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学習支援員(会計年度任用職員)を募集します

子育てママサロン開催のお知らせ

町内の小・中学校で勤務する学習支援員(会計年度任用職員)を募集
します。
☆職
種 学習支援員
☆勤務内容 ○授業準備や後片付けなど、学級・教科担任の補助
○その他教員の負担軽減を図るために校長が必要と認
める業務
☆勤務時間等 ○原則、午前８時～午後４時の間で５時間
○小・中学校の授業、行事等に合わせて週５日勤務
○原則、長期休業期間は勤務がありません。
※勤務時間等は行事により変更になる場合があります。
☆勤務場所 藤崎町立藤崎小学校、藤崎町立藤崎中学校
☆募集要件等 ○上記勤務を問題なく遂行可能かつ、通勤可能な方
○資格は特に必要としませんが、教員を補助する職務
に対し必要な熱意と見識を持っている方
☆報 酬 等 時給1,100円 ※期末手当、通勤手当有り
☆加入保険等 社会保険、厚生年金、雇用保険、労災
☆任用期間 令和２年10月１日～令和３年３月31日まで
☆採用予定数 ３人
☆応募締切 令和２年８月28日(金) ※必着
☆応募方法 次のいずれかの方法でご応募ください。
①最寄りの公共職業安定所を通して応募する。
【準備物】○履歴書 ○ハローワーク紹介状
②書類を郵送又は持参して応募する。
【準備物】○履歴書
☆面接予定日 令和２年９月11日(金)
☆選考方法 書類及び面接により選考します。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止していた子育
てママサロンを、感染予防への取組をした上で８月から開催します。
参加ご希望の方は福祉課健康係までご連絡ください。
☆日
時 ８月26日(水) 午前10時～10時45分
☆場
所 町文化センター３階 ｢和室｣
☆対
象 妊婦及び生後３か月以上の乳幼児とその保護者(３組程度)
☆内
容 子育て親子同士の交流、子育ての情報交換

☆提出先・お問合せ
町教育委員会学務課 ☎69－5010
〒038－1214 藤崎町大字常盤字三西田35番地１

☆お問合せ

福祉課健康係 ☎88ー8197

町農業委員会からのお知らせ
７月20日(月)に町農業委員会の総会が開催され、次のとおり会長及
び会長職務代理者が選任されました。
◎会長 安原 義太郎(亀岡)
◎会長職務代理者 佐藤 秀子(久井名舘)
☆お問合せ

農政課農政係 ☎88－8273
町農業委員会 ☎88－8269

農地の適正管理について
近年、農業者の高齢化や後継者不足により、遊休農地が増加してい
ます。農地が遊休化すると、雑草・雑木が繁茂し、病害虫や火災の発
生原因となる恐れがあります。
また、有害鳥獣の潜入や産業廃棄物等の不法投棄の場所となること
も考えられ、周辺農地や近隣住民に大変な迷惑を及ぼします。耕起・
草刈り・除草等を行い、農地の適正な管理をお願いします。
☆お問合せ

町農業委員会 ☎88ー8269

恋愛教習所で恋愛ライセンスを取得しませんか
ひろさき広域婚活支援事業実行委員会では、圏域市町村にお住まい
の方の結婚を支援するため婚活イベント｢恋愛教習所～恋愛ライセン
スを取得せよ～｣を開催します。｢恋愛教習所｣に入校した｢教習生｣と
なって、様々なミッションに挑戦し、素敵なお相手を見つけませんか。
☆開催日時 ９月27日(日) 午後３時～６時(受付：午後２時30分～）
☆実施会場 板柳町多目的ホールあぷる
(〒038-3672 北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井61)
☆募集人数 男女各20名 計40名
※募集人数を超えた場合や男女比に差があった場合は、
抽選により参加者を決定しますのでご了承ください。
☆対 象 者 結婚を希望する満20歳～40歳代の独身者で、弘前圏域構
成市町村(藤崎町・弘前市・黒石市・平川市・板柳町・
大鰐町・田舎館村・西目屋村)在住又は結婚後、弘前圏
域構成市町村に住む意思のある方
☆参 加 費 男性：3,500円 女性：2,500円 ※当日集金
☆応募締切 ９月17日(木）
☆応募方法 FAX又は電話でお申込みください。
☆そ の 他 ○アルコール飲料の提供もありますので、お車でお越し
の際はご注意ください。
○開催にあたっては、会場内の定期的な換気や座席の間
隔を十分とるなど、新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策をして実施します。参加者の皆さんも、アル
コール消毒及びマスクの着用にご協力ください。
☆申込・お問合せ
合同会社 聖ざき 〒038-3645 北津軽郡板柳町大字辻字松元39－5
☎090ー6225ー0190 FAX:72ー1673

