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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

各種健(検)診の申込みについて

農業を体験してみませんか

☆集団健(検)診・・・バス
７月・８月実施分の申込期限は、５月31日(月)です。
☆医療個別健(検)診・・・医療機関
健診期間内(５月６日～２月28日)は随時申込を受け付けています。

～ふじさきあおぞらファーム開催のお知らせ～
｢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。

◎りんご実すぐり体験
受診を希望する方は｢藤崎町健(検)診ガイド｣をご確認の上、福祉課
健康係へお申込みください。
☆お問合せ

福祉課健康係

時
所

588ー8197

水道工事は町指定店へ
漏水の修理や新設・改造・撤去などの工事は｢町指定工事店｣までお
申込みください。
新しく工事店を指定したのでお知らせします。
【新規の指定工事店】
有限会社 東日本環境保全工業
代表取締役 三橋 和代
☆お問合せ

☆日
☆場

上下水道課工務施設係

☆講
師
☆内
容
☆申込締切

◎にんにく収穫体験
☆開催時期

☎0172ー37ー3888
☆場
所
☆講
師
☆内
容
☆申込締切

☎75ー6025

マイナポイントの申請支援を行っています
マイナポイントとは、マイナンバーカードをお持ちの方が取得でき
るポイントで、お好きなキャッシュレス決済で使えるポイントが、最
大5,000円分もらえる制度です。
マイナポイントを受け取るためには、対応しているスマートフォン
などで予約と申込みが必要です。町では、スマートフォンなどをお持
ちでない方を対象に、予約と申込みの支援を行っています。

６月４日(金) 午前９時～午前11時頃
唐糸御前史跡公園付近の園地(予定)
※午前８時50分までに唐糸御前史跡公園駐車場(藤崎町
大字藤崎字二本柳37)へ集合してください。
※りんごの生育状況や天候等により開催日時や場所を変
更する場合があります。
町内りんご生産者
りんご実すぐり
５月28日(金)

７月上旬
※日時等詳細は生育状況を判断して決定し、改めてお知
らせします。
藤崎町大字中野目付近の農地
町内にんにく生産者
にんにく収穫体験(１時間程度を予定)
６月25日(金)

◎共通事項
☆対

象

農作業に興味がある方ならどなたでも可

☆持 ち 物

長靴、帽子、タオル、農作業用の薄い手袋、飲み物、雨具

☆申込方法

農政課農政係窓口で直接申し込むか、お問合せください。

☆申込・お問合せ

農政課農政係 ☎88ー8273

※令和３年４月末までにマイナンバーカードを申請した方が、令和３
年９月末までマイナポイントの支給対象になります。
☆お問合せ
○マイナンバーカードについて 住民課住民係 ☎88ー8163
○マイナポイントについて 経営戦略課企画調整係 ☎88ー8258

なぎなた教室のお知らせ
2026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。

第1７回町民体育大会ソフトボール競技を開催します
☆日
☆日
時 ５月30日(日) 試合開始 午前８時～ ※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62年４月１日以前に生まれた方）
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22日(土)
☆組合せ抽選 ５月27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

FAX 75ー4090

時

☆場
所
☆対
象
☆申込締切
☆参 加 料
☆定
員
☆そ の 他

６月７日・14日・21日・28日
７月５日・12日・26日
８月２日・16日・23日・30日
９月６日・13日・27日
10月４日・18日・25日
11月１日・８日・15日・22日・29日
毎週月曜日 午後５時15分～午後６時45分 全22回
スポーツプラザ藤崎
全ての町民
５月28日(金)
無料
先着30名
練習時は、運動しやすい服装でお越しください。
道具は主催者で準備します。

☆申込・お問合せ

常盤生涯学習文化会館 ☎65－3100
スポーツプラザ藤崎
☎75－3323

労働保険の年度更新手続はお早めに

親子でヨガを体験してみませんか

労働保険の年度更新手続を行う時期となりました。申告書の提出と
保険料等の納付は、６月１日(火)～７月12日(月)となっています。お
早めの手続をお願いします。
なお、申告手続は窓口及び郵送のほか、インターネットからの電子
申請が便利で安全です。
また、納付についても口座振替をご利用ください。

