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教育相談のご案内

春の火災にご注意ください

町内在住の小・中学校の児童生徒及び保護者を対象に、｢いじめ」
「不登校」などの教育に関することについて、精神科医が相談に応じ
ます。相談は無料、秘密は厳守します。

風が強く、空気が乾燥する日が続き、山火事や畑の枯れ草などが燃
える事例が多数発生しています。
火災が起こりやすい季節となっていますので、風の強い日は物を燃
やさないようにしてください。やむを得ず行うときは、消火用の水バ
ケツを準備するなど、すぐに消火できるようにしてください。また、
火が完全に消えるまでその場を離れないようお願いします。
火災はちょっとした不注意から発生します。火の取扱いには十分注
意してください。また、家を留守にするときや就寝前には、もう一度
火の元の安全を確認してください。

☆相談対応者

☆日

弘前大学大学院医学研究科附属
子どものこころの発達研究センター
特任准教授 医学博士 栗林 理人 氏

時
実 施 日

時

間

５月20日(月)

☆お問合せ

６月17日(月)
７月22日(月)
☆場
所
☆申込方法

胎児への風しん感染を防ぎましょう

常盤生涯学習文化会館「音楽室」
実施日の１週間前までに町教育委員会学務課に電話予約
をしてください。

☆申込・お問合せ

弘前消防本部予防課 532ー5104

午後２時～午後５時
(相談時間は１人１時間程度です。)

町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内)
569ー5010

妊娠初期の女性が風しんに感染すると、お腹の中の胎児にも感染
し、先天性風しん症候群(難聴・心疾患・白内障等)の赤ちゃんが生ま
れる可能性があります。
町では、妊娠を希望する女性やその同居者等に対し、風しん抗体検
査及びＭＲワクチン接種の費用助成を行います。
☆対 象 者

赤ちゃんふれあい体験教室の協力者を募集します
全国的に少子化が進んでおり、町でも年々赤ちゃんの出生数が減っ
てきています。赤ちゃんとふれあう機会をつくることで、子どもたち
が子育てに関心を持ち、将来笑顔で子育てができるように、中学生を
対象に｢赤ちゃんふれあい体験教室｣を実施します。
体験教室にお手伝いしてくださる親子を募集しますので、興味のあ
る方は、ぜひご参加ください。
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆内
容
☆申込方法

６月25日(火)、27日(木) 午前10時～午前11時
明徳中学校 ｢作法室｣
生後４か月～３歳くらいのお子さんとその保護者
抱っこやおむつ交換等の体験 ほか
６月７日(金)までに福祉課健康係へ電話でお申込み
ください。

☆申込・お問合せ

福祉課健康係

町に住所を有し、次のいずれかに該当する方
○妊娠を希望する成人女性及びその同居者
○風しん抗体価が低い妊婦の同居者
※過去に風しん抗体検査を受けたことがある方など、対
象外となる場合もあります。また、妊婦及び妊娠して
いる可能性のある方はＭＲワクチンの接種はできません。
対象者についての詳細はお問合せください。
☆助成内容 ○風しん抗体検査 １回分（全額助成）
○上記風しん抗体検査の結果、抗体価が低い方へのＭＲ
ワクチン １回分（全額助成）
☆申込方法 母子手帳や予防接種済証など風しん抗体検査やワクチン
接種の履歴がわかるもの及び印鑑を持参の上、福祉課健
康係に申請してください。対象となる方には助成券と抗
体検査実施報告書を交付します。
☆申込・お問合せ

福祉課健康係 588ー8197

588ー8197

りんご黒星病薬剤助成のお申込みはお早めに
葛野地区町道車輌通行止めのお知らせ
町道新岡元東若松線は、側溝工事及び水道工事のため、次の期間、
通行止めとなります。ご不便をおかけしますが、迂回路で対応してく
ださるようお願いします。
☆通行止め期間
５月下旬～８月下旬
午前８時30分～午後５時
※工 事 の 進 捗 状 況 に よ り
土・日・祝日が休工となる
場合があります。
☆お問合せ
上下水道課工務施設係

りんご黒星病まん延防止のため、ベフラン液剤の購入費を一部助成
します。期限が間近となっていますので、助成を希望する方は、お早
めにお申込みください。
☆対 象 者

☆対象経費

☆申込期限
☆申請方法

☎75ー6025

☆申込・お問合せ

健康づくり・体力づくりのため、ぜひ参加しましょう！

２０１９.５.２９(水)

町に住所を有し、りんご園地を所有している方
※貸している農地も所有者が申請してください。
藤崎町外に所有している園地も対象です。
ベフラン液剤の購入費(薬剤購入費の２分の１）
※希釈率1,000倍、10アール当たり300リットルを散布す
るものとして補助金額を算定します。
５月31日(金)
次の必要書類等を持参の上、農政課農政係に申請してください。
○薬剤購入単価がわかる書類(領収書又は納品書）
○振込先の通帳 ○印鑑

