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健康係からのお知らせ

狂犬病予防注射を実施します
狂犬病予防法により、年１回予防注射を受けることが義務づけられています。
令和元年度秋期の集合予防注射を次のとおり実施します。

◎わくわく講座のお知らせ
｢ひきこもりを知ろう！～理解を深め、できることを考える～｣

☆集合予防注射料金 3,100円
(内訳：注射料金2,550円＋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、獣医が発行した注射済
証を役場へ持参し、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(犬の登録時にもらう鑑札と狂犬病予防注射済票を持参)、
転入・転出又は町内での住所変更や飼い主の変更があった場合は、
住民課環境係に届出してください。

近年社会問題になっているひきこもりは、様々な要因により引き起
こされます。ひきこもりについて学び、つきあい方や支援方法などを
考えてみましょう。参加は無料です。

☆実施場所
○９月29日(日) 担当獣医師：小友先生(おとも動物病院)
時 間
場 所
10:00 ～ 11:30
町役場裏
13:00 ～ 14:30
常盤生涯学習文化会館前

☆申込締切

○９月30日(月) 担当獣医師：小堀先生(コボリ動物病院)
時 間
場 所
９:00 ～ ９:05
福舘地区コミュニティ消防センター前
９:10 ～ ９:15
富柳老人憩の家前
９:25 ～ ９:40
福島公民館前
９:50 ～ 10:10
常盤老人福祉センター前
10:20 ～ 10:40
亀田地区交流センター前
10:50 ～ 11:10
榊公民館前
11:20 ～ 11:40
水木地区ふるさとセンター前
13:10 ～ 14:00
常盤生涯学習文化会館前
○10月１日(火) 担当獣医師：石澤先生(石澤動物病院)
時 間
場 所
９:00 ～ ９:20
藤越研修集会所前
９:30 ～ ９:50
旧藤崎町役場跡
10:00 ～ 10:20
ふれあいずーむ館裏
10:30 ～ 10:50
西中野目生活改善センター前
11:00 ～ 11:15
下俵舛地区コミュニティ消防センター前
11:25 ～ 11:40
藤崎町ふれあい健康センター前(矢沢)
13:10 ～ 14:00
町役場裏
☆お問合せ

住民課環境係

☆日
☆場
☆内

時
所
容

９月27日(金) 午後１時30分～午後３時30分
町文化センター３階 ｢多目的ホール｣
○｢ひきこもりについて知ろう｣
講師：青森県ひきこもり地域支援センター
ひきこもり支援コーディネーター 山本 みさを 氏
○｢事例から考える、ひきこもり支援｣
講師：ひろさき若者サポートステーション 担当者
９月20日(金)

◎９月24日～30日は結核予防週間です
結核は結核菌によって主に肺が炎症を起こす病気です。
最初は風邪に似た症状で見分けがつきにくいため、医師に詳しい症
状を伝え、早期に診断、治療を受けることが重要です。
厚生労働省では９月24日～30日を結核予防週間と定め、結核に対す
る正しい知識の普及啓発を図っています。
☆こんなときは早めに医療機関を受診しましょう
痰のからむ咳や微熱・身体のだるさが２週間以上続いている。
☆結核はどう感染するの？
咳やくしゃみと一緒に空気中に飛び散った結核菌を、周囲の人が直
接吸い込むことで感染します。
☆結核を予防しましょう
○適度な運動・十分な睡眠・バランスのよい食事など健康的な生活
を心がけ、喫煙は避けましょう。
○抵抗力の弱い赤ちゃんは結核に感染すると重症化しやすく生命を
危うくすることがあります。予防にはＢＣＧ接種が有効です。
１歳までに接種してください。
☆高齢者の結核について
国内の結核患者数のうち、平成29年結核新規登録者の約７割が60歳
以上の高齢者であり、特に80歳以上では新規登録者の約４割を占めて
います。高齢者の場合は症状が出にくいため、年に１度は結核検診を
受けましょう。
☆お問合せ

福祉課健康係 ☎88ー8197

588－8169

バスに乗って楽しい親子遠足に出かけよう
藤崎町防災訓練を実施します
町では、災害に強い安全な町づくりのために、次の日程で防災訓練
を実施します。
当日は訓練の間、役場周辺で交通規制が行われます。(下記地図参照)
また、消防車両がサイレンを鳴らしたりしますので、火災と間違わな
いよう注意してください。
☆日
☆場