津軽広域水道企業団水道用水供給料金算定書(案)への
パブリックコメント制度による意見募集のお知らせ
津軽広域水道企業団津軽事業部では、浅瀬石川ダムを水源として津
軽地域の市町村に水道用水を供給しています。
このたび、令和３年４月１日からの給水料金改定にあたり策定する、
津軽広域水道企業団水道用水供給料金算定書について、その案がまと
まりましたので、パブリックコメント制度により、関係市町村の皆さ
んから意見や提案を募集します。
☆募集・閲覧期間 ８月31日(月)まで ※必着
☆閲覧方法 ○津軽広域水道企業団ホームページ(http://www.tusui.jp/)
○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)
※対象や提出方法等の詳細はホームページをご覧ください。
☆お問合せ

津軽広域水道企業団津軽事業部総務課 552ー6033

｢青森県新しい生活様式対応推進応援金｣
に関するお知らせ
県では、｢新しい生活様式｣の実践による新型コロナウイルス感染症
感染拡大の防止と事業の維持発展に向けた県内事業者の取組を支援す
るため、｢青森県新しい生活様式対応推進応援金｣を支給します。詳細
については県ホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/
shoko/atarashii_seikatsu_ouenkin.html)をご覧いただくか、無料電
話相談窓口へお問合せください。
☆お問合せ

｢青森県新しい生活様式対応推進応援金｣電話相談窓口
☎0120ー945ー769 平日午前９時～午後５時

藍擦り染め体験教室参加者募集のお知らせ

筋力あっぷ教室に参加しませんか

環境にやさしい藍の擦り染めで、こぎん刺し模様の作品を作ってみ
ませんか。

医療法人ときわ会の理学療法士が10月～令和３年１月の４か月間
(計16回)で、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
運動等を家でも行えるよう指導し、運動機能の向上を目指す教室を開
催します。近くのバス停まで歩くのが大変になった、家の段差につま
ずくようになったなど身体の衰えを感じている方は、ぜひ参加してみ
ませんか。

☆日
☆場

時
所

☆講

師

☆募集定員
☆参 加 料
☆持 ち 物
☆そ の 他
☆申込受付

９月５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
10名(小学校５年生以上)
※小学生の場合は保護者の同伴が必要です。
無料
ハンカチ、バッグなど藍で模様を入れたい布製品を１つ。
※模様のサイズは14㎝×12㎝です。
作業がしやすく、汚れても構わない服装でお越しください。
８月23日(日) 午前９時～

☆申込・お問合せ

弘前地区環境整備センタープラザ棟
536ー3388 (受付時間は午前９時～午後４時)
※月曜日は休館

なぎなた教室のお知らせ
2025年の国民スポーツ大会(青森開催)において、藤崎町は｢なぎな
た｣競技の会場に内定しています。ぜひ、この機会に｢なぎなた｣に触
れてみませんか。
☆日

時

９月～11月の毎週月曜日 ※祝日を除く
午後５時15分～６時45分 全11回
☆場
所 スポーツプラザ藤崎
☆対
象 全ての町民
☆申込締切 ８月28日(金)
☆参 加 料 無料
☆定
員 30名 ※先着順
☆そ の 他 運動しやすい服装でお越しください。道具は主催者(町
教育委員会)で準備します。
☆申込・お問合せ
○常盤生涯学習文化会館
○スポーツプラザ藤崎

