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藤崎町大字西豊田一丁目１

藤崎町企画財政課企画係
　575－3111(内線2224)

下水道マスコット

キャラクター

「スイスイ」下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで　☎75－6025　

「忘れない　暮らしの下に　下水道」
平成27年度　下水道推進標語

下水道への加

入、よろしく

お願いしま～

スイスイ！

藤崎町は誕生から10周年を迎えます

内　　容 時　　間

記念式典

・町民憲章唱和
・町長式辞
・来賓祝辞
・名誉町民称号の贈呈
・町の花・木・鳥の制定披露
・記念映像
　「新 藤崎町 誕生～合併10周年の歩み～」　など

午前10時～
午前11時50分

記 念 祭

・記念映像①
「懐かしのふるさと」旧藤崎町、旧常盤村
・記念映像②　～今の藤崎町 空中散策～
・町立小学校４年生による記念人文字制作
・「ふじりんごふるさと応援大使」梅沢 富美男 氏

　お祝いメッセージ＆トーク

・藤崎中学校、明徳中学校の吹奏楽部による合同記念演奏

・新藤崎音頭紹介、披露　など

どなたでも参加できますので皆さんのご参加をお待ちしております

おめでとう10年　ありがとう10年　みんなで創ろう　藤崎町

地域活性化に向けた新たな取り組みを支援します

　町では「町民が主役の活力あるまちづくり」を目指し、団体等が地
域を元気にするための新たな活動に対し、助成金を交付して支援して
いますので奮ってご応募ください。

☆制 度 名　ふじさき地域活性化助成金
☆助成対象
　○対象団体　

３人以上で構成し、町内に事務所や活動場所がある団体
(ＮＰＯ、ボランティアグループ、町民の活動団体、町内会等)
※規約等を定め、予算・決算の管理を適切に行っていること

　○対象事業　
対象団体が主体的に企画・実施する事業で、地域課題の解決が図

　られ、地域活性化の効果が目に見える取り組み
※先進的視点から新たに取り組むものを募集
例）地域交流のためのまつり開催、伝統の担い手育成、地域の魅

　　　力発掘や普及宣伝のイベント、スポーツ・健康づくり、地域
　　　環境向上やエコ推進の研修会等
※新規事業または既存の事業に新たに加える取り組み

　○対象経費　
事業実施に直接必要と認められる経費
※飲食費・人件費・謝礼のうち団体の構成員に支払うものは除外

　※旅費および備品は、その合計額が助成金額の50％以下とする
☆助成金額　上限25万円
☆応募方法　５月８日(金)までに交付申請書等を提出
☆交付決定　５月末日頃に審査結果をお知らせします。
※事業内容を審査し、７件程度の事業を助成事業とする見込みです。
※制度の詳細や必要書類等は、お問合せ先までご連絡いただくか、町
ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)をご覧ください。

☆応募先・お問合せ　企画財政課企画係(内線2223)

「藤崎町特定不妊治療費助成事業」のお知らせ

　「青森県特定不妊治療費助成事業」を活用し特定不妊治療を行って
いる夫婦の経済的な負担軽減を図るため、町が県の助成額に上乗せ助
成する「藤崎町特定不妊治療費助成事業」を実施します。
※「青森県特定不妊治療費助成事業」については、青森県庁のホーム
　ページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/)をご覧ください。

◎対象となる方

　法律上の婚姻している夫婦で、次の全てに該当する方が対象となります。
　☆「青森県特定不妊治療費助成事業」の交付決定を受けている。
　☆特定不妊治療の開始から申請日まで夫婦の両方またはどちらかが
　　藤崎町に継続して住所があり、居住の実態がある。
　☆町税の滞納がない。

◎対象となる治療

　指定医療機関で行う次の治療が対象となります。
　☆体外受精
　☆顕微授精
　☆凍結胚移植

◎助成額について

　審査の結果、交付が決定した場合１回の治療につき、特定不妊治療
　費から青森県特定不妊治療費助成事業の助成額を差引いた額と５万
　円とを比較して、いずれか少ない額を助成します。

◎申請手続について

　申請には、次のものが必要になります。
　☆藤崎町特定不妊治療費助成金交付申請書
　☆青森県特定不妊治療費助成事業補助金交付決定・確定通知書の写し
　☆青森県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
　☆振り込み通帳の写し
　☆印鑑　

