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ふじさき
みんなで築く 希望に満ち、
活力があふれるまち ふじさき

３年連続金賞受賞おめでとう！
常盤小学校スクールバンド部 第45回マーチングバンド全国大会 出場
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町民の健康増進のために
11
15
場所：町長室

チームでつかんだ初優勝！
11
15
場所：町長室
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弘前聖愛リトルシニアが第39回秋季新人東北大会で
優勝し、決勝戦で４番を務めた弘前聖愛中学校２年の
町田 修平 くん(新町)が来庁しました。優勝につなが
る勝ち越し打を打った町田くんは｢チームのみんなが
つないでくれたおかげです｣と話していました。

健闘を讃えて
11
25

関場クリニック 院長 関場 慶博 氏が、長年にわた
り町の国保運営協議会の委員を務め、町民の健康増
進に寄与したとして、厚生労働大臣表彰を受賞しまし
た。関場院長は｢健康でいる限り、これからも町民の
ために活動を続けていきたい｣と話していました。

大好きなピアノで全国大会へ
11
15
場所：町長室

場所：ふれあいずーむ館

第43回藤崎町朝野球大会の閉会式が行われました。
優勝したアントルメサトウ野球団に優勝旗が手渡され、
チーム全員が優勝の喜びを分かち合いました。表彰式
後の懇親会では、参加した８チームがそれぞれの功績
と健闘を讃え合いながら、仲間同士の絆を深めました。

祝長寿

藤崎小学校３年の阿部 心実(ここみ) さんが、ショ
パン国際ピアノコンクール全国大会出場報告のため
来庁しました。３歳からピアノを始めたという阿部
さんは｢全国大会では力を発揮できるよう、リラッ
クスして演奏したい｣と意気込みを語りました。

100 歳おめでとうございます

満100 歳のお誕生日を迎えたお二人に、町から
長寿顕彰状と長寿祝金が贈られました。

明けましておめでとうございます。
町民の皆様におかれましては、新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し
上げます。また、日頃より町政に温かいご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
町では、平成29年度より、｢みんなで築く 希望に満ち、活力があふれるまち ふじさき｣
を将来像に据え、新たなまちづくりに取り組んでいるところですが、振り返ると、随
所に取組の成果が見受けられる年でありました。
最初に思い浮かぶのは、町の宝である子どもたちが活躍している姿です。
全国大会で最優秀賞である金賞を３年連続受賞した常盤小学校スクールバンド部をは
じめ、バドミントンや柔道、陸上競技など、団体・個人を問わず全国大会の大舞台で実
力を遺憾なく発揮し、日本中に藤崎町の名前を響かせております。次代を担う子どもた
ちの活躍に、自分自身感銘を受け、勇気づけられ、｢今日もがんばるぞ｣と、気持ちを奮
い立たせる原動力となりました。
少子化が進む現在、中学生までの医療費無料化や定期予防接種の全額助成などの事業を
継続するほか、平成30年度から学童保育クラブ事業の対象者を小学校の全学年に引き上げ
るなど、子育て支援の更なる充実を図ってまいります。
今年春には、いよいよ｢(仮称)ふじさき食産業創造拠点施設｣が完成します。｢ふじ｣発
祥の地として名高いりんごのほか、米、にんにく、トマト、アスパラガス、卵など品
質の高い地域産品を最大限に活用し、基幹産業である農業を中心に、販売強化・雇用
創出へと繋げ、活力と魅力あふれる産業づくりに取り組んでまいります。
ふじさき秋まつりや町民運動会など町が実施したイベントには、多くの町民の方々
が参加してくださいました。健康づくりや生涯スポーツなど幅広い分野において参加
の輪が広がっていると実感しております。また、地域コミュニティの活性化について
も、自主防災組織の立ち上げや高齢者の地域活動支援など各分野にも広がっているこ
とから、住民と行政が一体となった協働のまちづくりが着実に実を結んでいるものと
受け止めています。
今後もまちづくりの取組をより一層推進し、明るく住み良い活気ある町にしていき
たいと考えておりますので、引き続き町民の皆様には町政に対するご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
最後に、新春の門出にあたり、皆様のご健勝とご多幸を心から祈念申し上げ、新年
のごあいさつといたします。

福夛 ユリ

さん(舟場) 大正６年11月８日生まれ

福夛さんは｢好き嫌いなく、何でも食べるのが元
気の秘訣。家族の支えに感謝しています」と笑顔
で話していました。
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安原 りつ

さん(亀岡) 大正６年12月12日生まれ

90歳まで野菜作りに励んだことが、健康維持に
つながったとのことで、安原さんは平田町長の問
いかけにも元気にうなずいていました。
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ジャン ボおに
ぎり、
完成し ました
！

第５回 ふじさき秋まつり
11 月 18 日 ( 土 )、
19 日 ( 日 ) の２日間、スポーツプラザ藤崎周辺において、「第５回ふ
じさき秋まつり」を開催しました。
１日目は、直径２メートルのジャンボアップルパイづくりを行い、約 700 食分が来場
者に無料配布されました。中学生による吹奏楽演奏会や保育所園児の遊戯のほか、パパ
イヤ鈴木さんによる健康づくりフォーラムも会場を盛り上げました。
２日目は ｢ふじりんごふるさと応援大使｣ 梅沢富美男さんが会場に駆けつけ、ご当地ア
イドル・ライスボールとともに、高さ２メートルのジャンボおにぎりづくりの完成を見届
け、握り直されたおにぎり 5,000 食分を来場者に無料配布しました。そのほか、文化セン
ターでは作品展示や芸能発表会、イオン藤崎店では小学生の書道作品展示が行われました。
閉会式ではふじの会による新・藤崎音頭が披露されたほか、｢福餅まき｣ が行われ、会
場は熱気に包まれました。集まった多くの来場者は、絵入りりんごを手にし、会場を後
にしました。
また、両日とも町内の中高生がボランティアとしてまつりに参加し、会場内の清掃や
行列整理など、活躍してくれました。
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平成３０年４月からの入所を希望される方へ

保育所(園)・認定こども園利用希望者の受付をします

平成３０年５月以降の入所を希望される方へ

保育所(園)入所のご案内

平成30年４月から保育利用(２号・３号認定)を希望する子どもの、支給認定・保育利用の申込み受付を
開始します。なお、幼稚園･認定こども園の教育利用(１号認定)については、直接施設にお問合せください。

