２０１７年（平成29年)

３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2223)

役場本庁舎に直通電話(ダイヤルイン)を導入します

開館日が増え、利用しやすくなりました

４月１日から役場本庁舎に直通電話を導入します。
ご用件のある担当係の直通電話の番号にかけると、担当係に電話が
つながります。
各係の直通電話の番号は、広報４月号でお知らせします。
なお、代表番号(575－3111)はこれまでどおり使用できます。

より多くの方に利用していただくために、４月１日から町の社会教
育施設等の休館日が変更になります。

☆お問合せ

総務課庶務係(内線2202、2203)

｢ふじさき産品｣新商品を発表します
町では、特産品を活用した新たな商品づくりを通じて、農と食の融
合を図り、町の魅力を発信する｢ふじさきファーマーズＬＡＢＯ(ラ
ボ)｣の取組を展開しています。
今回、アドバイザーとともに支援してきた取組の成果として、魅力
ある農産物を活用したオリジナルドレッシングが完成しました。
新商品の発表会を開催しますので、多数のご来場をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆発表商品

☆お問合せ

３月26日(日) 午前11時
藤崎町コミュニティプラザ「ぽっぽら」(JR北常盤駅舎内)
・プルーンドレッシング ・黒にんにくドレッシング
・ネギみそドレッシング ・しいたけドレッシング
・ライスミルク＆ココナッツミルクドレッシング
地方創生推進室(内線2271､2272)

藤崎町産業創造協議会

「ふじさき産品ラボ開発メニュー発表会」
｢ふじさき産品｣新商品の発表会後に、昨年７月から活動し
た成果として、当協議会が開発した地元農産物を活用したメ
ニューの発表・試食会を実施するほか、講座の紹介を行います。
参加を希望する方は３月24日(金)までに電話でお申込みくだ
さい。多数のご参加をお待ちしています。
☆場所

藤崎町コミュニティプラザ｢ぽっぽら｣(JR北常盤駅舎内)

☆申込・お問合せ

藤崎町産業創造協議会 555―6266

あなたの悩みをご相談ください

☆休館日が変更になる施設
施設名

４月１日からの休館日

・毎週月曜日
町文化センター
(月曜日が祝日にあたるときは開館日
ふれあいずーむ館
とし、その翌日以降の最初の平日を
常盤ふるさと資料館あすか
休館日とする)
スポーツプラザ藤崎
・年末年始
町農業者トレーニングセンター
(12月29日～翌年１月３日)
・毎週月曜日
(月曜日が祝日にあたるときは開館日
とし、その翌日以降の最初の平日を
町図書館｢大夢｣
休館日とする)
※一度に貸出しできる
・年末年始
冊数が１人６冊以内
になりました。
(12月29日～翌年１月３日)
・館内整理日
(毎月末日及び図書を受け入れた日など)
・毎週日曜日
・年末年始
常盤生涯学習文化会館
(12月29日～翌年１月３日)
・祝日
(土曜日が祝日にあたるときは開館日とする)
・毎週月曜日
(月曜日が祝日にあたるときは開館日
とし、その翌日以降の最初の平日を
スポーツプラザときわ
休館日とする)
・年末年始
(12月29日～翌年１月３日)
・毎月第３日曜日
☆お問合せ

生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内) ☎65ー3100

水道工事は町指定工事店へ
漏水の修理や新設・改造・撤去などの工事は町指定工事店までお申
込みください。
☆新規の指定工事店
○五所川原市大字姥萢字桜木370番地３
有限会社シラカワ住研 代表取締役 白川 順一
50173－34－6806

司法書士・保健師が、多重債務などお金の悩みやこころの悩みなど
の相談を受け付けます。
相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。

☆指定工事店の取消し
○青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡80番地７
東奥設備有限会社（廃業のため）

☆平成29年度藤崎町こころの健康相談日程

☆お問合せ

会

場

常盤老人福祉センター
(第１水曜日）

藤崎老人福祉センター
(第３水曜日)

