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広報お知らせ号

〒038－3803
藤崎町大字西豊田一丁目１番地

藤崎町経営戦略課企画調整係
588－8258

伐採木を配布します

町防災訓練を実施します
町では、水害が発生したという想定で、防災訓練を実施します。
｢災害に強い安全な町づくり｣のために、町民の皆さんのご協力をお願
いします。
☆日
☆場

時
所

９月22日(日)
町役場周辺

午前９時～午前１１時

☆お問合せ

総務課防災係

☎88ー8295

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験実施のお知らせ
Ｊアラート(全国瞬時警報システム)とは、大規模な自然災害や弾道
ミサイル攻撃などの情報を、町防災行政無線を通じて国から住民へ直
接瞬時に伝達するシステムです。
国では、緊急時における住民への情報伝達体制に万全を期すため、
Ｊアラートの全国一斉情報伝達試験を行います。
☆実施日時
☆放送内容

☆お問合せ

８月28日(水) 午前11時～
※災害等の状況によっては試験を中止することがあります。
・上りチャイム音
・｢これは、Ｊアラートのテストです。｣を３回繰り返す。
・｢こちらは、防災藤崎広報です。」
・下りチャイム音
総務課防災係

588ー8295

工事で発生した伐採木を無償で配布します。
☆配 布 木

○長さは１ｍ程度に切ってあります。
○太さは５㎝～30cm以上です。
○樹種は｢ヤナギ｣です。
☆配布期限 11月下旬まで ※上下水道課で受付します。
☆配布場所 藤崎町大字藤崎字下袋106番地３
(国道339号から旧弘前実業高校藤崎校舎方面へ曲がって左側)
※木がなくなり次第終了となります。
☆注意事項 切断、運搬等の要望には対応しません。
積込み、運搬の際は事故やケガのないようにご注意ください。
事故やケガがあった場合、個人での対応になります。
※詳細は上下水道課にお問合せください。
☆お問合せ

上下水道課工務施設係 575ー6025

水道工事は町指定店へ
漏水の修理や新設・改造・撤去などの工事は｢町指定工事店｣へお申
込みください。
新しく工事店を指定しましたのでお知らせします。
○新規の指定工事店
株式会社共栄設備 代表取締役
☆お問合せ

上田 力 562－0216

上下水道課工務施設係 575ー6025

職場の｢受動喫煙防止対策｣を進めていますか

一般介護予防事業(らく楽教室)移動教室のお知らせ

受動喫煙とは、室内と室内に準ずる環境において、他人のたばこの
煙を吸わされることです。
受動喫煙対策については、健康増進法の一部を改正する法律が一
部施行され、行政機関などでは敷地内禁煙の措置がとられています。今
般、事業者における受動喫煙対策の一層の推進を図るため、｢職場にお
ける受動喫煙防止のためのガイドライン｣が作成されました。
事業者は、労働者の健康を保持・増進するためにも、労働者の受動
喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置に努
めましょう。

一般介護予防事業のらく楽教室では、介護予防の一環として、外出
によるリフレッシュと参加者同士のコミュニケーションを図るため、
移動教室を行います。教室の参加者はもちろん、初めて参加する方も
大歓迎です。たくさんのご参加をお待ちしています。

※改正法やガイドラインの詳細は厚生労働省ホームページ(https://
www.mhlw.go.jp/)をご覧ください。
☆お問合せ

福祉課健康係

588－8197

みんなでフジロックフェスタ！にいこう
夏の終わりの恒例イベント｢フジフェス！｣が今年も開催されます。
ステージパフォーマンスの他、飲食ブースやフリマ出店、ＢＢＱ
コーナーなど楽しいイベントが盛りだくさんです。みんなで｢ふん
ちゃぎ｣の夏を満喫しましょう。
☆日
時
☆場
所
☆フリマ出店