◆入所予約実施保育施設
藤崎保育所、西中野目保育所、小畑保育所、ふじ保育園、ときわ保育園、水木保育園
◆申込対象者
保育施設の入所予約を申込できるのは、次の要件を全て満たしている方です。
○子どもと保護者の住民登録が申込時に藤崎町にあること(入所前に町外へ転出したときは、予
約が取消となります。
)
○保護者が法律に定める産休又は育休取得後に、休業前の職場に復職することが確実で、保護者
が職場に復帰する時点で保育の必要性が認められること(産休中や育休中に退職したときは、予
約が取消となります。
)
○申込対象の子どもが、出産日から８週を経過する日の翌日が属する月の末日を過ぎており、集
団保育が可能であること
◆申込受付日程等
入所予約の申込受付日程等、詳細については、広報２月号及び町ホームページ (http://www.town.
fujisaki.lg.jp/)に掲載します。
◆注意事項
○入所希望月が、職場復帰月と同じ月の場合のみ受付できます。
○入所希望月に現在の職場に復帰することが条件となります。その月の月末までに復帰できない、
又は復帰していないことが判明した場合は、入所内定の取消又は退所となります。
○入所予約が内定した後に、入所希望月を変更することはできません。
○申込後の保育施設の変更はできません。
○申請書類に虚偽の記載がある場合は、入所予約は無効となります。
■お問合せ

住民課子育て支援係

◆利用の条件 保護者が次のいずれかに該当し、子どもを保育できない状況であること
○日中家庭を離れて仕事をしているか、家事以外の仕事をしている
○母親が出産前後である
○病気やけがをしている、又は心身に障がいがある
○同居親族の介護・看護をしている
○災害などで自宅の復旧に当たっている
○継続的な求職活動をしている、又は起業準備中である
○通学又は職業訓練を受けている
○虐待やＤＶのおそれがある
○育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である
(育児休業が1年に達する月の末日まで)
※心身に障がいのある子どもの保育についてはご相談ください。
◆必要書類 次の書類を住民課子育て支援係に提出してください。
○支給認定申請書兼保育利用申込書
※子育て支援係、町内各保育所(園)に備え付けているほか、町ホームページ (http://www.town.
fujisaki.lg.jp/) に掲載しています。
○就労証明書(勤務先に記載してもらったもの)、又は就労状況証明書(農業・自営業の人)
○印鑑
○その他 平成29年１月１日現在、藤崎町に住所がなかった方は、前住所地の市町村役場発行の
平成29年度所得課税証明書が必要となります。
※利用の条件によって、母子健康手帳(出産を理由に申し込む場合)や診断書、在学証明書(保護者が学生
の場合)などの書類が必要となります。
◆受付期間

88−8184

１月５日(金)〜25日(木) 午前８時15分〜午後５時
※毎週水曜日は午後６時30分まで受付します。

※土・日・祝日を除く

◆他市町村の保育所(園)、認定こども園の利用を希望される方へ
受付期間内に必要書類を住民課子育て支援係に提出してください。

インフルエンザワクチンの接種期限を延長します
インフルエンザワクチンが全国的に不足しており、接種が非常に困難な状況になっていること
を受け、町で助成しているインフルエンザワクチンの接種期限を延長します。
◆接種期限

◆入所の決定
受付期間内に提出のあった申込については、各家庭の諸事情を総合的に勘案した上で審査し、
３月上旬に保育所等入所承諾書を送付します。なお、施設の定員に余裕がない場合など、第１希望
の保育所(園)を利用できないことがありますので、第３希望まで必ず記入してください。
【町内幼稚園・保育所(園)一覧】
施設名

１月 31日(水)

◆対 象 者 ◎成人インフルエンザ予防接種
町に住所を有し、次のいずれかに該当する方
○平成30年３月31日時点での年齢が65歳の方
○平成30年３月31日時点での年齢が60歳以上65歳未満になる方で、一定の心臓病、
腎臓又は呼吸器の機能若しくはヒト免疫不全ウイルスによる機能障害を持つ方
(身体障害者福祉手帳１級所持者）
◎小児インフルエンザ予防接種
町に住所を有する生後６か月から小学校入学前までの子ども
※町で助成している成人インフルエンザ予防接種は町内の指定医療機関での接種となります。
小児インフルエンザ予防接種に指定医療機関はありません。
指定医療機関など、詳細は福祉課健康係にお問合せください。
■お問合せ

福祉課健康係

88−8197

定員数(人)

藤崎幼稚園

25

藤崎保育所

150

西中野目保育所
小畑保育所
ふじ保育園

50
40
85

ときわ保育園

130

水木保育園

100

(平成３０年４月１日予定)

教育・保育時間
午前８時〜午後５時30分(夏期)
午前８時〜午後６時(冬期)

午前７時〜午後７時

午前７時〜午後８時

地域子ども・子育て支援事業等

2018．1 広報ふじさき

75−5939

延長保育・特色教育

延長保育・休日保育・一時保育・
75−3305
病後児保育・地域子育て支援センター
75−3239
延長保育・休日保育・一時保育
75−3133
75−5238
延長保育・休日保育・一時保育・
65−3159
病後児保育・地域子育て支援センター
延長保育・一時保育
65−3125

○病後児保育とは、病気の回復期であるが集団保育が困難で、保護者の就労などにより家庭で保育できない
子どもを保育することをいいます。
○地域子育て支援センター及び特色教育では、地域全体の子育て支援拠点として子育て親子の交流促進、
子育て相談、子育て関連情報の提供、子育てサークルの支援などを実施してます。
○各施設の教育・保育時間については、延長時間を含めた時間となっています。
○施設名称等については変更になる場合があります。
■お問合せ
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連絡先

住民課子育て支援係

88−8184
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藤崎町で暮らしませんか？

子育て世帯の転入者に家賃等を補助します

４月からの学童クラブ利用申込みを受付します

◆補助内容

○家賃 住宅手当等控除後の２万円以内を最大２年間補助
○お米 小・中学生１人につき５kg／月を最大２年間給付
◆申請期限 ３月３０日(金）
◆対 象 者(次の要件をすべて満たしている世帯)
○中学生以下の子どもを扶養し、世帯全員が町に住所を有していること
○町に定住することを目的として、平成29年4月以降に転入し、町内の民間賃貸住宅に居住
していること
○申請日現在において、町から転出後３年以内の再転入世帯でないこと
○民間賃貸住宅を自己の居住に用いていること
○他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
○家賃及び町税等を滞納していないこと
○５年以上定住すること
○町内会に加入していること
○本事業による補助を受けた者がいないこと
◆対象住宅 町内の民間賃貸住宅
※公営住宅・社宅・官舎・寮・三親等以内の親族が所有する賃貸住宅・申請者以外が
締結した賃貸借契約に基づく住宅を除く。