☆お問合せ

実 施 日
４月５日、６月７日
７月５日、８月２日
９月６日、10月４日
11月１日、12月６日
２月７日、３月７日
４月19日、５月17日
６月21日、７月19日
８月16日、９月20日
10月18日、11月15日
12月20日、１月17日
２月21日

福祉課健康係(内線2121)
町社会福祉協議会 565－2056

食彩ときわ館

上下水道課工務施設係 575－6025

実施時間

火の不始末による山火事の発生にご注意を

午前９時～正午

春は野山が乾燥している上、農作業や山菜採りで入山のシーズンと
なり、山火事が発生しやすい季節です。
県内でも４月から５月にかけて山火事が多発しており、その原因の
多くが、たき火やタバコなど火の不始末によるものです。
山火事は、一度発生すると瞬く間に燃え広がり、森林を広範囲に失
うだけでなく、その回復にも長い年月が必要となります。
一人一人が気を付けることで、大切な森林と生命を守ることにつな
がります。皆さんのご協力をお願いします。
☆お問合せ

農政課農政係(内線2245)

に農産物・加工品などを出荷しませんか？

リニューアルオープンに向けて

出荷希望者仮登録受付中！

☆申込・お問合せ

農政課(内線2241)

４月１日から定時チャイムが変わります
定時チャイムは今まで藤崎地区及び常盤地区において異なる時間で
放送運用していましたが、４月１日から放送時間等を統一し、お昼の
チャイムが｢新･藤崎音頭｣になります。
☆放送時間

☆お問合せ

午前６時
正
午
午後５時

ウエストミンスター
新･藤崎音頭
夕焼け小焼け

楽しいイベント盛りだくさん！遊びに来てね
町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)では、在宅の未就学児とそ
の保護者を対象に、様々な催し物を開催します。場所や時間など、各行事
の詳細は随時広報に掲載します。多数のご参加をお待ちしています。

５月26日(金)

内

常盤小学校と明徳中学校の合同歓送迎会を次のとおり開催しますの
で、ぜひご参加くださるようお願いします。
なお、教職員の転出入については新聞発表をご覧ください。
☆日
時
☆場
所
☆会
費
☆申込方法

総務課防災係(内線2208、2209)

☆平成29年度育児講座年間行事予定
日
程

平成28年度常盤地区小・中学校教職員
合同歓送迎会開催のお知らせ

３月26日(日) 午後１時(受付開始 午後０時30分)
津軽みらい農協常盤支店 ３階「大ホール」
3,000円(当日、受付にて申し受けます)
常盤小学校 教頭(白戸)又は明徳中学校 教頭(松木)
まで、電話にてお申込みください。
☆申込締切 ３月24日(金) 午後３時
※小・中学校の保護者の皆さんには、３月23日(木)に
案内文書をお届けする予定です。
☆申込・お問合せ

容

常盤小学校 教頭(白戸) 565－2219
明徳中学校 教頭(松木) 565－2218

交通事故から大切な命を守ろう

親子で仲良く体を動かそう！リトミック遊び

６月29日(木)

ワクワクドキドキおはなし会

～後部座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい使用を心がけましょう～

７月13日(木)

のぞいてキラキラ！万華鏡作り

昨年10月に実施した調査では、一般道での後部座席のシートベルト
着用率について、青森県は全国41位、チャイルドシートの使用率につ
いては東北最下位という結果になっています。
｢後部座席は比較的安全｣という認識は誤りであり、後部座席でシー
トベルトを着用していなかったため、死に至った事故も発生しています。
また、チャイルドシートは正しく使用しないと効果がありません。
大切な命を守るため、後部座席でのシートベルト着用とチャイルド
シートの正しい使用を心がけましょう。

８月３日(木)、
４日(金) 水って気持ちいいね！みんなでプール遊び
９月21日(木)

バスで出発！親子で楽しい遠足

９月30日(土)

ゴール目指してヨーイドン！運動会

11月２日(木)

親子でクッキング！楽しいケーキ作り

12月７日(木)

よいしょ！よいしょ！みんなでもちつき会

12月25日(月)

