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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

藤崎町企画財政課企画係
588－8258

被災地支援のための募金を受付します
平成30年７月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震で被災された
方々を支援するため、次の町内各所に募金箱を設置しています。
皆さんのご支援とご協力をよろしくお願いします。

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
①平成31年３月31日現在の年齢が満65歳以上の方
②平成31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、腎臓又は呼吸器の機能若しくは
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９月下旬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。

☆接種期限

12月31日(月)
※休診日等は各指定医療機関に確認してください。

☆設置場所

○町役場福祉課窓口
○藤崎老人福祉センター
○常盤老人福祉センター
☆設置期間 12月28日(金)まで
※集まった義援金は日本赤十字社を通じて被災地へ届けられます。
☆お問合せ

日本赤十字社藤崎町分区(福祉課福祉係 588－8195)

りんご黒星病の落葉処理を徹底しましょう

☆指定医療機関

来年のりんご黒星病の発生を抑えるには、適正な薬剤防除ととも
に、適切な落葉処理が有効です。
被害落葉は翌年の伝染源となる危険性が高いので、病原菌の密度を
下げ、菌の飛散を少なくするために、積雪前または消雪後にかき集め
て、ほ場の外へ運び出し土中に埋めるなど適切に処分しましょう。
☆りんご黒星病対策の相談窓口
○青森県りんご果樹課
○青森県産業技術センターりんご研究所
○青森県りんご協会
○中南地域県民局農業普及振興室
○各農業協同組合
☆お問合せ

農政課農政係

5017ー734ー9492
553ー6132
527ー6006
533ー4821

☆対 象 者

町に住所を有し、次のすべてに該当する子ども
①生後６か月～小学校入学前の子ども
②10月１日(月)～12月31日(月)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
なりませんのでご注意ください。

☆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
助成します。※２回分まとめて申請してください。

☆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。
○母子手帳
○振込先の通帳
○印鑑(認印可)
○領収書(インフルエンザ予防接種と明記されたもの）
※領収書は原本をお持ちください。

☆申請期限

平成31年２月28日(木)

☆お問合せ

福祉課健康係 ☎88ー8197

☆日
時 10月31日(水) 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30年１月以降に生まれたお子さんとその保護者

◎季節のお花でフラワーアレジメント
在宅の未就学児とその保護者を対象に、フラワーアレジメント教室
を開催します。
☆日
時
☆場
所
☆講
師
☆参 加 料
☆申込締切

11月８日(木) 午前10時30分～正午
町地域子育て支援センター
葛西 里美 氏
無料
11月１日(木)

☆申込・お問合せ

町地域子育て支援センター
藤崎保育所

※厳守

一緒に交通安全活動をしませんか
弘前交通安全協会藤崎支部は“交通事故ゼロ”を目標に掲げ、交通
安全に関する活動を行っているボランティア団体です。
一緒に活動する会員を募集していますので、興味のある方はお気軽
にご連絡ください。
☆活動内容
○交通安全に関する各種研修会、講習会の開催
○街頭、職場、学校、保育所等を対象とした交通安全指導
○交通安全の広報活動
○各種大会の開催並びに参加 など

☎75ー6131
☎75ー3305

やめよう！

575－3020
575－4021
575－6060
589－7711
575－4111
565－3771
565－2210

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。

◎子育てサークル参加者募集
平成30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。

○せきばクリニック
○福井診療所
○むらさわ内科クリニック
○樽沢医院
○藤崎診療所
○ときわ会病院
○常盤診療所

◎小児インフルエンザ予防接種の助成について

588－8273

町地域子育て支援センターからのお知らせ

※生活保護世帯の方は自己負担なし

☆お問合せ

弘前交通安全協会藤崎支部長 相坂 ☎090ー7520ー5330

わら・もみ殻焼き！

稲わらも貴重な資源です。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

少林寺拳法で護身術を身に付けよう

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27日(土) 午後１時30分～午後３時
ふれあいずーむ館 ｢ふれあいひろば｣
わっこの会『いっすんぼうし』(群読劇)
ときわっ子本の会
『ひつじさんとあひるさん』(ストーリーテリング) ほか
藤本 佳代子 氏『よつめのしやのさん』(大型紙芝居) ほか

◎「秋の映画上映会」
11月３日(土・祝) 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｣
『ＮＯＲＩＮ ＴＥＮ (ノウリン テン) 』
“農の神”と呼ばれた男 稲塚権次郎物語
監督：稲塚 秀孝 主演：仲代 達矢、松崎 謙二 ほか
※昭和の初め、冷害と飢きんに苦しむ東北で｢おいしくて、たくさ
んとれる米と小麦｣を作ろうと研究を続け、世界の小麦の基と
なった｢小麦農林10号」=ＮＯＲＩＮ ＴＥＮを育種した“農の神”と
呼ばれた男、稲塚権次郎の人生を描いた作品です。