◆対象児童
◆開設場所

日中保護者が就労などにより保育できない家庭の小学校１年生〜６年生の児童
藤崎小学校学童クラブ(藤崎小学校、ふれあいずーむ館）
中央小学校学童クラブ(中央小学校）
常盤小学校学童クラブ(常盤小学校、常盤生涯学習文化会館）
◆開設時間 学校開校日の放課後〜午後７時
土曜日及び長期休業日(夏・冬・春休み）午前７時30分〜午後７時
◆利 用 料 年額3,000円(内訳：傷害保険料2,000円、教材や備品購入に必要な費用1,000円)
◆申込期間 １月15日(月)〜２月16日(金)
※申込期間内に提出がない場合は、原則として４月からの利用はできません。
◆申 込 先 ○住民課子育て支援係(平日午前８時15分〜午後５時、水曜日のみ午後６時30分まで受付)
○常盤出張所(平日午前８時15分〜午後５時)
○各学童クラブ(藤崎小学校・中央小学校・常盤小学校・常盤生涯学習文化会館)
◆提出書類 ○平成30年度学童クラブ利用申請書
○保育が必要な理由がわかる書類(父母両名分の就労証明書又は就労状況申告書 など)
※申請書等は、保育所(園)及び小学校を通して配布しているほか、町ホームページ
(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)に掲載しています。
※申請書等は児童１人につき１枚必要です。
◆そ の 他 夏休み等の長期休業期間中のみの利用も可能です。
詳細は住民課子育て支援係にお問合せください。

※事業の詳細は町ホームページ (http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。
■申込・お問合せ 住民課子育て支援係 88ー8184

■お問合せ

求職者支援訓練のお知らせ

○若松町内会
若松町内会では、草刈機や人力噴霧機、パソコン
などの町内会の活動で使用する備品を購入しました。

◎ゼロから学べるパソコン基礎科(託児サービス付き)
◆日
時 ２月14日(水)〜４月13日(金)
◆場
所 キャリアスクールＩ・Ｍ・Ｓ弘前教室
◆申込締切 １月16日(火)
◎職場で活かせるパソコン基礎科
◆日
時 ２月26日(月)〜６月25日(月)
◆場
所 Ｓ．
Ｋ．
Ｋ．
情報ビジネス専門学校
◆申込締切 １月30日(火)
◎共通事項
◆受 講 料 無料（テキスト代などは自己負担）
◆申込方法 事前に弘前公共職業安定所で受講手続きを済ませ、申込締切日までに各訓練施設へ
受講申込書を提出してください。
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村 塗 装

光触媒塗装（光が洗う壁）

藤崎町大字西豊田三丁目２−４
TEL 75−5 1 0 1 FAX 75−5 1 0 2
代表取締役 木村 悦穂

旭硝子 フッ素塗装（最高級塗料）登録施工店 認定番号 G0102015

１級技能士
２級技能士

３名
１名

その他にも各種仕上材 お気軽にご相談ください。

２級建築施工技師

３名
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■お問合せ

広報ふじさき有料広告

TOTO

採択を受けたコミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合セン
ターが宝くじの社会貢献広報として行っているものであり、地域コミ
ュニティ活動の充実強化を通じて、地域社会の健全な発展と住民福祉
の向上に寄与することを目的としています。

広報ふじさき有料広告

（有）木

○久井名舘町内会
久井名舘町内会では、イスやエアコン、発電機など
の町内会の活動で使用する備品を購入しました。

弘前公共職業安定所(弘前市南富田町５−１)
38−8609 ※音声案内に従って、42♯を押してください。

地元だから安心!! 塗り替えは第二のマイホームづくりです。

88−8184

宝くじの助成金で整備しました

求職者支援訓練とは、雇用保険を受給できない求職者の早期再就職を目指し、民間の訓練機関
が国の認定を受けて実施する職業訓練です。
一定の要件を満たした方には、訓練期間中に職業訓練受講給付金が支給されます。

■申込・お問合せ

住民課子育て支援係

常盤診療所
藤崎町常盤字富田21−６

0172ー65ー2210

〜禁煙外来・往診・まき爪の治療も行っています〜

企画財政課企画係

88−8258

健診で体からのお便りをチェック！
良い習慣の積み重ねで健康に。生活を見直
し、健やかな毎日を目指しましょう。

診療時間

月

火

水

木

金

土

午前８時30分〜正午

○

○

○

○

○

○

午後２時〜午後６時

○

○

○

○

筋肉と脂肪のバランスを測定できる体組成
計も導入しました。どうぞご利用ください。

(日・祝日休診)
広報ふじさき 2018．1
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農業者の方へ 収入保険制度が始まります
これまでの農業共済は品目が限定され､価格低下による収入減は対象外でしたが、新しく導入され
る収入保険制度は、すべての農業品目を対象とし、自然災害による収量減少だけでなく、価格の低下
なども含めた収入減少を補填します。
保険料の掛金率は１％程度で、農家ごとの平均収入の８割以上の収入が確保されます。
◆対象品目

米・野菜・果樹・たばこ・茶・はちみつなどの農産物
※肉用牛・肉用子牛・肉豚及び鶏卵など、対象外になる品目もあります。
◆加入対象者 青色申告を行っている農業者(個人･法人) ※新規就農者も加入することができます。
◆そ の 他
収入保険に加入するために必要な青色申告は、簡易な方式でよく、１年の実績があれ
ば加入できます。
※加入条件や補償内容など、制度の詳細は青森県農業共済組合連合会にお問合せください。
■お問合せ

青森県農業共済組合連合会

☎017−775−1161

後期高齢者医療の被保険者の皆さんへ
○セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
◆セルフメディケーション税制とは･･･
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防
へ向けた一定の取組 (※１) を行う個人が、平成29年１月１日〜平成33年12月31日の間に、自己又は
自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチＯＴＣ医薬品 (※２) を購入した場合、その
年中に支払った額の合計が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限：88,000円)につい
て、その年分の総所得金額等から所得控除を受けることができる制度です。
（※１）一定の取組とは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかの取組のことをいいます。
（※２）スイッチＯＴＣ医薬品とは
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるよう転用された医薬品
のことをいいます。この場合、購入したことがわかるレシートや領収書が必要となります。
例）かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 など
この控除の適用を受けるには、確定申告の際に、取組を行ったことを明らかにする書類(健康診査
の結果通知等)を添付又は提示する必要があります。
取組を行ったことを明らかにする書類(結果通知等)には、氏名・保険者名・医療機関名又は医師名
の記載が必要です。青森県後期高齢者医療広域連合が実施している医科健康診査・歯科健康診査・人
間ドック・脳ドックの結果通知等に保険者名として「青森県後期高齢者医療広域連合」が記載されて
いない場合や、紛失等による再発行を希望する場合は住民課国保年金係に申請してください。

