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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

き れ い だ ね 、たくさん 咲 い た チューリップ
リンゴとチューリップのフェスティバル

No.159

町の芸術文化の発信地

常盤ふるさと資料館あすか

⑤⑤

志朗

常盤ふるさと資料館あすかは︑昨
年開館 周年を迎え︑青森県出身で
国際的に著名な板画家・棟方 志功 氏氏
の作品展を開催するなど︑節目の年
となりました︒
館内は︑町出身の国際的木版画
家・高木 志朗 氏や︑円平 仁仁 氏の
作品などが展示され︑その功績を紹
介しているほか︑町内外の個人・団
体の企画展などを行い︑芸術文化の
発信地として︑その役割を担ってい
ます︒
昨年開催された 木
｢ 村 利光 森の
灯り展 で
｣ は︑普段は明るい会場を
暗くし︑光のオブジェを展示したこ
とで会場が幻想的な雰囲気に包まれ
ました︒また︑今年５月の つ
｢ るし
飾りとさげもん の
｣ 作品展では︑
天井から吊るされたたくさんのつる
し飾りと︑かわいらしくも懐かし
いさげもんが評判となり︑１日に
２００名以上が来館するなど︑大好
評でした︒
常盤ふるさと資料館あすかでは︑今
年度も様々な展示を企画しています︒
皆さんぜひ︑足をお運びください︒

③③
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原点は故郷にあり 円平 仁 展
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収蔵作品展

◆開館時間

毎週月曜日︑年末年始

無料

☎ ー４５６７

藤崎町大字水木字村元

北｢常盤駅 西｣口より徒歩 分
◆お問合せ

◆アクセス

◆入 館 料

火曜日が休館日となります︒

※月曜日が祝日の場合︑月曜日は開館し︑
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しろう

高木

「日本の鬼」
「山がらみの舞」
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青森県立郷土館連携展
９月７日 金( 〜)
こぎんと鈴木 正治 展
９月 日 日( 祝· )
〜障がいの有無を超えて〜
９月 日 土( 〜)
楽しい︑書く︑仲間︑笑う︑寄り添う
月８日 月( 祝· )
﹁書の発表会﹂
八戸市 俊文書道会

あすか水墨画会展
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◆休 館 日

常盤ふるさと資料館あすか

藤崎フォトクラブ会員展
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代表作｢日本の鬼｣は、クラコウ
国際版画ビエンナーレ展でグラ
ンプリを獲得しました。
19

38年)に脳内出血で右半身
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〜町出身の二人の版画家〜
⑥⑥

かった友人達への感謝を込め、
作品の多くを村に寄贈しました。
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くの神社仏閣の仕事に携
わりました。1963年(昭和
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仁
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ほか、進学先の武蔵野美術大学
で講師をしていた棟方 志功 氏
に影響を受けました。生活が苦
しかった頃に援助を惜しまな
不随となりましたが、まも
なく病気を克服し、木版画
の制作に取り組むようにな
りました。1988年(昭和63
年)に逝去するまで、数多
くの展覧会で入選しました。
25

村大字水木の水谷家の六男
として生まれました。国民

卓越した造形感覚と色彩鮮
円平 仁(本名：水谷毅)は

歩むきっかけは、中学校の美
術講師で後に版画家として大成した天野 邦弘 氏の

学校高等科を卒業後、宮大
工に弟子入りし、宮匠彫刻
を本業としていたのちに教
会建造物の彫刻を手がけ、その技量が認められ多

３０

1930 年(昭和５年)に旧常盤

やかな作品で知られる版画家
の高木 志朗は、 1934 年(昭和
９年)に旧常盤村大字榊の篤農
家の四男として生まれました。
高木氏が版画家としての道を

65

じん

円平
写真 ① ② ｢棟方 志功 展〜故郷を思う〜｣ (平成29年６月30日〜７月17日開催) ③ ④ ｢木村 利光 森の灯り展｣
（平成29年12月２日〜10日開催） ⑤ ⑥ ｢つるし飾りとさげもん｣ (平成30年５月３日〜６日開催)

のぶひら

２０
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Town Topics
移住・定住促進事業のお知らせ

４
多くの来館者で大賑わい
30
場所：ふじさき食彩テラス

◎若者移住すまいづくり事業

４

５

９５万人目おめでとうございます
場所：藤崎老人福祉センター

町内に転入し、新築住宅を取得する若い夫婦の方に補助金を交付します。
◆補助内容
◆申請期限

住宅と土地を取得したとき 80万円補助
50万円補助
住宅のみを取得したとき
平成30年12月21日(金）

◎子育て世帯定住促進事業
町内に転入し、民間賃貸住宅に居住する子育て世帯に家賃等を補助します。
◆補助内容
◆申請期限

○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
平成31年３月29日(金）

※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。
各種様式もダウンロードできます。
■お問合せ

○若者移住すまいづくり事業に関するお問合せ
○子育て世帯定住促進事業に関するお問合せ

建設課建設係 88ー8285
住民課子育て支援係 88ー8184

交付第
１号！

平成 29 年度の｢子育て世帯定住促進事業｣
において、４月13日(金)に町長室でおこめ券
交付式が行われ、対象世帯(１世帯)におこめ
券(つがるロマン60㎏分)が交付されました。
交付式に出席した神 るみ さん(葛野)は｢子
供が食べ盛りになってきたのでとても助かり
ます｣と喜んでいました。

藤崎町職員採用試験のお知らせ
町では、平成31年度採用の職員採用試験を実施します。
◆募集職種
◆採用予定人員
◆採用予定日
◆受験資格

行政職(大学卒業程度)
若干名
平成31年４月１日
平成元年４月２日〜平成９年４月１日に生まれた者
※日本国籍を有しない者及び地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する者は
受験できません。
◆試験日等 ○１次試験 ７月22日(日) ○１次試験場所 青森市内(予定)
◆合格発表 １次・２次試験ともに合否を通知します。
※２次試験の詳細は１次試験合格者に通知します。
◆申込締切 ６月11日(月) ※土・日・祝日は受験申込書の配付・受付はできません。
※郵送による申込みは、６月11日(月)までに到着したものに限り受付します。
※試験の詳細は広報ふじさき５月号又は町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。
また、町では９月に行政職(高校卒業程度)、栄養士、保健師の採用試験を行います。
詳細は広報ふじさき７月号及び町ホームページに掲載します。
■お問合せ
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総務課庶務係