９月１日(日) 午前９時40分～
町文化センター及び町役場駐車場
駐車スペース１台分でのフリーマーケット(クラフト品
や農産物販売・ワークショップ運営等)の出店を受付し
ています。※先着順
☆スタッフ募集 地域の盛り上げや、イベント運営に興味のあるボラン
ティアスタッフを随時募集中です。
※詳細は｢フジロックフェスタ！藤崎町｣を検索してください。
☆申込・お問合せ

藤崎をロックに奮わす会(ＦＲＦ会)
担当者 ＦＲＦ会 会長 佐藤 裕也
☎75ー2217(アントルメ佐藤菓子店内)
Ｅメール：fujisakirock@yahoo.co.jp

☆日

時

９月27日(金) 午前８時45分～午後１時30分(移動時間含む)
【午前８時45分】常盤老人福祉センター出発
【午前９時】町文化センター出発
☆場
所 高岡の森 弘前藩歴史館
☆内
容 企画展｢津軽信政と高照神社｣観覧 ほか
☆対 象 者 らく楽教室の参加者、65歳以上の町民の方
☆募集定員 先着30名
☆参 加 料 無料 ※昼食は自己負担となります。
☆持 ち 物 飲み物、帽子、タオルなど各自必要なもの
☆申込締切 ９月10日(火)
※詳細は町文化センターまでお問合せください。
☆申込・お問合せ

町文化センター 575ー3311

常盤地区住民の皆さんへ

黒石地区清掃施設組合からのお願い
６月13日、黒石地区清掃施設組合粗大ごみ処理施設で、ごみ処理中
に小規模火災が発生しました。早期発見により大事には至りませんで
したが、原因はリチウムイオン等の充電式電池と推測されることから、
取り外した電池等については燃やせないごみには出さず、分別の上、
町役場又は常盤生涯学習文化会館の専用回収箱・缶に出してください。
ご不明な点は、黒石地区清掃施設組合又は住民課環境係へご相談く
ださい。
☆お問合せ

黒石地区清掃施設組合 553ー1222
住民課環境係 588ー8169

ピザ作りで出会いを見つけてみませんか

第50回津軽花火大会のお知らせ

ひろさき広域婚活支援事業実行委員会では、圏域市町村にお住まい
の方の婚活支援のため、婚活イベント｢神さんのプチ畑でピザ作りコ
ン｣を開催します。

5,000発の花火が津軽の夏の夜空を美しく彩ります。
50年目の節目となる大会ですので、ぜひ会場で臨場感あふれる花火
をお楽しみください。

☆開 催 日 ８月20日(火)
９月８日(日) 午前10時～午後３時(受付 午前９時30分～)
☆場
所 平川河川敷 ｢白鳥ふれあい広場｣
神さんのプチ畑(藤崎町大字藤崎字西豊田58ー４)
◎プログラム
20歳から30歳代までの独身の方
午後４時30分 ザ・つがるベンチャーズ(エレキ演奏）
男女各10名 ※応募者多数の場合は、抽選となります。
午後５時
Ａllegross｢あれぐろす｣＆弓姫(洋・和の演奏)
2,000円
午後５時30分 お米アイドル｢ライスボール｣ライブ(りんご娘の妹分)
電話又は電子メールにて、次の①～⑧をお知らせください。
午後６時
桂ゆり歌謡ショー(新・藤崎音頭をリリース)
①氏名(ふりがな) ②性別 ③生年月日 ④電話番号
午後６時30分 灯ろう流し
午後７時
開 会
⑤住所 ⑥ニックネーム ⑦メールアドレス ⑧職業
☆申込締切 ８月30日(金) 午後５時
◎観覧席前売券好評発売中！
☆価
格 900円(当日券1,000円)
☆申込・お問合せ 住民課子育て支援係 588ー8184
☆販売場所 藤崎町商工会、イオン藤崎店(サービスカウンター)
Ｅメール：fujisaki-deai@town.fujisaki.lg.jp
☆販売期限 ８月19日(月) ※商工会での販売は８月16日(金)まで