○指定口座を変更した場合の届出のお願い
高額療養費、高額介護合算療養費及び療養費等は、一度振込先の口座登録をすると、情報が自動的
に引き継がれ、その都度登録手続きをする必要はありません。
しかし、過去に登録した口座を変更(解約等)したにもかかわらず、口座変更の届出をしないことに
より振込ができないケースが増えています。一度登録した口座を変更したい場合は、必ず住民課国保
年金係へ届出してください。
■お問合せ
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青森県後期高齢者医療広域連合 017ー721ー3821
住民課国保年金係 88−8179

平成３０年度訓練生募集のお知らせ
○青森県立弘前高等技術専門校

○青森県立障害者職業訓練校

◆訓練科名及び募集定員
○造園科 15名
○配管科 20名
◆訓練期間(共通) １年間
◆対 象 者 離職している方、求職中の方
◆応募書類受付期間
１月４日(木)〜２月７日(水)
◆申 込 先
弘前公共職業安定所 ☎38ー8609
(弘前市南富田町５−１)
◆試 験 日 ２月15日(木)
〜わくわく講座のお知らせ〜
◆試験科目 作文及び面接
◆試験会場 青森県立弘前高等技術専門校
(弘前市緑ヶ丘一丁目９−１)
※試験の詳細は青森県立弘前高等技術専門校
ホームページ (http://www.pref.aomori.lg.jp/
sangyo/job/hi-gisen̲top.html)をご覧ください。

◆訓練科名及び募集定員
○デジタルデザイン科 15名
○ＯＡ事務科 15名
○作業実務科(知的障がいのある方) 10名
◆訓練期間(共通) １年間
◆応募書類受付期間
１月４日(木)〜２月７日(水)
◆申 込 先
弘前公共職業安定所 ☎38ー8609
(弘前市南富田町５ー１)
◆試 験 日 ２月16日(金)
◆試験科目 適性検査及び面接
◆試験会場 青森県立障害者職業訓練校
(弘前市緑ヶ丘一丁目９−１)
※訓練科目によって受験対象者が異なります。
試験の詳細は青森県立障害者職業訓練校訓練課
にお問合せください。

■お問合せ
青森県立弘前高等技術専門校

■お問合せ
青森県立障害者職業訓練校

☎32ー6805

☎36ー6882

償却資産（固定資産税）の申告について
固定資産税において、個人や法人が事業を営むために所有する償却資産(構築物、機械、器具、
備品など)については申告する必要がありますので、毎年１月１日現在の状況を１月31日(水)まで
に申告してください。
前年度申告された方などには12月中に税務課から申告書を発送しています。新規で申告される方、用紙
の足りない方は税務課で配布いたします。
※資産の増減がない場合や廃業・解散などをした場合も、その旨を記載し、申告書を提出してください。
【課税対象となる償却資産の例（業種別）
】
業種名
各業種共通
小売店・飲食店
理・美容業

償却資産名
パソコン、コピー機、応接セット、外構、路面舗装、看板など
レジスター、商品陳列棚、厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫など
理・美容椅子・機器、洗面設備、消毒殺菌設備など

建設業

パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機など

工

旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機など

場

自動車整備・
ガソリンスタンド
農

業

オートリフト、オイルチェンジャー、テスター、溶接機、
洗車機、計量機、照明設備、独立キャノピーなど
農業用機械類、農業用設備、精米機など

※その他、所得税法・法人税法による所得の計算上、減価償却の対象となる資産が申
告の対象となりますが、耐用年数１年未満の資産や自動車税・軽自動車税の課税客
体(大型特殊自動車を除く)など償却資産の対象とならないものもあります。
■お問合せ

税務課固定資産税係

88−8146

広報ふじさき 2018．1
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町県民税・所得税の申告をお忘れなく！！

わたしは町県民税申告が必要ですか？
次の質問に答えてください

はい

平成３０年度分申告受付が始まります

いいえ

●町県民税の申告について
スタート
いいえ
あなたは平成30年1月1日現在、藤崎町にお住まいでしたか？

お住まいだった市町
村にご確認ください

はい

はい

いいえ

町県民税の申告は不要です

税務署に確定申告
をする予定がある
はい
町内に住んでいる方
の扶養になっている

平成29年中に収入があった
※ただし、遺族年金や障害年金(失業保険)、生活扶
助のみの方は｢いいえ｣へお進みください
はい

いいえ

いいえ

町県民税の申告が必要です
所得証明書等が必要な方、国民健康保険税、介護
保険料、後期高齢者医療保険料等で申告が必要な
方は、折込みチラシに必要事項を記入し、申告受
付期間中に役場申告会場にお越しください。

いいえ
公的年金の収入のみである
(国民年金、厚生年金、共済年金)

ただし証明書などの発行が必要な
方は︑必ず申告をしてください︒

はい

●申告が必要な方

次に該当するものがありますか？
・税務署から申告書類が届いている
・土地・建物・株式等譲渡取得がある
・青色申告や損失繰越をする予定がある
・住宅取得控除を申告する
・所得税の納付・還付の見込がある
はい

いいえ
給与収入がある

所得税の確定申告が
必要です

はい

いいえ

事業所で年末調整
しており、藤崎町
に給与支払報告書

65歳以上で、年金収入が
148万円以下である
もしくは65歳未満で年金
収入は98万円以下である

が提出されている

役場申告会場にお越し
いいえ くださるか、税務署
(黒石税務署☎52‐4111)
で申告してください。

はい
いいえ
はい

いいえ

はい
給与以外の収入(農業
・営業・不動産・年
金収入など)がある

はい
給与以外の所得が
20万円を超える
いいえ

いいえ

次に該当するものがありますか
・年金の源泉徴収票に記載の
ある所得控除に変更がある
・医療費控除、生命保険料控
除などの申告が必要である

いいえ

はい

町県民税の申告が必要です
広報折込チラシに必要事項を記入し、申告
受付期間中に、役場申告会場にお越しくだ
さい。申告の際は、マイナンバーカードか通
知カード、身分証明書、印鑑、収入や経費が
分かる書類、医療費控除明細書などの所得
控除に必要な書類を必ず持参してください。

※このフローチャートは一例です。
ご不明な点がある場合は税務課住民税係88ー8124にお問合せください。
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町では、２月13日(火)から３月15日(木)まで、役場３階中会議室において町県民税と所得税の申告受付
を行います。
申告は、町県民税を計算するための資料となるだけではなく、国民健康保険税、介護保険料などの算定
資料となるほか、福祉・年金・児童手当などの受給に必要な各種証明書を発行する際の資料となる重要な
手続きです。
この期間に申告をしなかった場合は、所得証明書や課税(非課税)証明書などの交付を受けられない場合
がありますので、申告が必要な方については必ずお越しくださるようお願いします。
申告に関する詳しい内容及び農業所得等の収支記入用紙については、本広報紙の折込みチラシをご覧く
ださい。
平成30年1月1日現在、藤崎町に住所がある方のうち、左ページのフローチャートで｢申告が必要です」
に当てはまる方、又は「申告が不要です」となった方でも次に該当する方は申告が必要です。
○国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険などに加入されている方
○町営住宅や児童手当などにより、所得証明・非課税証明などが必要な方
○遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの方
※申告が必要かどうか判断できない場合は、税務課住民税係までお気軽にお問合せください。