88−8292

国道７号沿いにある｢ふじさき食彩テラス｣がオー
プンし、開店と同時に、多くの来館者で賑わいまし
た。新鮮野菜などを扱う直売コーナーや、ゆっくり
くつろげるカフェコーナーでは行列ができ、お昼に
なるとビュッフェ(バイキング)レストランが満席に
なるなど、大盛況のオープンとなりました。

西豊田温泉の利用者が95万人に達し、児玉 智子
さん(伝馬)に記念品が贈呈されました。児玉さんは
｢泡風呂が気に入っており、温泉の温度が自分に合
っているので毎日のように来ている。自分が 95 万
人目になったと聞いて、とても驚きました｣と笑顔
で話していました。

花を植えてきれいな公園に
５
４
場所：唐糸御前史跡公園

４
心を込めて絵本を贈ります
28
場所：町図書館｢大夢｣

唐糸御前史跡公園において、イオンチアーズクラ
ブのメンバーとイオングループ従業員、その家族な
ど約60名が町の花である｢藤｣の苗木の植樹を行いま
した。当日は雨天でしたが、ベコニア、サルビアの
花を約300本植えるなどし、参加者は精力的に公園
の環境整備を行いました。

藤崎ともしび会(会長 木村 昭子)が、町図書館に
親子で楽しめる絵本 20 冊を寄贈しました。本の寄
贈は毎年行っており、今年で 10 回目となりました。
木村会長は｢赤ちゃんから楽しめる絵本を選んだの
で、より多くの方に読んでもらいたい｣と話してい
ました。

町巡回バスが「ふじさき食彩テラス」に停まります(試験運行)
町では、｢ふじさき食彩テラス｣を町巡回バスの停留所とした試験運行を実施しています。
｢ふじさき食彩テラス｣を経由する路線は『常盤老人福祉センター〜役場線』で、停留所は東和電機工
業(株)の入口付近です。なお、試験運行は９月28日(金)まで実施します。
◆常盤老人福祉センター発 → 役場行き
発着地点

午

前

午

◆役場発 → 常盤老人福祉センター行き
後

発着地点

午

前

午

後

役場 発

10：55

15：55

８：48

13：45
13：48

ふじさき食彩テラス

11：10

16：10

ふじさき食彩テラス

８：52

13：52

常盤出張所

役場 到着

９：08

14：08

ときわ温泉 到着

11：15
11：18

16：15
16：18

ときわ温泉 発

８：45

常盤出張所

※巡回バスを利用して２時間ほど滞在できます。この機会にぜひご利用ください。なお、町巡回バスは
平日のみ運行しています。ふじさき食彩テラスの営業時間は午前９時〜午後６時となっています。
■お問合せ

総務課庶務係

88−8292
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皆さんのご意見をまちづくりに反映します！

平成30年度特定計量器(はかり)定期検査実施のお知らせ
特定計量器定期検査は２年に一度行われている検査です。対象となるはかりは、期限内に検査を受
けましょう。

検査対象となる特定計量器
○一般商取引用はかり
○病院、薬局等で用いる調剤用の
はかり
○病院、保健所、学校(幼稚園、
保育所)で用いられている体重
測定用のはかり
○官公庁で用いる納品検収用のは
かり、ごみ焼却施設等
のはかりで計量結果を
公にするもの又は料金
を徴収するもの

実施日

検査時間

７月２日(月)
〜３日(火)

午前10時30分〜正午

７月４日(水)

７月５日(木)

７月６日(金)

午後１時〜午後３時

実施会場

常盤除雪センター

午前10時30分〜正午
午後１時〜午後３時

つがる弘前農協
藤崎支店

午前10時30分〜正午
午後１時〜午後３時
午前10時30分〜正午

町役場庁舎前

企画財政課企画係

88−8258

◆現況届に必要な書類等
○ 児童手当現況届(５月下旬に郵送しています。)
○ 受給者(児童を養育する者)の健康保険証の写し
○ その他必要な書類
◆提 出 先 住民課子育て支援係、常盤出張所
◆提出期限 ６月29日(金)
☆児童手当とは
次代を担う子どもたちの健やかな成長のために、その保護者などに対して、一定の要件のもとに
手当金が支給される制度です。養育している児童の人数や年齢に応じて、保護者などへ支給されます。

商工業振興審議会

２名募集

地域経済及び産業基盤の活性化を図るため、商工業振興の施策等に関し、調査審議するものです。
※特に商工業行政や商工会業務に携わったことのある方又は商工業に従事している方が対象です。
(年２回程度開催)
■担当・お問合せ 企画財政課企画係 88−8258

１名募集

町が定めようとする都市計画案のほか、町長の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査・審議
するものです。(年２回程度開催)
■担当・お問合せ 建設課建設係 88−8285

２名募集

町の農業の基本的な方向を策定するため、町長の諮問に応じ、農業振興の施策等に関し調査審議する
ものです。(年２回程度開催)
■担当・お問合せ 農政課農政係 88−8273

２名募集

藤崎町国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するものです。(年２回程度開催)
※藤崎町国民健康保険の被保険者に限ります。
■担当・お問合せ 住民課国保年金係 88−8179
◆任
期 ２年（平成30年８月１日からの２年間）
◆報
酬 各審議会及び協議会の出席ごとに4,900円
◆募集要件(次の要件をすべて満たす方)
○平成30年８月１日現在で、町に住所を有する20歳以上70歳未満の方
○委員として参画する意欲があり、会議に出席できる方(会議は平日の日中に開催予定)
○国会議員、地方公共団体の議員及び公務員(臨時職員を含む)でない方
○町の他の附属機関の公募による委員となっていない方
◆応募方法 担当課に備え付けている応募用紙に必要事項を記入の上、担当課まで提出してください。
応募用紙は町ホームページ (http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からもダウンロードできます。
◆応募締切 ６月26日(火）
◆選考方法 提出された書類等をもとに決定します。選考結果は応募者全員にお知らせします。

支給手当月額(１人あたり)

３歳未満
３歳〜小学校修了前(小６の３月まで)
中学校修了前(中３の３月まで）

15,000円（一律）
10,000円（第２子まで）
15,000円（第３子以降）
10,000円（一律）

藤崎町子ども・子育て会議の委員を募集します
町民の皆さんの意見を子育て支援の施策に生かすために、｢藤崎町子ども・子育て会議｣の委員を
募集します。

○年齢が18歳未満の子どものうち、最も年齢の高い者から順に第１子、第２子…となります。
○支給月は６月(２月〜５月分)・10月(６月〜９月分)・２月(10月〜１月分)です。
○支給日は、支給月の10日です。(10日が休日のときは、その前の平日となります。)
○原則として、申請した月の翌月からの支給となります。
☆次の場合には、15日以内に届出が必要です。
○受給者又は養育している児童の名前が変わったとき
○引っ越し等により住所が変わったとき(町内から町内への転居・町内から町外への転出)
○受給者が公務員になったとき など
■応募・お問合せ
2018．6 広報ふじさき