☆日
時
☆場
所
☆募集対象
☆募集定員
☆参 加 料
☆申込方法

☆お問合せ

令和元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13日(日)に行われる介護支援専門員(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
援専門員実務研修を受講される方を対象に勉強会を開催します。
受講者の個人情報については秘密を厳守します。
☆日

時

８月21日(水)～10月９日(水)の毎週水曜日
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した方
で、合格後、青森県介護支援専門員協会に入会し、介護
支援専門員倫理要領を守れる方。
☆受 講 料 3,000円(資料代) ※全日程終了時(10月８日(火))に徴収
☆申込方法 氏名、連絡先を記入した用紙(様式は任意)を郵送又は
ＦＡＸにてお申込みください。
☆申 込 先

〒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 社会福祉士 野呂
ＦＡＸ 89－7733
※電話での申込み・お問合せは受付しませんのでご了承ください。

幻想的な灯ろうを流してみませんか
平和祈願、先祖供養として灯ろうを流してみませんか。
☆開催日時
☆場
所
☆価
格
☆販売場所
☆販売期限

８月20日(火) 午後６時30分
平川河川敷 ｢白鳥ふれあい広場｣
１基1,200円
藤崎町商工会、昭伝寺、心光寺、摂取院、称名寺、法光寺、
福田寺、便心寺
８月19日(月) ※各お寺は８月20日(火)まで受付します。

☆お問合せ

藤崎町商工会青年部 575ー2370

楽しく体を動かそう！うんどう会のお知らせ
町地域子育て支援センターでは、今年も藤崎保育所の運動会に親子
競技で参加します。この機会に親子で楽しく体を動かしてみませんか。
たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
☆場

時
所

☆対 象 者
☆申込締切

藍擦り染め体験教室のお知らせ

時
所

☆講

師

☆募集定員
☆参 加 料
☆持 ち 物
☆そ の 他
☆申込受付

９月７日(土) 午前９時30分～正午
弘前地区環境整備センター プラザ棟
(弘前市町田字筒井６ー２)
ＮＰＯ法人青森県環境パートナーシップセンター
会員 齊藤 サツ子 氏
20名(小学校５年生以上)
※小学生の場合は保護者の同伴が必要です。
無料
ハンカチ、バッグなど藍で模様を入れたい布製品を１つ。
※図案のサイズは14㎝×12㎝です。
作業がしやすく、汚れても構わない服装でお越しください。
８月25日(日) 午前９時～

☆申込・お問合せ

令和元年度

９月７日(土) 午前10時集合
藤崎保育所所庭
※雨天時は藤崎小学校体育館で行います。
在宅の未就学児と保護者
８月30日(金)

☆申込・お問合せ

環境にやさしい藍の擦り染めで、こぎん刺し模様の作品を作ってみ
ませんか。
☆日
☆場

藤崎町商工会 575ー2370

弘前地区環境整備センタープラザ棟
536ー3388 (受付時間は午前９時～午後４時)
※月曜日は休館

町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所 575ー3305

原子力に関する意見交換会を開催します
県では、原子力に関する県民の知識を深めてもらうため、町民との
意見交換会を開催します。
☆日
☆場
☆内

時
所
容

☆お問合せ

９月10日(火) 午後１時30分～午後３時45分
町文化センター ３階｢多目的ホール｣
○解説｢放射線影響の基礎知識｣について
帝京大学医療技術学部 教授 鈴木 崇彦 氏
○説明｢原子力政策・原子力事業の現状｣ について
経済産業省資源エネルギー庁、東北電力㈱ ほか
○展示・実演｢くらしに役立つ放射線｣
(国研)量子科学技術研究開発機構 高崎量子応用研究所
○意見交換
青森県エネルギー総合対策局原子力立地対策課
広報企画グループ 5017ー734－9738

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 見えないしごとに 金メダル」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎75－6025

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」