●マイナンバー(個人番号)の記載・確認が必要になりました
マイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーの記載が必要になります。また、申告書を提出する際に
は、マイナンバーカード又は通知カードなどマイナンバーが確認できるものと、運転免許証や健康保険証
などの本人確認ができるものが必要となりますので、必ずお持ちください。
代理人による提出には、委任状など本人の代理人であることが分かる書類及び代理人の本人確認書類
と、申告者(申請者)本人のマイナンバーが確認できる書類が必要です。

●町県民税申告書をご利用ください
町では、所得税の申告が不要な方を対象に、町県民税の申告書を用意しています。事前に自宅などで申
告書に記入しておくことで、並ばずに申告書を提出することができます。
申告書様式は、税務課及び常盤出張所に備え付けているほか、町ホームページ (http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)に掲載しています。
郵送による提出も可能ですが、その際は、添付書類や申告書の控えを返送するための返信用封筒と切手
を必ず同封してください。
所得税の納付や還付がある方については、従来どおり受付会場にお越しいただくか、税務署での申告を
お願いします。
○提出先 〒038-3803 藤崎町大字西豊田一丁目１番地 藤崎町税務課住民税係
●申告の際のお願い
申告期間中は多くの方がお越しになるため会場がとても混雑します。
農業や営業の収入がある方が、収入や支出の整理をされていないと申告の計算に大変時間がかかってし
まうことから、混雑緩和のため、経費の対象となる領収書やレシートなどの必要書類は、あらかじめ種類
ごとに分けてそれぞれの合計額を計算し、帳簿へ記載するなど、事前に準備、整理してから会場にお越し
くださるようお願いします。
また、申告の際は、できるだけ世帯全員の必要書類をご準備ください。
■お問合せ

ネットで簡単

税務課住民税係

88ー8124

便利な e−Ta x

e−Tax（国税電子申告・納税システム）は、自宅などからインターネットを利用して国税に関する
申告や納税、申請・届出等の手続ができる便利なシステムです。
詳しくは eーTaxホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）
をご覧ください。
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２

月

満１歳のお誕生日を迎えたらＭＲ(麻し
ん・風しん)の予防接種を受けましょう。
また、すこやか健診等の日程一覧表は、
町ホームページに掲載しています。

ߔߎ߿߆ஜ⸻
２月１４日(水)【乳児健診】
●対 象

Ｈ２９年９月〜10月生

●受 付

13:00〜13:15

●場 所

藤崎老人福祉センター

●内 容

身体計測、小児科、股関節脱臼検診、
栄養指導、保健指導

●持ち物

母子手帳、こどもノート、問診票、
バスタオル等

ߔߎ߿߆⋧⺣
２月１５日(木)【７か月児健康相談】
●対 象

Ｈ２９年６月〜７月生

●受 付

9:30〜9:45

●場 所

藤崎老人福祉センター

●内 容

身体計測、離乳食のお話・試食、
生活リズムや発達のお話

●持ち物

母子手帳、こどもノート、問診票、
バスタオル等

※参加ご希望の方は２月８日(木)までにご連絡ください。
２月１５日(木)【母子健康相談】
●対 象

妊婦・生後３か月以上の乳幼児

●受 付

10:00〜11:00

●場 所

藤崎老人福祉センター

●内 容

妊娠中のアドバイス、

消防だより
藤崎町消防出初式のお知らせ

や警鐘が鳴りますので、火災と間違わないよう注
意してください。

●場 所

(７日）常盤老人福祉センター
(21日）藤崎老人福祉センター

２月９日(金)・１６日(金)
【傾聴サロン おしゃべり&オレンジカフェ】
●時 間 13:00〜15:00
●場 所

(９日）藤崎老人福祉センター
(16日）常盤老人福祉センター

■お問合せ
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88−8197

○施術が長引くときは医師の診断を受けましょう
柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合には、内科的要因が関わっている可
能性があります。施術が長引く場合には、医師の診断を受けましょう。
○施術内容を照会させていただくことがあります
国保で柔道整復師にかかった方に、負傷原因や施術内容などについて照会する場合があります。これ
は医療費適正化の一環として、請求に誤りがないかを確認するためですので、ご協力をお願いします。
■お問合せ

■お問合せ

東消防署北分署

その他募集（尾上・藤崎工場）
・正社員(ソーイングオペレータ)
･･･若干名
・まとめ内職(集配は当社で行います) ･･･若干名
・ミシン内職(集配は要相談）
･･･若干名

お問合せ

(株)ベイシックサンミッシェルトキワ

57-4683 担当:佐々木 敏明
藤崎工場 藤崎町大字藤崎字西村井67-1 75-2800 担当：今 崇行
尾上工場 平川市大字日沼高田104-9

88−8179

「うっかり忘れて納付期限を過ぎていた」
「忙しくて金融機関の窓口やコンビニエンスストアで支払う時間
がない」という方は、便利な口座振替をご利用ください。
◎口座振替の方法は…
①２年前納(４月〜翌々年３月分) ②１年前納(４月〜翌年３月分) ③６か月前納(４月〜９月、10月〜翌年３月分)
④当月末振替(早割)※本来の納付期限よりも１か月早く口座から振替する方法です。
⑤翌月末振替 ※保険料の割引はありません。
※前納(まとめて前払)すると、割引が適用されるのでお得です。
◎口座振替での前納の申込みはお早めに
口座振替での平成 30年度分２年前納・１年前納・６か月前納(４月〜９月分)の締切日は２月28日(水)です。

75ー3333

急募！正社員(尾上工場)
○事務員１名 ○生産事務員１名

住民課国保年金係

国民年金前納割引制度(口座振替 前納)について

広報ふじさき有料広告

9:00〜12:00

○医療機関との重複受診はできません
同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。ただし、負
傷の状態を確認するために医師の検査を受けることは可能です。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
輝かしい新年を迎え、町民皆さん
のご健康とご繁栄を北分署職員一同
心からお祈り申し上げます。
昨年同様、町民皆さんのご支援ご
協力をお願いします。

２月７日(水)・２１日(水)【こころの健康相談】

◎保険が適用されないもの
・日常生活における疲れや肩こり ・スポーツなどによる筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、慢性関節炎 ・加齢による腰痛や五十肩の痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病
・仕事中や通勤途中の負傷(労災保険の対象となります)