２名募集

｢藤崎町総合計画基本計画｣の施策等に関し、調査審議するものです。(年２回程度開催）
■担当・お問合せ 企画財政課企画係 88−8258

国民健康保険運営協議会

児童手当の現況届は、毎年６月１日の現況を把握し、６月分以降の手当の受給資格を確認するため
のものです。提出がない場合は、手当を受給できなくなりますので忘れずに提出してください。

7

総合計画審議会

農政審議会

児童手当「現況届」の提出をお忘れなく

支給対象年齢区分

町では、町民の皆さんの様々な意見を反映し、行政と町民が一体となった参画と協働によるま
ちづくりを進めていくために、各種審議会及び協議会の委員を公募します。

都市計画審議会

午後１時〜午後２時
■お問合せ

各種審議会・協議会等の委員を募集します

住民課子育て支援係

88ー8184

◆募集人数 １名
◆募集要件(次の要件をすべて満たす方）
○町に住所を有する満20歳以上の方 ○中学生以下の子どもの保護者の方
○子育て支援の施策に関心があり、会議(平日の日中開催)に出席できる方
◆任
期 委嘱の日〜平成30年11月８日(会議の開催は年数回）
◆報
酬 会議１回の出席につき4,900円
◆応募方法 住民課子育て支援係に備え付けている応募用紙に必要事項を記入の上、提出してください。
なお、応募用紙は町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からもダウンロードできます。
◆応募締切 ６月15日(金)
■お問合せ 住民課子育て支援係 88−8184
広報ふじさき 2018．6
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早めに相続登記をしましょう

自動車税の納付はお早めに

◆早めの相続登記をお勧めします
亡くなった方から土地・家屋を受け継ぐ相続登記は、登記をしなければ罰せられるというもので
はありませんが、登記をしないで放置している期間が長ければ長いほど相続人が増えていくため、
手続きが複雑化し、遺産分割協議等で同意を得るのが大変になっていきます。結果的に自分の子供
や孫などに手間と費用をかけさせてしまうことになります。

県では、６月上旬に自動車税の納税通知書を送付します。
早めに、お近くのコンビニエンスストアや金融機関又は県税部で納めましょう。
◆納める人

県内に主たる定置場がある自動車の４月１日現在における自動車登録上の所有者
(割賦販売などで自動車販売店が所有権を留保している場合は、自動車の使用者)
◆納付場所 ○県税部 ○全国のコンビニエンスストア ○県内の銀行・信用金庫・農協等の本支店
○東北地方の郵便局 ほか
※納期限を経過したときは、コンビニエンスストアで取扱いができない場合があります。
※口座振替の申込みをされた方は、納期限の日が振替日となります。
※インターネット上の専用サイト「Yahoo!公金支払い」(http://koukin.yahoo.co.jp/)から、納税通知書に
記載されている「納付番号」や「確認番号」、クレジットカードの番号などを入力して手続をする
ことで、クレジットカードで自動車税を納付できます。(手数料324円かかります。)
◆納 期 限 ７月２日(月)
◆そ の 他 ○納税通知書には納付後に納税証明書となる用紙が添付されています。
自動車の継続検査(車検)の際に使用できますので、大切に保管してください。
○東日本大震災により滅失又は損壊した自動車の代替取得自動車について、自動車取得税・
自動車税が非課税となる場合があります。

◆平成29年から法定相続情報証明制度が開始されました
法務局へ必要な書類を提出することで、登記官が法定相続人を証明し、相続登記を含む各種相続
手続きにおいて戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
藤崎町を管轄する法務局は青森地方法務局弘前支局(弘前市大字早稲田三丁目１番地１)となって
います。法務局では、相続に関する無料相談(予約制)も行っていますので、事前に電話連絡の上、
ご利用ください。
■無料相談・お問合せ

青森地方法務局弘前支局 26ー1150

危険物取扱者保安講習のご案内
危険物取扱者免状の交付を受け、危険物の製造所や貯
蔵所及び取扱所で危険物の取扱い作業に従事している人
は、定められた期限内に保安講習を受講してください。

消防だより
危険物安全週間
｢この一球 届け無事故へ みんなの願い｣
(平成30年度危険物安全週間推進標語)
６月３日(日)〜９日(土)は危険物安全週
間です。
近年、全国的に石油類をはじめとする
危険物を取り扱う際の事故が増加傾向に
あります。
事故の原因は、誤った取扱いやちょっと
したミスなどの人的要因がほとんどです。
危険物を取り扱うときは、安全を再確
認するように心掛けましょう。
消防本部では、危険物安全週間期間中、
危険物関係事業所の消防訓練や立入検査
などを実施します。

◆実 施 日 ７月４日(水)
◆会
場 岩木文化センター「あそべーる」
（弘前市賀田１丁目18番地４）
◆講習種別 ①給油取扱所関係
給油取扱所で危険物の取扱い作業に従事
している人
②一般取扱所関係
①以外の危険物施設で危険物の取扱い
作業に従事している人
◆受 講 料 4,700円(青森県収入証紙)
◆受講期限 ①免状交付日又は前回講習日以後の最初の
４月１日から３年以内
②新たに危険物取扱い作業に従事すること
となった日から１年以内
◆申込期間 ６月１日(金)〜14日(木)
◆申込方法 消防本部予防課・最寄りの消防署及び分署
で配布している申込書に必要事項を記入の
上、お申込みください。
■申込・お問合せ

その他にも各種仕上材 お気軽にご相談ください。
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①平成 31 年３月までに高卒見込の者
又は平成 30 年４月１日において高
卒後３年を経過していない者
②人事院が①に掲げる者同等の資格
があると認める者
◆受付期間 ６月18日(月)〜27日(水)
◆申込方法 インターネットによる申込み
※国家公務員試験採用情報NAVI (http://www.jinji.
go.jp/saiyo/saiyo.htm)
◆第１次試験日 ９月２日(日)
◆受験資格

■お問合せ

１級技能士
２級技能士
２級建築施工技師

３名
１名
３名

広報ふじさき有料広告

旭硝子 フッ素塗装（最高級塗料）登録施工店 認定番号 G0102015

仙台国税局では、税務のスペシャリストとして
活躍する税務職員を募集します。

広報ふじさき有料広告

村 塗 装

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

中南地域県民局県税部納税管理課

仙台国税局人事第二課試験研修係
022−263−1111(内線3236)
人事院東北事務局 022−221−2022
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32ー4341