565ー3100
☎75ー3323

｢子どもの人権110番｣強化週間のお知らせ
青森地方法務局及び青森県人権擁護委員連合会では、次の期間中、
平日の電話相談時間を延長し、土・日曜日も電話相談を行います。
相談は無料です。秘密は厳守しますので、ひとりで悩まず相談して
ください。
☆期
間 ○８月28日(金)～９月３日(木)
平 日 午前８時30分～午後７時
土・日 午前10時～午後５時
☆電話番号 子どもの人権110番 ☎0120ー007ー110(全国共通・無料)
☆お問合せ

青森地方法務局人権擁護課

☎017ー776ー9024

青森県産業技術センター
農林総合研究所・りんご研究所参観デーのお知らせ
農林総合研究所・りんご研究所参観デーを開催します。お越しの際
は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。
○農林総合研究所
☆日
時 ９月４日(金)、５日(土) 午前９時～午後３時
☆場
所 黒石市田中82ー９
☆内
容 お楽しみイベント、研究成果の展示・紹介、野菜・花の
販売、最先端省力化農業機械展示・実演会など
☆お問合せ ☎52ー4346
○りんご研究所
☆日
時 ９月３日(木)、４日(金) 午前９時～午後３時
☆場
所 黒石市大字牡丹平字福民24
☆内
容 研究成果の展示・紹介、りんごの販売など
☆お問合せ ☎52ー2331

☆日

時

毎週木曜日か毎週金曜日のどちらか 午前10時30分～正午
※初回は10月１日(木)、10月２日(金)の予定
☆場
所 ときわ会病院
☆対 象 者 申込時に基本チェックリスト(簡単な質問票)を行い、
運動機能の低下がみられる65歳以上の方
☆定
員 各曜日10名まで
☆申込締切 ８月31日(月)
※新型コロナウイルスの状況により、日時・会場等が変更になる場合
があります。
※参加申込後に地域包括支援センター職員が訪問し、目標立てとケア
プラン(利用計画)作成を行います。
※ケアプランにおいて送迎が必要とされる方には送迎も可能です。
(要相談)
☆申込・お問合せ

福祉課介護保険係
☎88ー8198
町地域包括支援センター ☎65ー4155

ふじさきあおぞらファームのお知らせ
～農業を体験してみませんか～
｢農作業を体験してみたい｣｢農業を始めたい｣等、農業に興味がある
方を対象に農作業を体験できる講習会を開催します。
☆日
時 ９月24日(木) 午前９時～(２時間程度)
☆場
所 唐糸御前史跡公園付近の園地(予定)
※午前８時45分までに唐糸御前史跡公園駐車場へ集合し
てください。
☆講
師 町内りんご生産者
☆内
容 りんごの葉取り作業
☆対
象 農作業に興味がある方ならどなたでも可
☆持 ち 物 ズック、帽子、タオル、農作業用手袋、飲み物
※雨天時は雨具、長靴をご用意ください。
☆申込締切 ９月17日(木)
☆申込方法 農政課農政係窓口で直接申し込むか、電話でお申込みく
ださい。
☆そ の 他 天候等により開催内容に変更が生じた場合は、参加申込
者にのみ連絡します。
☆申込・お問合せ

農政課農政係 ☎88ー8273

町地域子育て支援センターからのお知らせ
◎癒しのリラックスヨガ
ぜひこの機会にヨガを体験してみませんか。
☆日
時 ９月１日(火) 午前10時30分～正午
☆場
所 町地域子育て支援センター
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者
☆講
師 ヨガ・インストラクター 藤本 京美 氏
☆持 ち 物 バスタオル
☆申込締切 ８月26日(水)

◎親子でかけっこヨーイドン
親子で楽しく体を動かしてみませんか。たくさんのご参加をお待ち
しています。当日の参加も大歓迎です。
☆日
時 ９月26日(土) 午前10時15分集合
※雨天時は翌日に開催します。
☆場
所 藤崎保育所所庭
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者
☆申込締切 ９月18日(金)
☆申込・お問合せ

町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所 575ー3305