チャレンジデー２０１９

農政課農政係 588ー8273
とうみ

対戦相手は長野県東御市に決定！
☆お問合せ

藤崎町チャレンジデー実行委員会
(常盤生涯学習文化会館内

☎65ー3100)

藤崎町成人式のお知らせ

浄水場一般公開のお知らせ

町では、新成人を対象に成人式を開催します。
新成人の新たな誓いの場や、懐かしい同窓生との交流会を企画して
いますので、皆さんお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

津軽広域水道企業団では、次のとおり総合浄水場を一般公開します。
水道水がどのようにできるかを見学し、水道水の大切さを考えてみませ
んか。参加は無料です。多くの方のご参加をお待ちしています。
詳細は津軽広域水道企業団ホームページ(http://www.tusui.jp/)を
ご覧ください。

☆日

時 ８月15日(木) 午後２時～
○第１部 式典・記念撮影
○第２部 交流会(実行委員会企画運営)※予定
☆会
場 町文化センター
○第１部 大ホール(式典・記念撮影)
○第２部 多目的ホール(交流会)
☆対 象 者 平成11年４月２日～平成12年４月１日生まれの方
☆申込方法 平成31年４月１日現在で町に住民票のある対象者に、往復
ハガキで案内します。必要事項を記入の上、返信してください。
※転出等により町に住民票のない対象者で出席を希望する場合は、
６月14日(金)までに常盤生涯学習文化会館にご連絡ください。
◎成人式実行委員会の委員を募集します
町では、成人式と交流会の企画運営について、実行委員をお引き受けく
ださる方を募集しています。興味のある方は、６月３日(月)までにご連
絡ください。(自薦・他薦は問いません。)
☆お問合せ 町教育委員会生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内)
☎65ー3100

第15回町民体育大会ソフトボール競技を開催します
☆日
時 ６月２日(日) 開会式 午前７時30分～ ※雨天中止
☆場
所 ライフコート平川(ソフトボール場・野球場)
☆競技方法 トーナメント方式
☆参加資格 男子(35歳以上※昭和60年４月１日以前に生まれた者）
女子(中学生以上)
※町民又は町内に職場を有する企業等
☆チーム編成 監督１名、選手17名以内
※男子と女子の混合チームとし、女子１名は常時出場するこ
ととします。チーム編成は町内・企業等自由です。
☆申込締切 ５月25日(土)
☆組合せ抽選 ５月30日(木) 午後６時30分 スポーツプラザ藤崎｢会議室｣
☆申込方法 参加申込書に必要事項を記入の上、行政連絡員又は
スポーツプラザ藤崎に提出してください。
参加申込書等はスポーツプラザ藤崎に備え付けている
ほか、行政連絡員に送付しています。
☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎

575ー3323

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。
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
６月30日(日)まで

☆応募締切
☆募集内容等
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令和元年10月１日から令和２年９月30日までに実施する活動
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、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

令和元年度

☆お問合せ

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

６月２日(日) 午前９時～午後４時30分
津軽広域水道企業団津軽事業部
(黒石市大字石名坂字姥懐２)
津軽広域水道企業団津軽事業部総務課 552ー6033

ごみはどう処理されるの？ ごみ処理施設を見学しませんか
ごみはどのように処理されるのか、施設見学をしませんか。
見学後にごみの分け方を体験し、ごみについて楽しく学びます。
☆日
☆場

時
所

☆講

師

☆定
員
☆参 加 料
☆申込受付

６月15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
先着20人(小学生以下の場合は保護者の同伴が必要）
無料
６月２日(日)～

☆申込・お問合せ

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ☎36ー3388
受付時間：午前９時～午後４時 ※月曜日は休館

総務省からのお知らせ
６月１日～10日は｢電波利用環境保護周知啓発強化期間｣です。
電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安
心・安全の確保に使われています。
不法電波は、こんな大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の
安全を脅かします。電波は、ルールを守って正しく使いましょう。
☆お問合せ

総務省東北総合通信局相談窓口 5022ー221ー0641

公共職業安定所からのお知らせ

FAX75ー4090

｢教育・福祉・環境助成事業」募集のお知らせ

☆助成金額
☆対象者等

時
所

☆日
☆場

令和２年３月に高等学校を卒業する生徒を対象とした、求人の申込
受付開始は、６月１日(土)です。
卒業予定者の地元就職の促進と、各企業における優秀な人材確保の
ため、早めの求人申込みをお願いします。
☆お問合せ

弘前公共職業安定所求人企画部門 ☎38ー8609(31♯)

定例労働相談会のお知らせ
個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題(解雇･賃金引き下げ
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。
☆日時及び開催場所
月

日

時

６月４日(火)
７月２日(火)

場

所

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

☆対 象 者 県内の労働者、事業主
☆専用電話 50120ー610ー782(職場のトラブル相談フリーダイヤル）
☆お問合せ

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832

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

間

☎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」