私立幼稚園就園奨励費
補助金事業のお知らせ

税務職員を募集します

弘前消防本部予防課 32ー5104
又は最寄りの消防署及び分署

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。

（有）木

■お問合せ

私立幼稚園就園奨励費補助金事業とは、私立幼稚
園に在園する幼児がいる世帯に対し、入園料及び保
育料を所得状況に応じて減免する制度です。
◆対象となる幼児

私立幼稚園に在園する幼児

※子ども・子育て支援新制度対象外の私立幼稚園
に在園する幼児が対象となりますので、入園し
ている幼稚園に確認してください。
◆対象となる世帯(次のいずれかに該当する世帯）
○町民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯
※所得割課税額については、住宅借入金等特別税
額控除前の税額を用いて決定します。
○生活保護を受けている世帯
○多子世帯
※階層区分に応じて補助限度額を適用
○ひとり親世帯等
※階層区分に応じて補助限度額を適用
申請書類等、事業の詳細につい
ては、町教育委員会学務課にお問
合せください。
■お問合せ

町教育委員会学務課
(常盤生涯学習文化会館内)

69−5010

広報ふじさき 2018．6
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津軽 の
話題満載

津軽
広域

津軽広域連合からのお知らせ
○地域資源特派員を募集しています！

第1３回古都ひろさき花火の集い

平成３0年度全国カヌー大会

弘前市
日本初！４号玉100発を同時に打ち上げます。
ダンス、ジャズ演奏などのさまざまなステージプログラ
ムや、車両観覧エリアも設けています。
▽日 時 ６月16日(土) 開 場：午後３時、
ステージプログラム：午後４時15分〜
花火打ち上げ：午後７時45分〜
▽場 所 弘前市岩木川河川敷運動公園
※有料観覧チケットや定額
シャトルタクシーもあります。

西目屋村の名坪平カヌー競技場において国内最高峰
のカヌー大会「 2018 カヌースラロームジャパンカップ
キョクヨーシリーズ第４戦・ワイルドウォータージャパ
ンカップ第４戦」が開催されます。全国各地から集まっ
た選手たちが、激しい激流に挑み熱戦を繰り広げます。
▽日 程 ６月23日(土)、24日(日)

▽場 所
名坪平カヌー競技場

▽お問合せ

▽お問合せ
ひろさき市民花火の集い
実行委員会事務局
(弘前商工会議所内）
☎33ー4111

西目屋村

夜空を彩る打ち上げ花火

西目屋村カヌー大会
実行委員会
(西目屋村教育委員会)
☎85ー2858

市町村イベントカレンダー
６月

開催日
6月2日〜
7月16日

イベ ント 名
奇想の絵師 歌川国芳展

6月2日

第23回万国ホラ吹き大会

6月9日〜10日

こでんてんin 黒石こみせ
2018

6月10日

こけし駅伝大会(黒石市)

6月24日

第19回よさこい津軽
（弘前市）
たけのこマラソン大会
（平川市）

激流に挑む選手たち

いろんなイベントに出掛けよう！
イベ ント 内 容

斬新なデザインと奇想天外なアイデアで人気の、浮世絵師・歌川国芳
の代表作が弘前に！
高さ２４mの石の塔という巨石への参詣登山後、鰐comeでホラ吹き大
会が開催されます。
全国各地から集まった手しごと作品の展示販売のほか、ワークショップの
実施店舗もあります。
黒石温泉郷とこけしのふるさと・黒石で行われる駅伝大会。職場、地域、
中学生や各地の走友会などが参加します。
土手町通りを会場に開催。躍動感あふれる演舞で魅了します。

７月

プロ野球パシフィック・リーグ公式戦
「東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 福岡ソフトバンクホークス」

２年連続となるプロ野球一軍公式戦がはるか夢球場で開催されます。

弘前市立博物館

☎35−0700

7月15日
7月15日

津軽伝承工芸館

☎59−5300

同実行委員会事務局

☎33−4111

弘前市文化スポーツ振興課
☎40−7115

横町通りで開催される夜店まつり。七夕のこの時期にたくさんの短冊や出
黒石商店街協同組合
☎53−6030
店が立ち並びます。
プロ野球フレッシュ
プロ野球入団５年以内の若手選手が集結し、スター選手への登竜門と言 弘前市文化スポーツ振興課
☎40−7115
オールスターゲーム2018 われる大会が青森県で初開催されます。
星まつりin そうま2018
☎82−3325
星と森のロマントピアそうまでよさこい演舞や音楽ライブを開催します。 同実行委員会事務局
（弘前市）
クラシックカークラブ
中町こみせ通りに1975年以前の懐かしい旧車が、全国から200台以上集
黒石商店街協同組合
☎53−6030
青森ミーティングinこみせ 結します。

7月20日〜
8月17日
7月22日
（予定）

2018大鰐温泉
サマーフェスティバル
丑湯まつり 温湯地区
（黒石市）

納涼ふぇあ、親子映画、大鰐小学校によるマーチングバンドなど、イベン 同実行委員会事務局（大鰐町企画観光課）
ト盛り沢山です。
☎48−2111
丑の御神体を乗せた神輿を子供たちが引きます。450年以上もの歴史あ
丑湯まつり事務局
☎54−8365
る伝統行事です。

7月22日

チャンバラ合戦in 平川

世界一平和な戦いが猿賀公園で開催。大人も子供も一緒になって出陣じゃー 平川市観光協会

☎40−2231

7月27日〜
8月19日

金平成園一般公開

別名「澤成園」で知られる金平成園は、平成18年１月26日史跡名勝天然記
黒石市文化スポーツ課
念物に指定されました。

☎52−2111

7月29日

ちびっ子ねぷたのお通りだい 土手町通りを会場に子どもたちが元気いっぱいにねぷたを運行します。

7月29日
7月30日〜
8月5日
7月下旬
（予定）
7月下旬

｢津軽は、夏へ。
」出陣祭 毎年津軽の夏に向けての出陣祭を行います。勇壮華麗な笛太鼓を心ゆく
（黒石市）
まで堪能することができます。
県内有数の運行台数を誇り、７月３０日、８月２日の合同運行では５０台以上
黒石ねぷた祭り
のねぷたが出陣します。
浅瀬石川ダム「ダム湖ふ 虹の湖公園ふれあいの広場、ダムサイト公園で楽しく遊びながらダムの
れあいデー」
（黒石市） 役割を学ぶことができます。
群生地としては北限の和蓮が咲き誇る猿賀公園で、多くのイベントが予
北限に観る蓮の花まつり
定されています。