☆申込・お問合せ　福祉課健康係(内線2112)

　平成17年３月28日に旧藤崎町と旧常盤村が合併
して新「藤崎町」が誕生し、平成27年３月28日に
誕生10周年の節目を迎えました。
　町はこの間、地方分権の受け皿としてふさわし
い行財政基盤を確立してきました。

　この10年を節目とし、町民の皆さんと、これま
での歩みを振り返るとともに、築き上げてきたも
のをさらに堅固にし、町民の一体感のさらなる醸
成を図るため、記念式典を開催します。

☆日　　時　４月29日(水・祝)　午前10時
　　　　　　(入場受付　午前９時)

☆場　　所　町文化センター「大ホール」(入場無料)

☆応募先・お問合せ　総務課庶務係(内線2203、2204)



花苗をお分けします
　生徒が丹精込めて栽培した花苗をお頒けします。
　生徒の販売実習も兼ねていますので、お気軽にお越しください。

☆販売日時　５月１日(金)　午前９時～正午、午後１時～午後３時
☆販売場所　弘前実業高等学校藤崎校舎草花温室
☆予定している苗　※今年から野菜苗の販売はなくなりました

※お手数ですが、入れ物をお持ちになってご来場ください。
　また、釣り銭のいらないようにご協力をお願いします。

☆お問合せ　弘前実業高等学校藤崎校舎　575－3332

種　類 色 値段
ガザニア 赤・黄 70円
ベゴニア 赤・白・ピンク・バイカラ 70円
ペチュニア 赤・ピンク・青等 70円
マリーゴールド 黄・橙 50円
サルビア 赤・青 50円
パンジー 赤・白・紫・黄等 30円
鉢花各種 100円～1,500円

上下水道課からのお知らせ

◎水道メーター検針を再開します

　冬期間中止していました地下式水道メーターの検針を４月から再開
しますので、メーターボックスの上の障害物や残雪を取り除くなど、
検針がしやすいように片付けてくださるようご協力をお願いします。

◎水道の開・閉栓時には必ず届出をしましょう

　これから農作業の始まる季節になりますが、届出をせずに使用して
いる方が毎年見受けられます。水道を開栓する際には、必ず開始届を
提出してから使用するようお願いします。
　なお、閉栓時には中止届の提出が必要となります。
※各届出書は、上下水道課・常盤出張所に設置しています。
　また、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)にも
　掲載していますのでご利用ください。　

☆お問合せ　上下水道課　575－6025

第16回チャリティりんご茶会を開催します
　皆さまのご協力により、収益金を社会福祉や生涯学習関係へ寄附し
てきましたこの茶会も、今年で16回目を迎えることができました。
　普段着で結構です。皆さまのご来席を心よりお待ちしています。

☆日　　時　５月10日(日)　午前10時～午後３時
☆場　　所　町文化センター３階「多目的ホール」
☆会　　費　茶券(２席分)600円　※煎茶・抹茶席ともイス席となります。

　当日はさわやかラブリーコーラスが賛助出演します。また、収益金
は藤崎町社会福祉協議会に寄附させていただきます。　

☆お問合せ　藤崎町茶華道協会会長　佐藤とく子　575ー4020

第27回「ときわ桜を観る会」を開催します
☆日　　時　４月19日(日)　午前10時～午後３時
☆場　　所　北常盤駅前公園、ぽっぽら(雨天時は「ぽっぽら」のみ)
☆内　　容　午前10時　　　開会式
　　　　　　午前11時30分　藤崎三平漫芸ショー
　　　　　　午後１時　　　素人カラオケのど自慢(受付)
　　　　　　　　　　　　　※どなたでも参加できますので、ＣＤを
　　　　　　　　　　　　　　ご用意ください。

☆お問合せ　藤崎町商工会　575ー2370

「藤崎町チャレンジデー2015」を開催します

　チャレンジデーは、毎年５月の最終水曜日に世界中で実施されてい
る住民参加型のスポーツイベントです。年齢や性別を問わず誰もが気
軽に楽しめますので、多くの方のご参加をお願いします。

