多目的ホール」
師 逢坂 久美子 氏(認定インストラクター)
費 無料

☆お問合せ

福祉課健康係(内線2121)

「2016年版青森県民手帳」予約受付中です

平成28年度農業関係補助事業実施要望を受付します
平成28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。
内容は次のとおりですので、希望する方はお申し込みください。
☆申込期限
☆申 込 先

９月14日(月) ※期限は厳守してください。
農政課農政係
※一部事業については各農協にお申込みしていただく
場合もあります。詳細はお問合せください。
☆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とします。
①りんご果樹関係 改植、防風網、スピードスプレイヤー他
②野菜・花き関係 パイプハウスおよび附帯施設、特産果樹
(ぶどう・もも等)新植に係る園地整備・苗木・支柱等、
雨よけハウス、防薬ネット、簡易選果機他
③水稲・転作関係 水稲直播栽培用機械、栽培管理用機械、
田植機、コンバイン、トラクター、乾燥機、乗用管理機他
※その他農業機械を希望する場合はご相談ください。
☆提出書類 ①事業実施申込書 ②積算資料(見積書、設計書、カタログ等)
③実施場所等の図面 ④その他必要な書類
※申込書の用紙は農政課農政係に準備しています。
☆留意事項 ①今年度まで実施可能であった事業でも、平成28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
より要望どおり実施できなくなる場合があります。
また、採択されても予算等の事情により事業量の調整
を余儀なくされる場合もありますのでご了承ください。
②補助率等各事業の詳細は、お問合せください。
③申込みが期限までに間に合わない場合は、必ず事前に
ご連絡ください。

10月中旬県内書店・コンビニ等で発売予定の2016年版青森県民手帳
☆申込・お問合せ
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、ご希望の方はこの機会にぜ
ひご予約ください。
☆2016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・黄緑系・ベージュ系・ピンク系
青緑系(全７色)
○予約価格 430円(定価500円)※いずれも税込み
○内
容 スケジュール帳、各種統計、観光マップ、
イベント情報、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７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えでお受け取りください。

農政課農政係(内線2243、2244、2245)

人・農地プランの見直しに伴う地域座談会を開催します
人・農地プランとは、地域の農業をどのように進めていくかを地
域で協議して定めたもので、藤崎町は小学校学区を基準に３地区(藤
崎・藤崎中央・常盤)に区分けされており、平成27年３月に見直しが
行われています。
しかしその後、新たに農業を始めたいという方や農地をほかの方に
預けたいという方が出てきており、再度見直しをする必要が生じたた
め、次の日程で見直しに伴う地域座談会を開催します。
地域農業のこれからについて話し合う重要な機会ですので、ぜひご
参加ください。

☆開催場所・日時
日
時
場
所
対象地区
☆予約受付・お問合せ 企画財政課企画係(内線2224)
８月25日(火)
町文化センター
藤崎地区
西中野目生活改善センター 藤崎中央地区
各会場とも
８月26日(水)
８月27日(木) 午後６時30分から 常盤生涯学習文化会館 常盤地区
女性消防団員募集のお知らせ
８月28日(金)
町文化センター
藤崎中央地区
☆各地区と町内名との対応
女性消防団員は、防火運動や応急手当の指導などを行う、非常勤の
地区名
町内名
特別地方公務員です。近年では女性の視点で活動できる女性消防団に
藤崎地区
舟場・みつや・表町
・仲町
・曲新田・
本町・木挽町・朝日町
期待が集まっています。自分の町を自らの力で守ってみませんか。
館川町・下町・緑町・新町・横町・伝馬・白子・林崎
入団を希望される方、関心のある方は担当までお気軽にご連絡ください。
藤崎中央地区 葛野・藤越・中野目・吉向・亀岡・西中野目・俵舛・下俵舛
柏木堰・水沼・矢沢・小畑・中島・東町・西豊田一丁目
☆入団資格
西豊田二丁目・西豊田三丁目
・藤崎町に居住している方 ・年齢18歳以上の健康な方
常盤地区
常盤・徳下・三ツ屋・福島・福左内・水木・久井名舘
☆主な活動内容
富柳・福舘・若松・榊・亀田・若柳・西田・小学校通り
・防火運動などの啓発活動 ・地域住民への応急手当の指導など
☆お問合せ