〒036ー8003 弘前市大字駅前町９番地20 ヒロロ３階
津軽広域連合「地域資源特派員」係
31ー1201 FAX 33ー2201 Eメール : rengou@tsugarukoiki.jp
■申込・お問合せ

同実行委員会事務局（大鰐町企画観光課）
☎48−2111
こでんてん実行委員会事務局
☎090-2883-7953

7月4日〜7日 横町納涼夜店まつり
7月12日

◆募集テーマ ○あなたのまわりの 季節を感じる もの
（例）四季折々の風景（山・川など）、行事、草花、生き物など
○まちで見かけた 時代を感じる もの
（例）建築物、家電製品、クラシックカーなど
○あなたのまちの 奇祭・奇習
（例）祭り、宵宮、イベント、その地域ならではの独特の習わしなど
◆応募資格 弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に
居住又は通勤・通学している方
◆特派員になるには
登録を希望する方は、申込書をお送りしますので津軽広域連合にご連絡ください。
なお、申込書は津軽広域連合ホームページ (http://tsugarukoiki.jp/)にも掲載しています。
郵送又は電子メール、ＦＡＸで申込みできます。
◆レポート方法
見つけた地域資源を簡単なレポートにまとめて、郵送又は電子メール、ＦＡＸで送ってください。
レポートは津軽広域連合ホームページ、フェイスブック、広報紙等に掲載します。

問 合 せ 先

老若男女問わずに参加でき、マラソン終了後は、たけのこ汁と温泉に 同実行委員会（碇ヶ関公民館内）
6月24日
癒されます。
☎46−2104
藤崎町の特産品を使ったグルメ商品を考案・販売し、Ｂ-1形式で人気
ふじワングランプリ2018
藤崎町企画財政課
☎88−8258
6月24日
を競う食の祭典です。
板柳町ふるさとセンター カラフルなミニトマト収穫体験は１人２００円。利用可能日や時間はお
6月30日まで
板柳町ふるさとセンター ☎72−1500
農業収穫体験
問い合わせください。
7月3日

津軽広域連合では、地域資源を発信する｢地域資源特派員｣を募集しています。
見過ごしている何気ないものが、地域の魅力を大きく向上させる可能性を秘めています。
あなただけが知っている津軽の魅力を、広く発信してみませんか？

弘前青年会議所

☎34−4458

津軽伝承工芸館

☎59−5300

黒石青年会議所

☎52−3369

浅瀬石川ダム管理支所

☎52−8782

平川市観光協会

☎40−2231

○自分だけの飛行機をつくろう！
夏休み中に小学生を対象として｢模型飛行機製作体験教室｣を開催します。
大画面でのフライトシミュレーター体験もありますので、ぜひご参加ください！！
◆体験内容
◆開催日時
◆開催場所
◆材 料 費
◆募集人数
◆参加資格
◆応募方法

模型飛行機製作(アクリル飛行機の組み立てとカラーリング）
７月26日(木) 午後１時30分〜午後３時30分
田舎館村中央公民館 研修室(田舎館村大字畑中字藤本159−１)
１人1,500円
小学生40名程度
弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に居住又は通学している児童
ハガキ又は電子メールに、郵便番号・住所、参加者氏名(ふりがな)、学年・年齢、保護者氏名、
電話番号を記入の上、申込みしてください。
※１回の応募で２名まで申込みできます。
※小学３年生以下は、保護者の同伴が必要です。
◆申込期限 ７月９日(月) ※当日消印有効
◆そ の 他 応募者多数の場合、抽選により決定します。
抽選の結果、当選された方にのみ７月13日(金)に
｢参加決定通知書｣を発送します。
〒036ー8003 弘前市大字駅前町９番地20 ヒロロ３階
津軽広域連合「模型飛行機製作」体験教室係
31ー1201 FAX 33ー2201 Eメール : rengou@tsugarukoiki.jp
■申込・お問合せ

※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査のほか、
各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。
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７

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⸻
７月５日(木)【１歳６か月児健診】
●対 象 Ｈ28年11月〜12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、歯科、
栄養指導、歯科指導、保健指導
●持ち物 母子手帳、子どもノート、
問診票、バスタオル等
７月26日(木)【３歳児健診】
●対 象 Ｈ26年11月〜12月生
●受 付 12:30〜12:45
●場 所 藤崎老人福祉センター
●内 容 身体計測、小児科、歯科、耳鼻科、
視力、聴覚、尿検査、精神発達、
栄養指導、保健指導
●持ち物 母子手帳、子どもノート、
問診票、バスタオル等

ߔߎ߿߆⋧⺣
７月19日(木)【10 か月児健康相談】
●対 象 Ｈ29年８月〜９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、子どもノート、問診票、
バスタオル、子ども用のエプロン、
おしぼり等
※参加ご希望の方は7月12日(木)までにご連絡ください。
７月19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、
乳幼児の身体計測、育児相談
●持ち物 母子手帳、子どもノート、バスタオル等

こんにちは 国保係 です
わくわく講座のお知らせ
心筋梗塞や脳卒中、人工透析や網膜症などの原因
になるとされている糖尿病について、近年、町の健
診結果で経過観察や要精密検査と判定される方が多
く、発症・重症化の予防が課題となっています。
糖尿病について、専門医の先生からお話を伺い、
理解を深めませんか。

◆講

師

◆申込締切

■申込・お問合せ

2018．
2018 6 広報ふじさき

88−8197

お医者さんが治療上必要と認めたコル
セットなどの補装具代がかかったとき ・保険証 ・印鑑 ・世帯主の通帳 ・領収書
・医師の同意書 ・個人番号のわかるもの
はり・きゅう、
マッサージなどの施術をう ・顔写真付きの身分証明書
けたとき(お医者さんの同意が必要)
骨折やねんざなどで国保を扱っていな ・保険証 ・印鑑 ・世帯主の通帳 ・明細がわかる領収書
・個人番号のわかるもの ・顔写真付きの身分証明書
い柔道整復師の施術を受けたとき

88ー8197

・保険証 ・印鑑 ・世帯主の通帳 ・個人番号のわかるもの
・診療内容の明細書と領収明細書(日本語の翻訳文が必要)
・パスポートなどの海外への渡航期間がわかるもの
・海外の医療機関等に照会する同意書

海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)

※医療費などを支払った日の翌日から２年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
※医療処置が適切であったか審査しますので、申請から支給まで約３か月以上かかります。
審査の結果、支給されない場合もあります。
※医療機関等にかかったときは必ず領収書をもらい、大切に保管しましょう。