時
所

９月22日(日)
町役場周辺

午前９時～午前11時

当日は交通規制が行われます

役場

藤崎
診療所

容

☆お問合せ

町文化
センター
スポーツ
プラザ藤崎

規制区間

○内

商工会

国道３３９号バイパス

藤崎児童公園

藤崎老人
福祉センター

駐在所

水防工法訓練、道路確保・救助救出訓練、
参加事業所及び町民による初期消火訓練 ほか
総務課防災係

☎88ー8295

町地域子育て支援センターでは、在宅の未就学児とその保護者を対
象に、バス遠足を実施します。秋の自然に触れ、友達との交流を楽し
みませんか。たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日

時

10月１日(火) 午前10時 藤崎保育所出発
※午前９時45分までに藤崎保育所へ集合してください。
☆場
所 板柳町ふるさとセンター
☆持 ち 物 飲み物、着替え ※お弁当は支援センターで準備します。
☆申込締切 ９月20日(金)
☆申込・お問合せ

町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

「ＦＰフォーラムin弘前」開催のお知らせ
キャッシュレス決済の選択肢が増え、電子化、自動化、小口化が進
み、私たちの生活がどのように変わるかについて講演会を開催します。
参加は無料です。皆さんのご参加をお待ちしてます。
☆日
☆場
☆講

時 10月５日(土) 午後１時30分～午後３時
所 ヒロロ４階 ｢弘前市民文化交流館ホール｣
(弘前市駅前町９－20)
ふ ろ う ち
あ や
師 ファイナンシャルプランナー 風呂内 亜矢 氏

☆お問合せ

日本FP協会青森支部 ☎0120ー874ー251(平日 午前10時～午後５時)

家庭ごみ(一般廃棄物)の処分手数料改定について
黒石地区清掃施設組合では、ごみの搬入件数及び搬入量の増加に伴
い、10月から処分手数料を改定します。
直接搬入される家庭ごみには、資源化できる紙類やビン類、空き缶等
が多く含まれ、ごみの資源化や減量化が進まない要因になっています。
家庭ごみを搬入される場合は、ごみと資源を分別した上で搬入して
くださるよう、ご理解とご協力をお願いします。

搬入量

10月から

９月末まで

50㎏未満

無
10㎏につき100円

50㎏以上

料

10㎏につき100円
(表記は１㎏につき10円)

※搬入量は組合で設置している計量器により計量した重量となります。
☆お問合せ

黒石地区清掃施設組合

2020年農林業センサスの調査員を募集しています
農林業センサスは、全ての農林業関係者を対象に、生産構造や就業構造な
どの農林業の実態を地域ごとに明らかにすることを目的とした国の調査です。
☆調査員募集要件
○応募資格 ・満20歳以上の方
・心身共に健康で、責任を持って調査を行える方
・調査において知り得た情報について秘密厳守できる方
・税務・警察・選挙等に直接関係のない方
○応募方法 申込用紙に必要事項を記入の上、経営戦略課企画調整
係に提出してください。
申込用紙は経営戦略課企画調整係の窓口に備え付けて
いるほか、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)からもダウンロードできます。
○募集人数 58名 ※応募多数の場合は選考となります。
○募集締切 ９月20日(金) ※郵送の場合は当日消印有効
☆お問合せ

経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258

☎53ー1222

自衛官募集のお知らせ
次のとおり、自衛官を募集します。

藤崎町商工会からのお知らせ
◎｢第７回ふじさき秋まつり｣出店者募集のお知らせ
☆出 店 日 11月16日(土)、17日(日) 午前９時30分～午後３時
☆出店場所 町役場前駐車場(買物広場)
☆出店条件 店舗スペース：１店舗あたりテント１張
出
店
料：2,000円
そ
の
他：できるだけ地場産品を販売してください。
☆申込方法 商工会窓口に出店申込書を提出してください。
(出店申込書は町商工会に備え付けています。)
☆申込締切 ９月26日(木)
☆そ の 他 店舗スペースには限りがありますので、出店者多数の場
合は申込受付後でも出店をお断りする場合があります。