☆お問合せ

総務課防災係(内線2208)

平成27年度

農政課農政係(内線2245)

下水道推進標語

下水道への加

「忘れない 暮らしの下に
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎75－6025

下水道」

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」

農地の借受・貸付希望者の受付中
～農地中間管理事業で有利に規模拡大を！～

鳥害防止機器使用の注意点
農作物が実る時期になり、水田や樹園地の周りではカラス・スズメ
等の鳥獣による農作物被害防止のために使用される爆音器が目立つよ
うになりますが、爆発音やディストレスコール(鳥が危険にさらされ
たときに発する悲鳴)を利用した鳥害防止機器については、例年周辺
住民から騒音苦情が寄せられています。
居住地域との距離が十分とれない農地で鳥害防止機器を使用する場
合は、早朝・夜間の使用を控える、音量を抑える、発音の方向に留意
する等の対策をとるとともに、設置を事前に近隣住民に知らせる等周
辺環境に十分配慮して使用してくださるようお願いします。
☆お問合せ

農政課農政係(内線2243)

「農業ビジネス成長戦略講座」の開催について
町では、農産物の生産振興と利用拡大に向けた付加価値を創出する農
産加工品づくりのための「農業ビジネス成長戦略講座」を開催します。
本講座で農産物の加工に取り組み、付加価値を高めた商品づくりの手
法を学びませんか。入門講座ですので、どなたでも奮ってご参加ください。

公益社団法人あおもり農林業支援センターでは、平成26年から農地
中間管理機構の指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。
この事業は、経営規模の縮小を検討する貸付希望者(出し手)から機
構(支援センター)が農地を借り入れ、規模拡大したい借受希望者(受
け手)に、まとまった農地を貸し付けるものです。
借受希望者(受け手)は事前の応募が必要で、申込みは機構(支援セ
ンター)のほか、農政課窓口で受け付けています。(５月末および10月
末に取りまとめ翌月に公表されます。)
また、農地を機構に貸したい貸付希望者(出し手)についても同様に
受け付けていますので、お気軽に問い合わせください。
※平成27年度から、すでに締結された農作業受委託契約を賃貸借に切
り替える場合は、農作業受託していた受け手を優先するよう貸付
ルール(事業規程)が変更になりました。
☆申込・お問合せ

☆日程等
日時・会場

内

(座学形式)
地域資源を活用した新事業の展開
・食と農で地域復活の予感
・加工食品業界の限界と新しい価値の創造
ふれあいずーむ館
・ローカルブランド時代の到来
１階 ふれあいひろば
・なぜ農産加工食品の時代か
☆講
師 (株)キースタッフ 代表取締役 鳥巣 研二 氏
☆受 講 料 無料
☆今後の予定 今回の講座を受講された方を対象(定員20名程度)とし、
さらに具体的な農業ビジネスの手法を学ぶことができる
全６回の継続講座を開催します。
☆申込・お問合せ

戦後海外から引き揚げて来られた方々へ

容

９月８日(火)
午後１時～午後４時

地方創生推進室(内線2272)

税関では戦後、海外から引き揚げて来られた方々からお預かりした
約87万件の未返還の保管証券類をお返ししています。
返還の請求はご本人だけでなくご家族の方でも構いません。
「もし
かしたら家にも…」とお気付きの方は、お気軽にお問合せください。
◎保管証券類とは
日本銀行券(新・旧)、旧日本軍軍票、預貯金証書、国債証書などを
いいます。上陸港で引揚者から税関が預かった「上陸港扱いの保管物
件」と外地からの引き揚げの際、在外公館または日本人自治会へ寄託
され、最終的に税関に移管された「外地扱いの保管物件」があります。
・終戦後、海外から引き揚げて来られた方々が、上陸地の税関・海運
局に預けられた通貨・証券。
まおか