☆実 施 日　５月27日(水)　午前０時～午後９時
☆テ ー マ　「15分けっぱって　まみしぐ暮らすべゃ　藤崎町」
☆対戦相手　神奈川県開成町(かいせいまち)
☆参加対象　当日、藤崎町内にいる人(通勤・通学者・買い物客など)
☆実施場所　藤崎町内(自宅・学校・職場・集会施設など町内であれ
　　　　　　ばどこでも可能です)
☆ル ー ル　15分以上継続した運動やスポーツを実施して、集計本部
　　　　　　(スポーツプラザ藤崎)に参加報告してください。
※広報５月お知らせ号にて「参加報告書」を配布する予定です。

☆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)　565ー3100

藤崎町一斉クリーンロード作戦実施について
☆スローガン　「みんなでつくる美しい町 子どもたちの未来のために」
☆実 施 日　４月19日(日)
☆実施内容　各町内単位等で歩道などのゴミ拾い清掃活動
☆そ の 他　ゴミは各町内の指定場所に収集してください。
　　　　　　※詳しくは町内会を通してお知らせします。
　　　　　　※ボランティア連絡協議会では午前９時にゴミを回収します。

☆お問合せ　藤崎町ボランティア連絡協議会(町社会福祉協議会内)　
　　　　　　565ー2056

平成27年度育児講座年間行事予定について
　

※毎月の誕生日会や給食会もあります。

☆お問合せ　地域子育て支援センター　575－6131　

　　　　　　藤崎保育所　575－3305

日　程 内　　容 場　　所

５月29日(金)
本物みたい！かわいい
フェイクスイーツ作り

地域子育て支援センター

６月11日(木)
親子で一緒に！ベビー
マッサージ＆リトミック

地域子育て支援センター

７月30日(木)
みんなおいでよ！
楽しいプール遊び

藤崎保育所プール

７月31日(金) 〃 〃

８月20日(木)
看護師さんから
お話を聞こう！①

地域子育て支援センター

９月19日(土)
おうちの人と一緒に

走ろうよ！楽しい運動会
藤崎保育所(所庭)

10月８日(木)
みんなでレッツゴー！
楽しいバス遠足

町外(未定)

10月30日(金)
どれもおいしいね！
簡単手作りおやつ

藤崎町文化センター

11月19日(木)
きれいに飾ろうね！
いけばな教室

地域子育て支援センター

12月８日(火)
よいしょ！よいしょ！
みんなでもちつき会

藤崎保育所(遊戯室)

12月24日(木)
サンタさん待ってるよ！
楽しいクリスマス会

地域子育て支援センター

１月21日(木)
看護師さんから
お話を聞こう！②

地域子育て支援センター

２月３日(水)
悪い鬼はやっつけよう！
みんなで豆まき会

地域子育て支援センター

３月４日(金)
春はすぐそこ！親子で

ハッピーエレクトーンコンサート
藤崎保育所(遊戯室)

常盤地区にお住まいの皆さまへ
☆燃やせないごみ収集の休みについて
　毎年５月の連休(祝日)は、黒石地区清掃施設組合機器整備により搬
入できないため、今年は下記町内の燃やせないごみの収集はお休みと
なります。また、同組合へ直接搬入もできませんのでご注意ください。

☆お問合せ　住民課環境係(内線2137)

月　日 対象町内

５月４日(月) 常盤、小学校通り

５月５日(火) 福左内、久井名舘、若松、亀田

５月６日(水) 富柳、福舘、水木、若柳、西田

第21回町民サイクリングラリー参加者募集
☆日　　時　５月５日(火・祝)《小雨決行・荒天中止》
☆目 的 地　ひらかわ市民の森
☆集　　合　午前８時30分　スポーツプラザ藤崎前
　　　　　　午前８時30分　常盤生涯学習文化会館前
☆帰　　着　午後３時(予定)
☆持 ち 物　おにぎり・飲み物・手袋等　※肉汁配布あり
☆参 加 料　１人につき300円(保険料・記念品代等)
☆申 込 先　○長谷川時計店　　　　　565ー3040
　　　　　　○常盤生涯学習文化会館　565ー3100
　　　　　　○スポーツプラザ藤崎　　575ー3323
☆申込締切　４月27日(月)
※ラリー中の事故につきましては傷害保険の給付限度内の補償に限り
　ます。

☆お問合せ　白取 正美　565ー3731