○負傷の原因を正しく伝えましょう
外傷以外が原因の場合は、保険を使うことができませんので、負傷の原因を正しく伝えてください。
また、交通事故などの第三者行為の場合には、必ず保険者へ連絡してください。

〜新年にあたり〜

ஜᐽ⋧⺣

○柔道整復師とは？
整骨院や接骨院などで施術を行うのが、柔道整復師です。柔道整復師による施術で国保が
使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られていますのでご注意ください。

〜柔道整復師にかかるときは、次のことに気をつけましょう〜

『消防出初式の由縁』
｢火事と喧嘩は江戸
の華｣といわれるほど
江戸時代に火災は頻
発していました。江
戸三大大火のひとつ、
明暦の大火( 1657 年)
は、江戸城天守閣や
城下の大半を焼き尽
くすほどの大きな火災であったと伝えられています。
この大火を契機に 1658 年に常火消が発足し、
1659年１月４日、上野東照宮前で江戸の復興と、火
災に強いまちづくりを目指して『出初』の儀式が行
われました。これが全国各地の消防組織に広まり、
地域の安心と安全を祈念して毎年新年に行われる恒
例行事となり今日に至ったのが、消防出初式の由縁
といわれています。

バスタオル等

付

◎保険が適用されるもの
・打撲、ねんざ
・挫傷（肉離れ等）
・骨折
・脱臼の応急処置

※藤崎町消防出初式当日、役場周辺は駐車禁止とな
り、交通規制されます。また、早朝からサイレン

母子手帳、こどもノート、

●時 間

受

新春恒例の藤崎町消防出初式を次のとおり執り行
います。
◆日
時 １月７日(日) 午前９時30分
◆場
所 町役場周辺

乳幼児の身体計測、育児相談
●持ち物

国保係 です
柔道整復師(整骨院・接骨院)の上手なかかり方

こんにちは

ஜᐽଥ
ࠞࡦ࠳

すでに口座振替で前納している場合は、再度の申込みは必要ありません。ただし、１年前納から２年
前納への変更など、振替方法を変更する場合は、再度申込みが必要です。
※保険料が一部免除された方は、口座振替の前納制度は利用できません。
◎預金残高にご注意ください
申込み後に届く口座振替額通知書で口座振替となる金額を確認してください。
残高不足で口座振替が出来なかった場合は、保険料の割引が受けられなくなります。
※制度についての詳細は、住民課国保年金係又は弘前年金事務所までお問合せください。
■お問合せ

住民課国保年金係

88−8179、弘前年金事務所国民年金課 ☎27ー1339

広報ふじさき 2018．1
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藤崎町図書館
大夢

と し ょ か ん だより
としょかんだより
☆一般図書

○い つ
１月６日(土) 午前１０時〜午前１１時
○どこで
ふれあいずーむ館 研修室
○おはなし わっこの会
テーマ：おはなしパレット『しろのおはなし』
さがしてみよう。しろいろのなかま
「いなばのしろうさぎ」
「えがないえほん」 ほか
★新春おはなしカルタ大会もあるよ♪
○対 象
幼児・児童(保護者含む）
※どなたでも参加できます。
どうぞお気軽にお越しください。
※ときわっ子本の会・定期おはなし会はお休みします。

☆児童図書

○期 間
１月５日(金)〜２６日(金)
☆一般コーナー：『ジャケット(表紙)美術展』
魅力的な表紙の本を集めて展示・貸出しています。
普段は手にしないジャンルの本でも、表紙に心惹か
れたら、本を手にしてみてください。いつもとは少し
違う角度から本を楽しんでみませんか。
☆児童コーナー：『絵本アート展』特集
色や形がテーマの絵本や、美術家が手がけた絵本のほ
か、アートの楽しみ方や作り方がわかる本を集めました。
この機会にゆっくりと読書でアートしてみましょう。

２月３日(土) 午前10時〜午前11時30分
常盤生涯学習文化会館 ｢多目的ホール｣
イシザワ菓子舗 石澤 久敏 氏
ロールケーキ(生クリーム・生チョコの２種類)
親子１組1,000円(材料費・箱代)
20組
エプロン、三角巾、手拭き、果物ナイフ、まな板
１月26日(金）※締切日を過ぎてからキャンセルした場合、材料費は返金できません。

〇保存食作り講座 自家製のみそ作りに挑戦！

〇着物リメイク

２月４日(日) 午前10時〜正午
町文化センター ２階｢創作実習室｣
加藤味噌醤油醸造元
加藤 裕人 氏
加藤 論絵 氏
◆受 講 料 1,200円(材料費)
◆募集人数 16名
◆準 備 物 みそ(約２㎏)を入れる容器(透明
は不可)、ボール(直径約33㎝)、
エプロン、三角巾、手拭き、
筆記用具
◆申込締切 １月27日(土）
※締切日を過ぎてからキャンセルした場合、
材料費は返金できません。

２月15日(木) 、16日(金)
いずれも午前９時30分〜午後３時
◆場
所 町文化センター ３階｢多目的ホール｣
◆講
師 町文化協会会員 神 昭子 氏
◆受 講 料 無料
◆募集人数 15名
◆準 備 物 着なくなった着物(アイロンがけしたもの)、
裁縫道具、ものさし(約50㎝)、
ミシン(任意)、ミシン糸と縫い糸、
飲み物、昼食
◆申込締切 ２月10日(土）