時
所

９月５日(土) 午後２時～午後３時30分
ふれあいずーむ館 ※入場無料
町文化センター ☎75ー3311

☆お問合せ

人権擁護委員です

とよさかえ

る

た

か

しんよう

きつりん

あんざん

撫順、鞍山など)にあった在外公館、日本人自治会に預けられた通
貨・証券等のうち日本に返還されたもの。

☆お問合せ
町文化センターで主催している小学生合唱団と文化協会所属のさわ
やかラブリーコーラスによる楽しい合唱ミニコンサートを開催します。
秋にちなんだ唱歌や叙情歌、昔ばなしにまつわる童謡をすてきな歌
声でお届けしますので、皆さまお誘い合わせの上お越しください。
☆日
☆場

おおどまり

・帰国前に樺太(真岡、大泊、豊栄、留多加など)、満州(瀋陽、吉林、
ぶじゅん

「秋のふれあいミニミニコンサート」開催のお知らせ

農政課農政係(内線2245)
公益社団法人あおもり農林業支援センター
☎017－773－3131

函館税関青森税関支署 ☎017ー734ー0780

看護師さんからお話を聞こう！

子育て支援センターでは保育所の看護師を講師に招き、「子どもが
かかりやすい病気あれこれ」と題し、病院へ受診するときのポイント
をお話ししてもらいます。興味のある方は事前に申込みの上(当日ま
で可)、お気軽にご参加ください。
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆講
師

８月20日(木) 午前10時30分～正午
藤崎町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
在宅の未就学児と保護者
福士 則子 看護師

☆日

時

☆場
☆内

所
容

☆併設催事

９月１日(火) 午前９時～午後４時
９月２日(水) 午前９時～午後３時
りんご研究所(黒石市大字牡丹平字福民24)
①研究成果の資料展示・試験ほ場の公開
相談コーナー(栽培、品種、病害虫)
②りんご講演会 ９月１日(火) 午前10時～午前11時30分
・今年の早期開花と今後の注意点～過去の事例からみて～
・遺伝情報を利用したりんご新品種の開発
・りんごの輪紋病の枝感染と各種薬剤の防除効果
・おうとう新品種「ジュノハート」の特性
③りんごの試食販売(両日ともなくなり次第終了)
・９月１日(火) 午後１時～午後２時
・９月２日(水) 午前10時～午前11時
※９月１日(火)は「ミスりんご」が来所します。
④りんご資料館の開放(「老いたるりんごの物語」油彩画展)
農業資材、地域物産、農業図書などの展示・販売

☆お問合せ

りんご研究所 ☎52ー2331

平成27年７月１日付けで、次の方々が人権擁護委員に再任・新任さ
れましたのでお知らせします。
☆申込・お問合せ 地域子育て支援センター ☎75ー6131
人権擁護委員は、皆さんが暮らしの中で抱えている困りごとや悩み事、
藤崎保育所
☎75ー3305
あるいは差別を受けたり、トラブルに巻き込まれたりしたときに相談を受
け、それを解決するための援助をしています。相談は無料で秘密は厳守し
ますので、電話等でお気軽にご相談ください。
りんご研究所参観デーのお知らせ
◎３年間よろしくお願いします
・小野寺 福雄 ☎65ー2141※再任
・浅 利
克 ☎65ー2067※新任
☆お問合せ

住民課住民係(内線2138)

放送大学10月入学生募集について
放送大学では、平成27年度第２学期(10月入学)の学生を募集しています。
放送大学はテレビ等の放送やインターネットを利用して授業を行う
通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など幅広い分野を学
べますので、興味のある方は資料(無料)をご請求ください。
☆出願期間

９月20日(日)まで

※インターネットでの出願も可能

☆お問合せ

放送大学青森学習センター

☎0172ー38ー0500