サンタさんにあえるかな？メリークリスマス！

１月11日(木)

コーチに習おう！体操教室

２月１日(木)

鬼は外！福は内！みんなで豆まき会

３月９日(金)

どんな曲かな？エレクトーンコンサート

※その他、毎月誕生会や給食会も開催します。
☆お問合せ

町地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

☆お問合せ

４月４日(火) 午後１時30分～午後３時30分
青森県労働委員会(県庁国道側向い みどりやビル７階)
青森県労働委員会事務局

内閣府青年国際交流事業参加者募集のお知らせ

☆事業内容

個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題(解雇･賃金引下げな
ど)について、青森県労働委員会委員が無料で相談に応じます。
時
所

弘前警察署交通第一課安全教育係 ☎32ー0111(代表)

青森県の青年の国際的視野を広げ、日本及び諸外国の青年相互の理解
と友好を促進し、国際社会の各分野で指導力を発揮できる青年を育成す
ることを目的に、内閣府青年国際交流事業への参加青年を募集します。

定例労働相談会のお知らせ

☆日
☆場

☆お問合せ

国際青年育成交流事業、日本・中国青年親善交流事業、
｢東南アジア青年の船｣事業 ほか
☆応募締切 ３月23日(木)
※事業の詳細や応募要領等は内閣府ホームページ(http://www.cao.
go.jp/koryu/)をご覧ください。
☆申込・お問合せ

青森県環境生活部青少年・男女共同参画課
青少年グループ ☎017ー734－9226

5017ー734ー9832

歯磨き中の喉を突く事故などに気をつけましょう
｢教育・福祉・環境助成事業」募集のお知らせ
公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金では、県内における地域貢献
を目的とした個人、団体等の活動に対し、助成金の交付を行っています。
☆助成金額
☆対象者等

必要経費以内で、100万円を限度とする
原則として１年以上の継続的、組織的活動実績のある
個人、団体、ＮＰＯ法人、企業等
４月１日(土)～６月30日(金)

☆応募期間
☆応募資格等
①青森県の自然、地域、生活文化、歴史、風土などの地域資源を活用・
創造する活動や、健康増進、医療、福祉、環境に関連する活動
②平成29年10月１日～平成30年９月30日に実施する活動
③助成金交付後、事業・研究報告書の提出
※過去３年以内に当財団の助成金を受けた団体、政治活動又は宗教
活動を目的とする団体等は対象外となります。
※応募要項や申請書など、事業の詳細は当財団ホームページ(http://www.
michinoku-furusato.or.jp/)をご覧ください。
☆申込・お問合せ

平成28年度

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金事務局
☎017ー774ー1179

歯磨きは、虫歯予防や口の中の衛生のため、子どもにとって毎日の
習慣である一方で、歯ブラシをくわえたままで転倒すると、喉を突く
など事故につながるおそれがあります。
平成22年12月から平成28年12月末までに、６歳以下の事故情報が
139件報告され、そのうち３歳以下は124件となっています。
保護者の方は、歯ブラシによる喉を突く事故などを防止するため、
次のことに気を付けてください。
○保護者がそばで見守り、座らせて歯磨きをさせましょう。
子どもが、歯ブラシを口に入れたり手に持ったまま歩き回ると、転倒
してけがをするおそれがあるので気を付けましょう。
○子ども用歯ブラシは、喉突き防止カバーなどの安全対策を施した
ものを選ぶようにしましょう。
○保護者が仕上げ磨きをするときは、子ども用歯ブラシではきれい
にする効果が不十分なので、仕上げ用歯ブラシを使用しましょう。
ただし、仕上げ用歯ブラシは、喉を突くなどの危険性が高いため、子
どもには持たせず、子どもの手の届かない場所に置きましょう。
○歯ブラシだけでなく、箸やフォークなど、喉を突く危険性のある日用
品も、口に入れたまま歩かせないようにしましょう。
☆お問合せ

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 水がいからの 守り神」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

消費者庁消費者安全課 503ー3507ー9200

☎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」