町地域子育て支援センターでは、在宅の未就学児と保護者を対象
に、｢親子で仲良くリラックス！ヨガ教室｣を開催します。参加は無料
です。たくさんのご参加をお待ちしています。

※詳細は、厚生労働省ホームページ(https://www/mhlw.go.jp/index.
html)又は青森労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/
aomoriroudoukyoku/home.html)をご覧いただくか、次のお問合せ先
にお問合せください。
☆お問合せ

弘前労働基準監督署
青森労働局総務部労働保険徴収室

☆日
時
☆場
所
☆講
師
☆申込締切

６月15日(火) 午前10時30分～正午
町地域子育て支援センター
ヨガ・インストラクター 藤本 京美 氏
６月８日(火)

☆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
☎75ー3305

☎33ー6411
5017ー734－4145

借金に関する相談窓口について
新規高等学校卒業予定者を対象とした求人の
早期申込をしましょう
令和４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日です。
新規高等学校卒業予定者の地元就職促進と各企業の優秀な人材確保
のため、早期の求人申込をお願いします。
☆受付・お問合せ

相談員が借金の状況等をお伺いし、必要に応じて、弁護士等に引き
継ぎを行います。1人で悩まず、ご相談ください。相談は無料、秘密
は厳守します。
☆受 付 時 間

月曜日～金曜日 ※祝日・年末年始を除く
午前８時30分～正午、午後１時～午後４時30分
☆相談専用電話 ☎017ー774ー6488
☆お問合せ

東北財務局青森財務事務所理財課 5017ー722ー1463

弘前公共職業安定所 求人企画部門 538ー8609

健やか協力隊員養成研修のお知らせ
45歳以上の方の転職・再就職をサポートします
就職活動のノウハウ(仕事の探し方・応募書類作成・面接対策など)
を知りたい方、就職活動に不安を抱えている方など、カウンセラーが
マンツーマン(予約制)でサポートします。相談は無料です。お気軽に
ご相談ください。
☆日
☆場

時
所

平日 午前９時～午後４時
キャリアスクールI・M・S(弘前市土手町134-8)

☆申込・お問合せ

ネクストキャリアセンターあおもり
☎017ー723ー6350
E-mail:chuukounen@ims-hirosaki.com

労働委員会委員による労働相談会のお知らせ

青森県医師会健やか力推進センターでは、健康知識を高めつつ、健
康測定機器の取扱い知識を習得していただく研修を次のとおり開催し
ます。受講料は無料です。
研修を受講した方々には｢健やか協力隊員｣として登録していただき、
各地で開催される研修でのお手伝いをご案内するほか、健康情報をお
届けする予定です。
【弘前会場】
☆日
時 ６月18日(金) 午前９時～正午
☆場
所 弘前市民文化交流館(ヒロロ)
☆内
容 健康講義、健康測定器測定演習
☆対
象 健康づくりに関心があり健康測定を学びたい方、測定の
お手伝いをお考えの方
☆定
員 50名
☆申込方法 開催日の２週間前までに、氏名、年齢、住所、勤務先名、
電話番号、FAX番号を記入し、FAX又はEメール、郵送で
青森県医師会健やか力推進センターへ送付してください。
☆お問合せ

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。

青森県医師会健やか力推進センター
〒030ー0801 青森市新町２-８-21 青森県医師会館６階
5017ー763ー5590 FAX 017ー763ー5591
Email:aomed-sukoyaka@circus.ocn.ne.jp

☆日時及び場所
月

日

６月８日(火)
６月20日(日)

時 間
午後１時30分～
午後３時30分
午前10時30分～
午後０時30分

☆対 象 者

県内の労働者、事業主

☆お問合せ

青森県労働委員会事務局

令和3年度

場

所

【中止】ふじワングランプリ2021中止のお知らせ

青森県労働委員会
(東奥日報新町ビル４階)

６月27日(日)に開催を予定していました｢ふじワングランプリ2021｣
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。
イベントを楽しみにしていた皆さんには大変申し訳ありませんが、
ご理解くださるようお願いします。

5017ー734ー9832

☆お問合せ

経営戦略課企画調整係 588ー8258

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 雨水も汚水も すーいすい」
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」