◆日
◆場
◆講

時
所
師

◆日

着物が素敵なワンピースに変身！

時

■申込・お問合せ

12
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月曜日

30

﹁青森県立郷土館連携展
加藤 武夫 版画展﹂

時

13

◆日

１月 日 土( 〜)２月 日 月(・祝 )
十一月例句会 入選作品抄
午前９時〜午後４時 分
題 漁｢る﹂ テ｢レビ﹂ す｢るどい﹂

12

◆休館日

ライバルのするどい視線受ける背な

藤人

成田 波麻
ごみ出し日カラスは漁る準備をし
一人居の話し相手となるテレビ

福井
珍しいコケシふくらむ旅鞄

朗風

アンパンマン孫がチャンネル離さない

餌漁る蟻に失業者はいない

福井

ありそうな場所を探して日が暮れる

秋日和行けずテレビの紅葉狩り
賢妻に頭上がらぬまま老いる

野呂 文坊
朝漁りを目当て賑う浜の市
テレビから感動貰う甲子園
朝帰り妻の五感を背に浴びる

田中さち子
マイカードやっと出番で棚漁る
農繁期ひと風呂浴びて天気見る
付和雷同するどく母は見抜いてる

小林ちょちょじ

冷蔵庫漁ってはいけないダイエット

見たいものポカして見せるワイドショー

よき父の仕事に向うするどい目

清水 川魚
高級品ばかり漁って空巣ドロ
韓｢流ドラマ 妻｣がテレビを独占し
生死かけするどい剣の一騎打ち

佐々木トミヱ
身ぶるいす宝物展の槍刀

紫

※２月 日 月(・祝 は)開館します︒
◆会場・お問合せ

65

常盤生涯学習文化会館
☎65ー3100
町文化センター
☎75ー3311
常盤ふるさと資料館あすか

☎ ー４５６７

広報ふじさき有料広告

わっこの会の皆さんが読み聞かせや朗読劇などを繰り広
げました。おはな
し会終了後にはサ
ンタクロースが登
１日(月･祝)〜３日(水)・９日(火)・15日(月)・
場して来場者にプ
22日(月)・29日(月)・31日(水)
レゼントを手渡し、
※１月31日(水)は図書整理のため休館となります。
※１月１日(月･祝)〜３日(水)は年始のため休館となります。 子 ど も た ち は 一 足
早いクリスマス気
※休館日に図書返却する場合は、正面玄関脇の返却
分を味わいました。
ポストをご利用ください。

◎藤崎町図書館 大夢 休館日のお知らせ
☆１月の休館日

2018．1 広報ふじさき

◆日
時
◆場
所
◆講
師
◆メニュー
◆受 講 料
◆募集人数
◆準 備 物
◆申込締切

親子で楽しく、ふわふわのロールケーキを作りませんか！

◎『あおもり冬の読書週間』企画展示

○「ゆびさしちゃん」 ザ・キャビンカンパニー‖作・絵
○「おもちのかみさま」
かとう まふみ‖著
○「おとしだまをいっぱいもらうコツ」 きむら ゆういち‖さく
○「ふたつでひとつ」
かじり みな子‖さく
○「パパゲーノとパパゲーナ」
小西 英子‖作
○「なずずこのっぺ？」
カーソン・エリス‖さく ◎ご当地検定「ふじさき検定」特集!!
○「えがないえほん」
B. J.ノヴァク‖さく
１月 28 日(日)に開催される第３回「ふじさき検定」
○「ほっとい亭のフクミミちゃん」
伊藤 充子‖作 公式テキストをはじめ、テキスト作成の参考となった
☆郷土
資料を展示・貸出しています。
○「青森県近代史略年表」
秋田 義信‖著
検定に興味のある方は、この機会にぜひ読んでみて
○「次の突き当たりをまっすぐ」 いしわたり 淳治‖著
ください。
○「みさと町立図書館分館」
高森 美由紀‖著
ほか ◎クリスマスおはなし会を開催しました!!
※都合により、一部納期が遅れることがあります。
12 月９日(土)に｢クリスマスおはなし会｣を開催し、

17

○親子で一緒にスイーツ作り

↢ᶦቇ⠌㮼㯤㯦

◎定例おはなし会「おはなしのとびら」

㧸Q
㧜㧝㧛

㯑㯨㮞㮠㰼㯷㰨

◎最新着図書
○「田舎の力が未来をつくる!」
金丸 弘美‖著
○「ぼくせん」幕末相撲異聞
木村 忠啓‖著
○「荒海を渡る鉄の舟」
鳥羽 亮‖著
○「火定」
澤田 瞳子‖著
○「呉漢」上・下
宮城谷 昌光‖著
○「おらおらでひとりいぐも」
若竹 千佐子‖著
○「光の犬」
松家 仁之‖著
○「窓から見える最初のもの」
村木 美涼‖著
○「ひよっこ社労士のヒナコ」
水生 大海‖著
○「おもかげ」
浅田 次郎‖著
○「インフルエンス」
近藤 史恵‖著
○「迷い家」
山吹 静吽‖著
○「さよなら、田中さん」
鈴木 るりか‖著
○「タンゴ・イン・ザ・ダーク」
サクラ ヒロ‖著
○「チビ犬ポンペイ冒険譚」 フランシス・コヴェントリー‖著
○「フェルトの福づくしチャームとお守り袋」 ピポン‖著
○「農家が教えるもち百珍」
農文協‖編

藤崎いきいき生活大学 ２月開催講座のお知らせ

 75−2288

紫
柳
社
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役場75−3111

常盤出張所65−2111

上下水道課75−6025

教育委員会69−5010

ずーむ館75−2288

町文化センター75−3311

大

ル

ヱ(88)

水 木

川 口 武 市(85)

新 町

白 﨑 勝 信(63)

舟 場

藤 田 昭 男(70)

榊

太 田 美 良(89)

崎

※この欄に載せたくない方は、届出の時に窓口に申し出てください。

あ と が き
お正月生まれの私は、誕生日に１年の計
を立てるとともに、○○歳はこんな年にし
よう、と目標を立てるのを毎年の恒例にし
ていましたが、ここ数年はあれこれ目標を
立てるよりも、健康で仕事ができればそれ
だけでありがたいと思うようになりました。
か弱く虚弱体質気味の私 ( えっ !? ) ですが、
応援してくれる皆さんの声を支えに、30 代
の締めくくり ( えぇっ !!!? ) に向けて今年
一年頑張りたいと思います。(I)

西北事業部総務課

柳

◆対 象

富

◆参加料

浅 利 秀 光(70)

25

〒０３８ー３１９６

常 盤

当企業団が発注する次の業務

ツ(90)

小学生及び付添い のみの方

テ

スポーツプラザ藤崎から
のお知らせ

佐々木

つがる市柏桑野木田福井 ー４

松

の指名競争入札等に参加しよう

若

２００円

(84)

進

☎０１７３ー ー２７１１

佐々木

とする者及び随意契約の方法に

西豊田二

３８００円

き(89)

より契約の締結を希望する者

み

65

若年性認知症に関する
講話と相談会のお知らせ

越

①建設工事の請負業務

武

②測量・建設コンサルタント等

木挽町

若年性認知症とは︑ 歳未満

子(85)

せ

③業務委託

木 村

で発症する認知症のことです︒

藤 越

④製造の請負・物件の買入・

寛 (69)

精 (86)

発症したらどうしたら良いの

かつ子(81)

その他の契約

木

上

か︑若年性認知症について知り

髙

盤

三

20

◆有効期間 ２年間

常

リ

たい方︑心配事がある方など︑

木 村

川

日

藤 越

榊

ヱ(95)

古

平(成 年８月１日〜
平成 年７月

佐々木 國四郎(89)

島

参加は無料︑どなたでも参加

若 松

福

31

お気軽にご参加ください︒

え(84)

32

)

あ

◆提出書類

木

できます︒

鈴

提出書類の様式及び提出要領

島

25

時

福

38

◆日

〜お悔やみ申しあげます〜

27

は各事業部で配布しているほか︑

し

津軽広域水道企業団ホームペー

い

１月 日 土(︶
午後１時〜午後３時

め

所

徳 志(隆宏)