◆日
時 ７月18日(水) 午前９時30分〜正午
◆場
所 町文化センター ｢実習創作室｣
◆持 ち 物 エプロン・三角巾
◆対
象 町民
◆材 料 費 100円(当日徴収)
◆申込締切 ７月６日(金)

■お問合せ

住民課国保年金係

カルシウムたっぷりごはんで骨太元気☆
おやこ料理教室のお知らせ

「ねんきんネット」をご利用ください
日本年金機構では、年金加入者の方や受給されている方が、インターネットを通じていつでも手軽に
自分の年金記録を確認できる「ねんきんネット」サービスを行っています。
自宅のパソコンのほか、スマートフォンでも利用することができますので、ぜひご利用ください。

７月25日(水）午前９時30分〜正午
町文化センター ｢実習創作室｣
エプロン・三角巾
町内の小学生とその保護者
(子どもだけの参加も可）
◆材 料 費 無料
◆申込締切 ７月13日(金）
◆日
時
◆場
所
◆持 ち 物
◆対
象

◆「ねんきんネット」のサービスとは
○24時間いつでも最新の年金記録を確認することができます。
○記録がわかりやすく表示され、「もれ」や「誤り」を簡単に発見することができます。
○将来の年金見込額を自分で試算することができます。
○国民年金保険料の口座振替の申込みなどの各種届書(一部)を簡単に作成することができます。

※どちらも、メニューは当日お知らせします。
■お問合せ

てんちゃん

町食生活改善推進員会
☎75ー5303

瓜田

公益財団法人テクノエイド協会

【認 定 補 聴 器 専 門 店】
て ん

しょう

ど う

んの

んて

て
てん

補聴 器セ ンタ ー

※聞こえのご相談、出張サービスも行っております。

弘前市代官町通り
（紀伊國屋書店さん横）

TEL.0172 - 33 - 5016

88−8179

国 民 年 金のお知らせ

広報ふじさき有料広告
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福祉課健康係

・保険証 ・印鑑 ・世帯主の通帳 ・個人番号のわかるもの
・顔写真付きの身分証明書 ・医師の診断書又は意見書
・輸血用生血液受領証明書 ・血液提供者の領収書

手術などで輸血に用いた生血代
(お医者さんが必要と認めた場合）

広報ふじさき有料広告

■お問合せ

持参するもの

不慮の事故や旅先で急病になり、保険 ・保険証 ・印鑑 ・診療内容の明細書 ・世帯主の通帳
・個人番号のわかるもの ・顔写真付きの身分証明書
証を持たずに診療を受けたとき

和食のおいしさ再発見！
ヘルシークッキングのお知らせ

７月４日(水)・18日(水)【こころの健康相談】
●時 間 9:00〜12:00
●場 所 (４日）常盤老人福祉センター
(18日）藤崎老人福祉センター
７月13日(金)・20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 (13日）藤崎老人福祉センター
(20日）常盤老人福祉センター

福祉課健康係

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、住民課国保年金係へ申請し、審査
で決定されると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
こんなとき

７月３日(火) 午後２時〜午後３時30分
ふれあいずーむ館 ｢ふれあいひろば｣
健康基礎講座〜糖尿病編〜
糖尿病を発症・重症化させないために
今日からできることを考える
ときわ会病院 糖尿病専門医
楠美 尚子 先生
６月26日(火）

◆日
時
◆場
所
◆テ ー マ

■申込・お問合せ

ஜᐽ⋧⺣

受 付

ねんきんネット専用ダイヤル
弘前年金事務所国民年金課

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〜

0570−058−555
27ー1339

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 2018．6

12

藤崎町図書館
大夢

○い

○「最新農業の動向としくみがよ〜くわかる本」
中村 恵二‖著
○「コンパニオンプランツの野菜づくり」 木嶋 利男‖著
○「小説 木戸孝允」上・下
中尾 實信‖著
○「うたかたの城」穴太者異聞
西野 喬‖著
○「元禄お犬姫」
諸田 玲子‖著
○「マルチナ、永遠のＡＩ。」
大村 あつし‖著
○「泣きかたをわすれていた」
落合 恵子‖著
○「黙過」
下村 敦史‖著
○「ありえないほどうるさいオルゴール店」 瀧羽 麻子‖著
○「バビロンの階段」
蜂須賀 敬明‖著
○「三千円の使いかた」
原田 ひ香‖著
○「あの夏、二人のルカ」
誉田 哲也‖著
○「未来」
湊 かなえ‖著
○「ウェンディのあやまち」
美輪 和音‖著
○「母のがん」
ブライアン・フィース‖著
○「影の子」
デイヴィッド・ヤング‖著
○「一生モノの知恵袋」
主婦の友社‖編

つ

園芸講座 〜季節の花の寄せ植えを楽しもう〜
◆日
時 ７月７日(土) 午後１時30分〜午後３時30分

６月９日(土)
午前10時〜午前10時45分

○ど こ で

常盤生涯学習文化会館

○おはなし

ときわっ子本の会

◆場

児童室

おはなしの内容を覚えて、語り聞かせる手法
(ストーリーテリング)でお話します。
象

※始まりの時間に間に合わないと中に入れませんので、

親子で天然酵母パン作り
〜森の中の野風(やふう)パンで天然酵母パン作りに挑戦!!〜
◆日
時 ７月21日(土) 午前９時〜午後１時

開始時間前までにお越しください。

☆定例おはなし会「おはなしのとびら」
○い
つ ６月16日(土) 午前10時〜午前11時

◆場

○ど こ で

藤崎町図書館

◆参 加 費

○おはなし

わっこの会

児童室

よいこのくに

テーマ：おはなしＺＯＯ(どうぶつえん）
「きちょうめんななまけもの」ほか

回あすか美術クラブ会員展

13
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30

◆開催期間

６月 日 金( 〜)７月８日 日( )
午前９時〜午後４時 分

29

四月例句会 入選作品抄
思｢い出﹂ 晴｢れ姿﹂
題
倖｢せ﹂ 忘｢れる﹂

߷௶

佐々木トミヱ

田中さち子
川柳が健康寿命のばしてる
借金の恩も忘れて身をもがき
就職へ忘れぬように見るお山

里帰り窓辺は母の指定席
一度だけアワビ咬みしめ露天風呂
詰め襟の行進まぶし晴れ姿

清水 川魚
凱旋の故郷へ三つメダル下げ
原爆忌忘れ戦争知らない子
改ざんと隠蔽うまく忘れ去り

福井 朗風
思い出は今なつかしい囲炉裏端

ひのき舞台踏んで故郷の父母を呼び

忘れ去ることも世渡りかも知れぬ

福井 藤人
草笛をふけば童の貌となる
娘の酌で孫を肴に飲んでいる
玉音のあの日の暑さ忘れない

野呂 文坊
新婚の想いぼろぼろ老い二人
成人の門出晴れ着が詐欺に合う
思い出がぐるぐる回るダイヤ婚

紫

最(終日は午後３時まで︶
◆入 館 料 無料

65

７月２日 月(︶

１日・８日・15日・22日・29日

常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100、町文化センター ☎75ー3311
◆休 館 日

