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広報お知らせ号

〒038－3803
藤崎町大字西豊田一丁目１番地

藤崎町経営戦略課企画調整係
588－8258

映画｢二宮金次郎｣
ふじさき秋まつり上映会開催のお知らせ
藤崎町にゆかりのある映画監督 五十嵐 匠 氏の映画｢二宮金次郎｣
の上映会を｢ふじさき秋まつり｣で開催します。皆さんのご来場をお待
ちしています。
☆日

時

昼の部 午後１時30分 上映開始
夜の部 午後５時30分 上映開始
※開場時刻は、各公演の開演30分前です。
☆場
所 町文化センター ｢大ホール｣
☆入 場 料 無料(全席自由席)
※入場整理券が必要です。
☆配布場所 次の場所で配布しています。
○町文化センター(月曜日は休館)
○常盤生涯学習文化会館(日・祝日は休館)
○経営戦略課(土・日・祝日を除く)
※なくなり次第終了します。
☆お問合せ

インフルエンザ予防接種のお知らせ
◎成人インフルエンザ予防接種の助成について
町では、成人インフルエンザ予防接種の助成を行っています。
☆対 象 者

町に住所を有し、次のいずれかに該当する方
○令和２年３月31日現在の年齢が満65歳以上の方
○令和２年３月31日現在の年齢が満60歳以上65歳未満の
方で、一定の心臓病、腎臓もしくは呼吸器の機能又は
ヒト免疫不全ウイルスによる機能障がいを持つ方(身
体障害者手帳１級所持者）

☆接種料金

自己負担1,000円

☆接種方法

対象者には個別に通知書を発送しています。
通知書を持参の上、指定医療機関で接種してください。

11月16日(土)

町教育委員会生涯学習課

565－3100

特殊詐欺被害防止広報コールセンター開設のお知らせ

※生活保護世帯の方は自己負担なし

☆接種期限

12月31日(火)
※休診日等は各指定医療機関に確認してください。
☆指定医療機関
○せきばクリニック 575－3020 ○福井診療所
575－4021
○樽沢医院
589－7711 ○常盤診療所
565－2210
○ときわ会病院
○藤崎診療所
565－3771
575－4111
○むらさわ内科クリニック 575－6060

◎小児インフルエンザ予防接種の助成について

青森県警察では、特殊詐欺防止広報コールセンターを開設しました。
町では、小児インフルエンザ予防接種の費用の一部を助成します。
特殊詐欺防止広報コールセンターでは、青森県警から委託を受けた担
☆対 象 者 町に住所を有し、次のすべてに該当する子ども
当のオペレーターが、県内の各家庭に電話し、特殊詐欺の手口や被害防止
○生後６か月～小学校入学前の子ども
のポイントなどを説明して、被害に遭わないよう注意喚起します。
○10月１日(火)～12月31日(火)の間に接種した子ども
※１月１日以降に接種した分については、助成の対象と
☆開設期限 令和２年２月28日まで
なりませんのでご注意ください。
午前９時～午後５時 ※土・日、祝日、年末年始を除く
☆委託業者 株式会社ＫＤＤＩエボルバ
☆助 成 額 １人あたり予防接種１回につき1,000円を２回分まで
☆注 意 点 特殊詐欺防止広報コールセンターでは、家族構成や口座
助成します。※２回分まとめて申請してください。
番号などの個人情報を聞き出したり、現金を要求するこ
☆申請手続 次のものを持参の上、福祉課健康係に申請してください。
とはありません。
○町小児インフルエンザ予防接種費助成金交付申請書
また、必ず専用電話(0120－237－051)から電話をします
○母子手帳
○振込先の通帳
○印鑑(認印)
ので、疑わしい電話がかかってきたときは、相手の要求
○領収書(インフルエンザ予防接種と明記されたもの）
に応じず、警察や家族に相談してください。
※領収書は原本をお持ちください。
☆お問合せ