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
☆場
所
☆対
象
☆参 加 料
☆持 ち 物
☆申 込 先

11月10日(土) 午後６時45分～午後８時
スポーツプラザ藤崎 「柔剣道室」
小学生～65歳程度
無料
汗ふきタオル、動きやすい服装
スポーツプラザ藤崎 575－3323

☆お問合せ

町少林寺拳法協会

☆日
時
☆場
所
☆上映作品

◎「リサイクルブックフェア」
☆開催期間 10月27日(土)～11月９日(金) ※休館日を除く
☆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、雑誌の無償配布
※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

天内 575－4027

健康講座のお知らせ
町老人クラブ連合会では、健康講座として寸劇と講演を開催します。
どなたでもお気軽にご参加ください。
☆日
時
☆場
所
☆参 加 料
☆内
容

11月８日(木) 午後１時～午後３時30分
町文化センター ｢大ホール｣
無料
○寸劇「交通事故・消費者トラブルにあわないためのミニ講座」
○講演「うたごえ喫茶～アコーディオンの生演奏で
懐かしの唄を一緒に～」
講師 うたごえ便 よりみち 代表 石澤 佳子 氏

☆お問合せ

藤崎町老人クラブ連合会

会長

舘山 ☎65－2906

県民と警察の音楽の集いを開催します

自衛隊受験相談会を開催します

青森県警察音楽隊による演奏会｢県民と警察の音楽の集い｣を開催し
ます。当日は、弘前南高校吹奏楽部も出演します。

自衛隊弘前地域事務所では、受験対象者及びその保護者等に対し、
受験相談会を開催します。電話でお申込みの上、ご参加ください。

☆日
時 10月28日(日) 午後１時30分～午後３時30分 ※午後１時開場
☆場
所 弘前市民会館「大ホール」(弘前市下白銀町１ー６)
☆入 場 料 無料
☆内
容 弘前南高校との合同演奏のほか、ステージドリルや
Ｊ-ＰＯＰメドレー、演歌メドレーなどが楽しめます。

☆日
時
☆場
所
☆参 加 料
☆内
容
☆対
象
☆申込締切

11月11日(日) 午前９時～午後２時
陸上自衛隊弘前駐屯地(弘前市原ヶ平山中18ー117)
１人500円(体験喫食、写真代) ※当日お支払いください。
体験試乗、装備品展示、体験喫食、相談・質問
15歳以上27歳未満の対象者及び保護者等
10月22日(月)

☆お問合せ

自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所 ☎27－3871

☆お問合せ

青森県警察本部警務部広報課

☎017ー723ー4211
(内線2182、2183)

パソコン操作を学んで再就職を目指しませんか
雇用保険を受給できない求職者のために、早期再就職を目指す職業
訓練を開講します。
◎職場で生かせるパソコン基礎科
☆日
時 11月19日(月)～平成31年３月18日(月)
☆訓練施設 Ｓ．Ｋ．Ｋ．情報ビジネス専門学校 徳田校舎
☆内
容 基本的なビジネス文書等の作成、ビジネスマナー
☆申込締切 10月22日(月)
◎ゼロから学べるパソコン事務科
☆日
時 12月12日(水)～平成31年３月11日(月)
☆訓練施設 キャリアスクールＩ．Ｍ．Ｓ弘前教室
☆内
容 パソコンの基本操作、ワード・エクセルの活用法
☆申込締切 11月12日(月)

平成30年度

町商工会では、パート(臨時職員)を募集します。
☆勤務内容

など

☆勤務場所
☆勤務期間等
☆賃
金
☆募集人員
☆募集要件

など

◎共通事項
☆受 講 料 無料（テキスト代は自己負担）
☆申込方法 事前に弘前公共職業安定所で受講手続きを済ませ、申
込締切日までに各訓練施設へ受講申込書を提出してく
ださい。
☆申込・お問合せ

パート(臨時職員)募集のお知らせ

弘前公共職業安定所 ☎38ー8609
音声案内に従って、(42♯)を押してください。

☆申込期限
☆申込方法
☆選考方法
☆面接予定日

簡単な経理業務、商品券管理、ワードやエクセルなどの
パソコン作業 ほか
藤崎町商工会
11月１日～平成31年３月31日 ※土・日・祝日を除く
午前10時～午後５時
時給770円
１名
次の要件をすべて満たしている方
①町に住所を有する健康な方
②高卒以上で普通運転免許を有し、簡単なパソコン作業
ができる方
③簿記３級を有する方
10月19日(金)
履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、町商工会に
提出してください。(郵送の場合、当日必着)
履歴書及び面接により選考します。
10月26日(金）

☆申込・お問合せ 藤崎町商工会(〒038-3803 藤崎町大字西豊田一丁目５ー１)
☎75ー2370

下水道推進標語

下水道への加

「未来へと ぼくらがつなぐ 下水道」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎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」