８ 月

■申込・お問合せ

■会場・お問合せ

４日・11日・18日・25日

◎参加費を添えて申込みしてください。なお、締切後のキャンセルは返金できません。

常盤ふるさと資料館あすか

７ 月

野風パン」(弘前市百沢)

パン焼き体験をする方１人につき1,500円(材料費)
※親１人、子２〜３人の参加も可能です。

☎ ー４５６７

６日・13日・20日・27日

｢森の中のパン屋

広報ふじさき有料広告

６ 月

成田 波麻
古里は思い出詰った更地増え
難問を突破入学晴れ姿
百万遍数珠に家族の倖願う

木村 羊川
見せられぬ心アルバムセピア色
写メールでニコニコ顔の入学式
これほどに男ことばの大志死語

最高得点句

2018．6 広報ふじさき

出席者全員選
題﹁大志﹂

野呂 文坊
記念誌に大志を綴った跡がある

15

毎週水曜日の開館時間：午前９時〜午後６時

所

◆持 ち 物 飲物、フェイスタオル、帽子
◆申込締切 ７月13日(金) ※先着30名
◆日
程 【9:00】常盤生涯学習文化会館 出発
【9:10】藤崎町文化センター 出発
【9:50】｢森の中のパン屋 野風パン｣ 到着
※作ったパンをスープと一緒にランチとして食べます。
■申込・お問合せ 常盤生涯学習文化会館 ☎65−3100
出発
【12:00】｢森の中のパン屋 野風パン｣
町文化センター
☎75−3311
【13:00】常盤生涯学習文化会館 到着(町文化センター経由）

『ナマケモノのおはなし』

みんなだいすき、どうぶつのおはなし、はっじまるよ〜♪
○「かわいいかわいいだーいすき」
北川 チハル‖作 ○対
象 幼児・児童(保護者含む）
○「しゅりけんとうちゃん」
忌野 清志郎‖絵
※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。
○「ふしぎなあおいふく」
サトシン‖さく
ふくだ じゅんこ‖文・絵 ◎６月は環境月間です。
○「とらんぽりんぽーん」
○「がまばあさん」
マットかずこ‖ぶん・え 〜本を読んで、
ブックカーテンを育てよう〜
○「スムート」
ミシェル・クエヴァス‖文
６月の環境月間中、借りた本の数だけ本の
○「イネの大百科」
堀江 武‖編
形の葉っぱを差し上げます。貸出カウンター
○「その景色をさがして」
中山 聖子‖著
前に設置してあるプランターに貼ってみんな
☆郷土
で緑のカーテンならぬ、ブックカーテンを育
○「ロミイの代辯」
寺山 修司‖著
てましょう。
○「カミサマをたずねて」
根深 誠‖著
○「人狩り熊」
米田 一彦‖著 ◎夏季開館時間延長のお知らせ
ほか
６月から８月の毎週水曜日は、図書館の開館時間が
※都合により、一部納期が遅れることがあります。
午後６時になります。

４日(月)・11日(月)・18日(月)・25日(月)・29日(金)
※６月29日(金)は図書整理のため休館となります。
※休館日に図書返却する場合は、正面玄関脇の返却
ポストをご利用ください。

３階｢多目的ホール｣

小学生、その他おはなしの好きな方

☆児童図書

◎藤崎町図書館 大夢 休館日のお知らせ
☆６月の休館日

町文化センター

◆講
師 藤崎造園 兵藤 勝幸 氏
◆参 加 費 1,500円(材料費)
◆持 ち 物 作業用手袋、持ち帰り用の袋(ゴミ袋などの大きいビニール袋)
◆申込締切 ６月29日(金) ※先着15名

テーマ：「いろんなカエルがでてくるおはなし」

○対

所

↢ᶦቇ⠌㮼㯤㯦

☆定期おはなし会

◎最新着図書
☆一般図書

㧸Q
㧜㧝㧠

藤崎いきいき生活大学のお知らせ 〜７月開催講座〜

☎ 75−2288

㯑㯨㮞㮠㰼㯷㰨

としょかんだより

紫
柳
社
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役場75−3111

☎88−8197

旬を味わう 「トマトとなすの豚汁」

200ｇ
100ｇ
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情報公開制度に
ついてのお知らせ

情報公開は︑町が保管して

い る 情 報 行( 政 文 書 を) 町 民 等
からの開示請求により公開す

の

る制度です︒

き

これは︑町民参加の行政を

づ

促進し︑町政に対する町民の

は

理解と信頼を深めることを目

葉 月(裕輝)

的に実施しています︒

野

総務課行政係に備付けの

小

50 10

◆請求方法

田

愛(聡)

行
｢ 政文書開示請求書 に
｣住
所・氏名・請求する行政文書

亀

あ

の名称などを記入し︑提出し

(一博)

り

てください︒

梨

閲覧のほかに︑写しの交付

藤

ん

凛
か

工

円

古 川 華

町

モノクロ１枚

６月の町税等の納期

東

請求もできます︒

福 島

り

(友也)

き

皐

円

平 田

つ

楓 雅(晃司)

年度開示請求及び

葛 野

さ

屋

３件

工 藤

が

髙

２件

柏木堰

う

久井名舘

29

カラー１枚

蓮 咲(芳人)

０件

清

)内保護者
ふ

１件

西豊田二

き

◆平成

野

ず

公開状況

は

○請求件数

＋12

全部公開

ー16

○決定内容

〜お誕生日おめでとうございます〜
(

一部公開

世帯

88

ー５

その他

合計

ー８２９３

女

4月届出分

ー11

総務課行政係

7,073人
8,050人
15,123人
5,966世帯

人口 男

戸 籍 の 窓

前月比

☎

４月30日現在

■請求先・お問合せ

町の人口と世帯数

月生募集の

30

16

12

18

10

お知らせ

放送大学
お知らせ

※粗熱がとれたら浮いてきた脂を取り除いて、
冷蔵庫で冷やして食べるのもおいしいですよ！

15

常盤ふるさと資料館あすか65−4567

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︒
働きながら学んで大学を卒業
したい︑学びを楽しみたいなど︑
様々な目的で幅広い世代︑職業
の方が学んでいます︒
資料を無料で差し上げますの
で︑希望する方はお問合せ先に
連絡するか放送大学ホームペー
ジ (http://www.ouj.ac.jp/)
をご覧
ください︒
◆出願期限 ９月 日 木( )
■お問合せ
放送大学青森学習センター
☎ ー０５００