弘前警察署生活安全課生活安全係

532ー0111

町学校給食センターパート調理員募集のお知らせ
☆勤務内容 調理作業
☆勤務時間等 月曜日～金曜日 週５日勤務
午前７時45分～午前11時45分(４時間)
※学校の長期休業期間(夏休み・冬休み等)は勤務なし
☆勤務場所 町学校給食センター
☆募集要件 18歳以上で町に住所を有し、健康で通勤可能な方
☆賃 金 等 時給800円 ※雇用保険、労災あり
☆採用予定人員 １名
☆申込期限 10月25日(金) ※土・日を除く
☆申込方法 履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、町学校給食
センターに提出してください。(郵送の場合、当日必着)
☆選考方法 履歴書及び面接により選考します。
☆面接予定日 11月上旬 ※応募者に個別にお知らせします。
☆申込・お問合せ 町学校給食センター ☎89ー7040
(〒038-3834 藤崎町大字西中野目字池田111番地１)

☆申請期限

令和２年２月28日(金)

※厳守

☆お問合せ

福祉課健康係 ☎88ー8197 ※常盤出張所では申請できません。

移住・定住促進事業のお知らせ
○若者移住すまいづくり事業
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 住宅と土地を取得したとき 80万円補助
住宅のみを取得したとき
50万円補助
☆申請期限 12月20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 ・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・中学生につき５㎏/月を最大２年間給付
☆申請期限 令和２年３月31日(火）
※詳細は町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。
☆お問合せ
○若者移住すまいづくり事業に関するお問合せ 建設課建設係
588ー8285
○子育て世帯定住促進事業に関するお問合せ 住民課子育て支援係 588ー8184

やめよ う ！ わ ら ・ も み 殻 焼 き ！
稲わら、もみ殻は貴重な資源です。焼却せず、収集やすき込みで再利用に努めましょう。 わら焼きに関する相談・お問合せは農政課まで ☎88－8273

町図書館からイベントのお知らせ
町図書館では、秋の全国読書週間に次のとおりイベントを開催します。
参加は無料です。お誘い合わせの上、お気軽にお越しください。

◎おはなし会「おはなしボックス」
時
所
容

☆日
☆場
☆内

10月26日(土) 午後１時30分～午後３時
常盤生涯学習文化会館
わっこの会『かぐやひめ』(群読劇)
ときわっ子本の会
『ぶらんこ』『ついでにペロリ』(ストーリーテリング)ほか
藤本 佳代子 氏 『ふじさきまちのでんせつ』(大型絵本)
『うんこ大師』(布しばい)

｢筋力あっぷ教室｣に参加しませんか
運動機能が低下し介護が必要な状態にならないよう、12月～翌年２
月の３ヶ月の期間で、専門の理学療法士がボールやゴムバンドを使っ
たトレーニングやストレッチ運動等を指導します。
申込時に基本チェックリスト(簡単な質問表)を行い、運動機能の低
下がみられる65歳以上の方が対象です。
○藤崎会場
☆日 時
☆場
☆定

所
員

○常盤会場
☆日 時

◎「秋の映画上映会」
☆日
時
☆場
所
☆上映作品

11月２日(土) 午後１時30分～午後３時30分
ふれあいずーむ館 ｢ふれあいひろば｣
『海よりもまだ深く』
監督：是枝 裕和 主演：阿部 寛、樹木希林 ほか
第26回フィルムズ・フロム・ザ・サウス映画祭シルバーミラー賞
※15年前に文学賞を取ったきりの自称作家の良多。大人になりきれ
ない中年男性と年老いた母親を中心に、夢見ていた未来とは違う
現実を生きる家族の姿を綴った作品。

☆場
☆定

所
員

毎週月～木曜日のいずれか ※初回は11月25日(月)の予定
午後２時～午後３時30分
藤崎診療所
各曜日４名ほど
毎週金曜日 ※初回は12月６日(金)の予定
午前10時30分～正午
ときわ会病院
10名