○防衛大学校(一般)
☆資格：高卒(見込含)、21歳未満 ☆試験日：11月９日(土)、10日(日)
○防衛医科大学校(医学科)
☆資格：高卒(見込含)、21歳未満 ☆試験日：10月26日(土)、27日(日)
○防衛医科大学校(看護科)(自衛官候補看護学生)
☆資格：高卒(見込含)、21歳未満 ☆試験日：10月19日(土)
○自衛官候補生(男女)
☆資格：18歳以上33歳未満 ☆試験日：12月７日(土)、８日(日）
○その他(共通)
☆申込期限 ９月30日(月) ※自衛官候補生(男女)のみ12月22日(日)
※試験場所等の詳細はお問合せください。
☆お問合せ

◎藤崎町プレミアム付商品券を販売します
９月22日(日)、23日(月・祝)及びそれ以降の平日
※3,000セット限定、なくなり次第終了となります。
☆販売場所 町商工会
※９月22日(日)、23日(月・祝)は町商工会、コミュニティ
プラザぽっぽら(北常盤駅併設)の２か所で販売します。
☆販売時間 午前９時～午後４時(コミュニティプラザぽっぽらも同じ)
☆内
容 １枚1,000円の商品券11枚(１セット)を10,000円で販売
します。１人５セット(50,000円分)までとなります。
なお、代理人による購入はできません。
☆有効期間 ９月22日(日)～令和２年１月23日(木)
☆取扱店舗 青いのぼりが取扱店舗の目印です。
詳細は９月中旬の新聞折込チラシをご覧ください。

布ぞうり作り教室参加者募集のお知らせ

☆販売期間

☆申込・お問合せ

藤崎町商工会

575ー2370

自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所 ☎27ー3871

家庭にある使い古しのタオルや手ぬぐいを使って、布ぞうりを作っ
てみませんか。
☆日
☆講
☆定
☆持 ち

時 10月４日(金) 午前９時30分～午後３時
師 尾崎 行雄 氏
員 20名 ※中学生以上
物 使い古しのタオル４枚(35cm×80㎝ほどで色のついたもの)、
裁ちばさみ、昼食、飲み物
※作業しやすく汚れてもいい服装でご参加ください。
☆参 加 料 無料
☆申込受付 ９月20日(金) 午前９時～
☆申込・お問合せ

弘前地区環境整備センタープラザ棟 536ー3388
受付時間：午前９時～午後４時
※月曜日は休館、月曜日が祝日の場合は翌日が休館

黒森山ウォーキング参加者募集のお知らせ
黒森山の頂上まで約１時間、身体の活性化のため、一緒に楽しく歩
いてみませんか。
☆日

時

☆集合場所
☆持 ち 物
☆募集人員
☆参 加 料
☆申込締切
☆申 込 先

☆お問合せ

令和元年度

10月９日(水) 午前８時～午後３時30分
※雨天決行
津軽みらい農協常盤支店又は町役場
雨具、軍手、入浴用具(シャンプー類は温泉にあります。)
先着25名
2,000円(バス・温泉・昼食・傷害保険料などを含む)
※当日集金します
10月１日(火)
常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100
スポーツプラザ藤崎
☎75ー3323
ときわ山岳会 三上
565ー2008
※日程(コース)などの詳細はお問合せください。

下水道推進標語

第30回町民サイクリングラリー参加者募集のお知らせ
☆日

時

☆行 き 先
☆集合時間
☆持 ち 物
☆参 加 料
☆申 込 先
☆申込締切
☆免責事項

☆お問合せ

10月14日(月・祝) 午前８時30分～午後３時
※雨天中止
弘前公園～藤田記念庭園～弘前りんご公園
午前８時30分 常盤生涯学習文化会館
午前９時
スポーツプラザ藤崎
おにぎり、飲み物、手袋 等 ※肉汁配布あり
１人300円(保険料、記念品代等)
○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
10月８日(火)
ラリー中の事故の補償については、傷害保険の給付限度
内となります。
常盤サイクリングクラブ
5090ー6626ー9554

会長

加藤 順康

下水道への加

「下水道 見えないしごとに 金メダル」

入、よろしく
お願いしま～

下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎75－6025

スイスイ！

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