４本
４枚
100ｇ
４カップ
40ｇ

14

平成 年度労働保険年度
更新のお知らせ

■作り方
①トマトは一口大に、なすは小さめの乱切りにする。
みょうがは縦４等分に切り、大葉は千切りにする。
豚肉は３ｃｍ幅に切る。
ｍ 幅に切る。
②鍋にだし汁を入れて火にかける。
③沸騰したところに豚肉を入れる。
④豚肉の色が変わったらトマトとなすを入れて煮る。
アクが浮いてきたら丁寧にとる。
⑤野菜に火が通ったら、みそを溶き入れる。
⑥みょうがを加えて火を止める。
⑦お椀に盛り、大葉をのせる。

75

スポーツプラザ藤崎75−3323

労働保険の年度更新 平(成 年
度確定保険料と平成 年度概算
保険料の申告・納付手続のこと )
を行う時期となりました︒
早めにお近くの金融機関・郵
便局等で手続をお願いします︒
◆申告・納付期限
７月 日 火( )
■お問合せ
青森労働局総務部
労働保険徴収室
☎０１７ー７３４ー４１４５

■材料(４人分)
トマト
なす
みょうが
大葉
豚肉(バラ薄切り)
だし汁
みそ

常盤生涯学習文化会館65−3100

町バレーボール協会では︑９人
制ママさんバレーボールのチー
ムメイトを募集しています︒
○ちょっと運動してみたい方
○ストレス解消したい方 など
才以上の女性なら︑どなた
でも参加できます︒
結婚の有無は問いません︒経験
者はもちろん︑初めての方︑町内で
働いている方も大歓迎です︒
◆練習日時 毎週火・木曜日

真っ赤な色で食卓を彩るトマトは、これからやってくる夏が旬になります。
生で食べても十分おいしいですが、トマトに含まれるうまみ成分グルタミン酸は、熱を通すと効力
を発揮し、まろやかな味わいを楽しめます。購入するときは、皮に張りとツヤがあり、ヘタが濃い緑
色で、ピンと張ったものを選びましょう。みずみずしいものほど良品です。大玉トマトはずっしりと
重く、全体の色が均一なものが良いでしょう。
真っ赤な色の主成分であるリコピンは抗酸化作用があり、がん予防に良いとされています。また、
疲労回復効果のあるクエン酸が含まれているので、夏バテ解消にも効果的です。
今回は夏でもさっぱりと食べられ、うまみたっぷりの｢トマトとなすの豚汁｣をご紹介します。

町文化センター75−3311

町出身者及びその関係者
町民ボウリング大会を
◆費 用
開催します
○プレー代 ビ(ジター ８
) ３００円
◆日 時 ６月 日 土( )
セ(ルフ・乗用カート・飲物付 )
受付 午後７時〜
※キャディ希望の方は︑申込み
◆会 場 フォーラムボウル
時にお知らせください︒
弘(前市高田５ー ー１ ) ○参加費 ５０００円
◆参加資格
賞(品代︑懇親会費含む )
町民及び町内に勤務している者
◆表彰式・懇親会
◆参加料 １人 ２０００円
町文化センター
◆申込方法
※プレー終了後︑午後６時予定
スポーツプラザ藤崎及び常盤
◆申込締切 ６月 日 火( )
生涯学習文化会館に備え付けて
※
新規会員を募集中です︒
いる申込用紙に必要事項を記入
いつでも入会できます︒
の上︑スポーツプラザ藤崎又は
■申込・お問合せ
常盤生涯学習文化会館に提出し
スポーツプラザ藤崎
てください︒
☎ ー３３２３
◆申込締切 ６月 日 火(︶
町バレーボール協会
■お問合せ 藤崎ボウリング協会
会員募集のお知らせ
葛西 ☎ ー２９２２
三好 ０９０ー５５９４ー５４５９

■お問合せ
福祉課健康係

ずーむ館75−2288

第 回町民ゴルフ大会
を開催します

ふじ さキ ッチン
ふじさキッチン

教育委員会69−5010

ゴルファーの親睦を深めるコ
ンペです︒お仲間を誘い合って
ご参加ください︒
◆日 時
７月１日 日( )午前８時 分
◆会 場
青森ロイヤルゴルフクラブ

１

上下水道課75−6025

大鰐町島田字滝ノ沢１００ー９
午後７時〜午後９時
(
)
◆競技方法
◆場 所 スポーツプラザときわ
Ｗペリア他ローカルルール適用
■申込・お問合せ
◆参加資格
スポーツプラザ藤崎
町民︑町内に勤務する者︑
☎ ー３３２３

べよう！
菜を食
野
、
日３食

常盤出張所65−2111

望(純司)

納期限は７月２日(月)です
●町県民税

第１期
横 町

県内の交通事故概況
４月中
件数 212件
死者 ３人
傷者 246人

17

前年比
ー14
ー２
ー33

2018．6 広報ふじさき

(４月30日現在)
年間累計 前年比
891件 −167
16人
0
1,088人 −229

あ と が き

〜お悔やみ申しあげます〜
佐 藤

昌 (96)

福

舘

菊

地

み

つ(91)

表紙にピンクのチューリップ、裏表紙
にふじワングランプリのピンクのポス

きく江(96)

福 舘

齋 藤 克 彦(65)

福 舘

齋 藤 勝 男(86)

伝 馬

阿 部 清 人(62)

した。ピンクは今年のラッキーカラーだ

朝日町

幸 田 千 秋(56)

若 柳

山 口 きよの(94)

そうで、広報ふじさきを読んでいる方に

福

舘

三

上

ターと、今月号はピンクづくしになりま

ハッピーな気分をお届けできればいいな
※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。

と思います。皆さんが、明るい気持ちで
ときめく毎日を送れますように！（Ｉ）

〜表紙の説明〜
５月５日(土・祝)、６日(日)の２日間、弘前大学藤
崎農場において｢リンゴとチューリップのフェスティ
バル｣が開催されました。当日は
晴天に恵まれ、家族連れや友人
同士など、訪れた多くの来場者
が、つぼみが開いたりんごの花や
色鮮やかに咲いた 10 種類以上の
チューリップの花を鑑賞しました。
広報ふじさき 2018．6
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岩手県

田野畑村
青森県

東 通 村
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