◆場

村

に掲載
ジ (http://www.tusui.jp/)
しています︒

2018．1 広報ふじさき

中

３階

19

前年比
ー72
ー５
ー58

場

ま

真(昌彦)

ま

ヒロロスクエア

11月中
件数 264件
死者 ２人
傷者 342人

(11月30日現在)
年間累計 前年比
2,907件 −430
37人 ー10
3,601人 −431

う

る

◆提出方法 持参又は郵送

県内の交通事故概況

舟

は

多世代交流室Ｄ

●後期高齢者医療保険料 第７期

陽 真(勝也)

◆受付期間

第７期

西

30

中学生以上

リ(フト券・保険代 )
※スキーのレンタル有り 別(料金 )
◆申込期限 １月 日 金(︶

■申込・お問合せ︵共通︶

スポーツプラザ藤崎

☎ ー３３２３

12

)

●介護保険料

葛

)

第７期

町

弘(前市駅前町９ー
◆その他

●国民健康保険税

東

く

お

１月 日 木( )

納期限は１月３１日(水)です
●町県民税
第４期

華 緒(政弘)

１月 日 火( 〜)２月 日 水( )
午前９時〜正午

ゆ

田

か

來(拡大)

悠

成

９

28

個別相談にも応じますので︑

牛

島

希望する方は事前に予約してく

白 子

中

ださい︒

１月の町税等の納期

涼 奈(健祐)

ん

空(大)

が

呂

※予約締切

工 藤 楽

お

野

青森県若年性認知症総合支援

新 町

し

馬

午前９時〜午後４時︶

村 上 翔

りょうな

伝

平(日

水 沼

り

光 莉(雄太)

■お問合せ

馬

か

對

午後１時〜午後４時

ひ

西豊田三

)内保護者

※土・日・祝日を除く

±０

※ 受付期間終了後は︑一切受付を

〜お誕生日おめでとうございます〜
(

ー12

しませんのでご注意ください︒

−２

■提出先・お問合せ

世帯

１１月 届 出 分

津軽事業部総務課

女
合計

戸 籍 の 窓

ー10

センター

人口 男

前月比

〒０３６ー０３４２

11月30日現在
7,081人
8,077人
15,158人
5,933世帯

黒石市大字石名坂字姥懐２

ー６０３３

町の人口と世帯数

☎０１７８ー ー１３６０

☎

52

町｢民ユニカール大会のお知らせ ｣

28

どなたでも気軽に参加できる

ユニカール大会を開催します︒

◆日

時 １月 日 日( 午
) 後１時
スポーツプラザ藤崎

小学４年生以上

所

◆対象者

１人あたり２００円

時

保育園を見学しませんか？

◆日

１月 日 土( )午前 時〜正午
ふじ保育園

10

75

◆場

◆参加料

◆チーム編成

所

)
◆場

容

３人１組 １(人の参加も可

リーグ戦

◆内

自由参観 遊(戯など ・)園内見学

◆持ち物

未就園児とその保護者

日 木( )

ご飯 園児と給食を食べます
(
無料

20

お知らせ

常盤ふるさと資料館あすか65−4567

◆試合方法

予選

トーナメント戦

１月 日 火( )
上履き︑タオル

決勝

◆申込期限

◆持ち物

16

◆参加料

象

１月

18

◆対

◆申込期限

☎ ー５２３８

■申込・お問合せ

ふじ保育園

指名競争入札等参加資格
審査申請の受付について

津 軽 広 域 水 道 企 業 団 津( 軽 事

75

スポーツプラザ藤崎75−3323

﹁町民スキー教室のお知らせ﹂

時

初心者の方でも大丈夫です︒
ス

キーの基礎を丁寧に指導します︒

◆日

１月 日 日( 受
) 付 午前８時
スポーツプラザ藤崎に集合

所

◆放送日時
◆放 送 局

来て見てよかった みちのく旅 With C 」
１月２８日(日) 午後２時〜午後２時５５分
青森テレビ

◆場

｢神奈月・ゆきちゃんの

21

業 部 ・ 西 北 事 業 部 で) は ︑ 指 名
競争入札等参加資格審査申請の

◆番 組 名

定期受付をします︒

われる新人アーティスト｢Ｃ；ＯＮ(シーオン)｣と一緒に、梅沢
さんの母のふるさと藤崎町を訪ね、藤崎駅前商店街の人々や町
内の中学校で生徒とふれあう、という内容になっています。
番組では、11月に開催した｢第５回ふじさき秋まつり｣の様子
も紹介される予定ですので、皆さんぜひご覧ください！

青森スプリング・スキーリゾート

30

小学生以上の町民

名

弘前市出身の演歌歌手・ものまねタレントの西尾夕紀さんが、
｢ふじりんごふるさと応援大使｣梅沢富美男さんの秘蔵っ子とい

◆対象者

◆募集人数

ATV 特別番組に藤崎町が紹介されます！

常盤生涯学習文化会館65−3100

20

〜表紙の説明〜
常盤小学校スクールバンド部が第 45 回マーチングバンド
全国大会で金賞を受賞しました。大会前に部長の平井 優安
( ゆあん ) さんが話していた
｢聞いている人が自分のふる
さとを思い出してくれるよう、
心を込めて演奏したい｣ との
言葉どおり、大会当日は心の
込もった躍動感ある演奏で、
会場内を感動で包み込んでい
ました。
広報ふじさき 2018．1
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健康な歯の
こどもたち
あやな

三浦

ੱਛੱ߇
⯻ᱤߩߥ
ߎߤ߽ߚߜߢߒߚ

そうま

彩愛ちゃん

葛西

(富 柳)

聡真くん

(東 町)

３

歳児健診

(11月16日実施)

はるま

遠藤

そうた

大翔くん

新谷

は

な

浅利

(葛 野)

那奈ちゃん

えいと

(西 田)

(舟 場)

あつとら

成田

(東 町)

齋藤

笑海心ちゃん

ゆ

中村

(水 木)

晃賢くん

(朝日町)

いたる

奈良岡

ね

齋藤

初芽ちゃん
(木挽町)

みずき

外崎

(伝 馬)

瑞季くん

(みつや)

ね

寧々ちゃん

はつめ

山野

到くん

(水 木)

あ

優杏ちゃん
(俵 舛)

こうけん

工藤

篤虎くん

(水 木)

え み る

瑛翔くん

ね

怜音ちゃん

な な

花愛ちゃん

久保田

れ

成田

(西中野目)

(西豊田二)

安田

蒼太くん

ひ

相馬

な

姫那ちゃん
(福左内)

はると

成田

春翔くん

(西豊田二)
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