☆申込締切(共通) 10月31日(木)
※参加申込後、地域包括支援センターの職員が訪問し、
ケアプラン(利用計画)を作成します。
☆申込・お問合せ

福祉課介護保険係
588－8198
町地域包括支援センター 565－4155

◎「リサイクルブックフェア」
☆開催期間

10月27日(日)～11月10日(日)
※10月28日(月)、11月５日(火)を除く
☆場
所 ふれあいずーむ館 展示ホール
☆内
容 一般書、児童書、絵本、雑誌の無料配布
※開催期間中でも、本がなくなり次第終了となります。
☆お問合せ

町図書館｢大夢｣

☎75ー2288

平成31年１月以降に生まれたお子さんを対象に、新しい子育てサー
クルを作ります。
同年齢のお子さんを持つ保護者同士で、子育ての楽しさや悩みを語
り合いませんか。ぜひお気軽にお越しください。
☆日
時 10月31日(木) 午前10時30分～正午
☆場
所 町地域子育て支援センター(藤崎保育所内）
☆対 象 者 平成31年１月以降に生まれたお子さんとその保護者

在宅の未就学児とその保護者を対象に、簡単な体操教室を開催します。
11月14日(木) 午前10時30分～正午
藤崎保育所 遊戯室
体操教室アスリートクラブ 葛西 伸昭 氏
11月７日(木)
町地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

町少林寺拳法協会では、護身の技術である少林寺拳法の教室を開催します。
☆日
時 11月２日(土) 午後６時45分～午後８時
☆場
所 スポーツプラザ藤崎 「柔剣道室」
☆対
象 小学生～65歳程度
☆参 加 料 無料
☆持 ち 物 汗ふきタオル、動きやすい服装
☆申 込 先 スポーツプラザ藤崎 575－3323

令和元年度

☆日
☆講
☆定
☆持 ち

時
師
員
物

天内

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

明徳中学校創立70周年記念式典・第54回立志式のお知らせ
明徳中学校は今年創立70周年を迎えます。そこで、創立70周年の記
念式典を、毎年行っている立志式と一緒に行います。
なお、創立70周年記念式典・第54回立志式には地域の方も参加でき
ますので、希望する場合は事前にお申込みください。
☆日

時

☆場
所
☆申込方法

575－4027

11月９日(土) 午前９時30分～正午
プラザ棟職員
15名 ※小学生以上(小学生は保護者の同伴が必要)
ハンカチサイズの不用になった布、大きめのフォーク、
裁ちばさみ
※作業しやすく汚れてもいい服装でご参加ください。
無料
10月27日(日) 午前９時～

☆場所(共通) 弘前地区環境整備センタープラザ棟
(弘前市町田字筒井６－２)
☆お問合せ

少林寺拳法で護身術を身に付けよう

町少林寺拳法協会

10月27日(日) 午後３時～午後４時
ピアノデュオグループ Piece Harmony(ピースハーモニー)
日本の名曲や外国の童謡など全14曲
無料 ※事前のお申込みは不要です。

使わなくなった布と身近な道具でエコな裂き織り体験をしませんか。

☆参 加 料
☆申込受付

◎のぶコーチと一緒に体操教室

☆お問合せ

☆日
時
☆演
奏
☆演 奏 曲
☆入 場 料

◎かんたん楽しい裂き織り体験教室参加者募集

◎子育てサークル参加者募集

☆申込・お問合せ

◎第６回ピアノミニコンサートinプラザ棟 ～秋、徒然なるままに～
リユースピアノの連弾ハーモニーに耳を傾けてみませんか。

町地域子育て支援センターからのお知らせ

☆日
時
☆場
所
☆講
師
☆申込締切

弘前地区環境整備センターからのお知らせ

11月９日(土) 午後１時～
(受付：午後０時30分～午後０時45分)
明徳中学校 体育館 ※職員玄関からお入りください。
電話にてお申込みください。なお、座席には限りがあり
ますので先着順となります。

☆申込・お問合せ 明徳中学校

下水道推進標語

教頭(谷川)

☎65ー2218

下水道への加

「下水道 みえないしごとに 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」

