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２月15日発行

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

Ｊアラート情報伝達試験実施のお知らせ
Ｊアラート(全国瞬時警報システム)とは、大規模な自然災害や弾道
ミサイル攻撃などの情報を、町防災行政無線を通じて国から住民へ直
接瞬時に伝達するシステムです。
国では、緊急時における住民への情報伝達体制に万全を期すため、
Ｊアラートの全国一斉情報伝達試験を行います。
放送試験の際には、実際の災害と間違えないようご注意ください。
☆実施日時 ２月20日(水) 午前11時頃
※ただし、災害等の状況によっては訓練を中止することがあります。
☆放送内容 ・上りチャイム音
・｢これは、Ｊアラートのテストです。｣を３回繰り返す。
・｢こちらは、防災藤崎広報です。」
・下りチャイム音
☆お問合せ

総務課防災係

588ー8295

｢ふじりんごふるさと応援大使｣梅沢富美男劇団
藤崎町公演のお知らせ
｢ふじりんごふるさと応援大使｣梅沢富美男さんの劇団による公演を
次の日程で行います。
皆さんお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。
☆日

時

６月29日(土)【昼の部】正午～ 【夜の部】午後５時～
※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」
☆内
容 ３部構成(約２時間30分）
第１部：人情時代劇
第２部：梅沢富美男オンステージ
第３部：夢の舞踊絵巻
※チケットの販売方法等、公演の詳細については広報ふじさき３月号
(３月１日発行)でお知らせします。
☆お問合せ

空き家・空き地を有効活用しませんか

町教育委員会生涯学習課 565ー3100
町文化センター
575ー3311
藤崎町・富美男企画・ＮＰＯ法人藤崎町文化協会

☆共同主催

空き家・空き地をそのまま放置しておくと、周囲の生活環境や景観
に悪影響を及ぼし、相続など親族間での問題も生じます。
町も加わる「弘前圏域空き家・空き地バンク」を利用し、空き家・
空き地の有効活用を図りましょう。
バンクでは、60以上の空き家・空き地が登録されており(平成30年
12月１日現在)、これまで30以上の成約実績があります。
また、バンクのホームページ(http://www.city.hirosaki.aomori.
jp/akiyabank-8/)で取り扱う物件を確認することもできます。
なお、物件を売買するなどバンクを利用するためには登録が必要で
す。詳細はお問い合わせください。

漏水の修理や新設･改造･撤去などの工事は、｢町指定工事店｣にお申
込みください。新規の指定工事店は次のとおりです。

☆お問合せ

☆お問合せ

企画財政課企画係

わくわく講座のお知らせ

588ー8258

時
所
師

☆申込方法

３月15日(金) 午後２時～午後３時
町文化センター ３階 ｢多目的ホール」
弘前大学大学院 医学研究科 循環器腎臓内科学講座
教授 富田 泰史 氏
３月13日(水)までに福祉課健康係にお申込みください。

☆申込・お問合せ

☆新規指定工事店
「青環設備」 代表 山本 正彦
弘前市富栄字浅井名220 588ー7583

｢不整脈が脳梗塞になる前に」

心房細動という不整脈の発症は、加齢のほか、高血圧・肥満・ストレス
が関連しているといわれており、脳梗塞を引き起こす場合もあります。
脳梗塞を予防するために、専門の先生のお話を聞いてみませんか。
参加は無料です。お気軽にご参加ください。
☆日
☆場
☆講

水道工事は町指定店へ

福祉課健康係

上下水道課工務施設係 575ー6025

新・藤崎音頭の踊り講習会について
どなたでも、すぐに覚えることができます。当日は新・藤崎音頭の
ほか、盆踊りも練習します。
参加は無料です。お気軽にご参加ください。
☆日
時
☆場
所
☆持 ち 物

２月23日(土) 午後１時～
スポーツプラザ藤崎
上履き、汗拭きタオル

☆お問合せ

新・藤崎音頭伝承保存会～ふじの会
事務局 加藤 5090ー6626ー9554

588ー8197

３月定例労働相談会のお知らせ
町税の納め忘れはありませんか
町税(町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)は、行政サ
ービスを提供するための大切な財源で、町民の皆さんが健康で安全・
快適に暮らすために使われています。
平成30年度の町税(町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保
険税)の納め忘れがないかご確認ください。納め忘れのある場合は平
成31年３月29日(金)までに納付してください。
また、町では納税相談を随時受け付けています。病気や失業などさま
ざまな理由により納税が困難と感じたときは、お早めにご相談ください。
(毎週水曜日は窓口延長により午後６時30分まで開庁しています。)
☆お問合せ

税務課収納係

588ー8151

個々の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。
☆日時及び開催場所
月

日

時

間

３月５日(火)

午後１時30分～
午後３時30分

３月17日(日)

午前10時30分～
午後０時30分

場

所

青森県労働委員会
(県庁国道側向い
みどりやビル７階)

☆対 象 者
☆リ ン ク

県内の労働者、事業主
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html

☆お問合せ

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832

エレクトーンの音色を楽しもう

裁判員制度のキャッチフレーズを募集します

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、
裁判員制度は、2019年５月21日に制度施行10周年を迎えます。これ
を機に裁判員制度への理解を深め、関心を持ってもらうことを目的に、 エレクトーンコンサートを開催します。
藤崎保育所の子どもたちと一緒に、エレクトーンの音色を楽しみま
キャッチフレーズを募集します。
せんか。参加は無料です。多数のご参加をお待ちしています。
☆応募資格
☆応募方法

青森県内の小学生
１人につき１作品とし、応募用紙に必要事項を記入の上、
郵送又は最寄の裁判所に提出してください。
応募用紙は青森県内の裁判所に備え付けているほか、青森
地方裁判所ホームページ(http://www.courts.go.jp/aomori/)
からダウンロードできます。
☆応募締切 ２月28日(木) ※必着
※応募に関する詳細は青森地方裁判所ホームページをご覧ください。
☆応募・お問合せ

青森地方裁判所

☆日
時
☆場
所
☆講
師
☆申込締切

３月８日(金) 午前10時30分～正午
藤崎保育所 ｢遊戯室｣
益田 彩乃 先生
３月１日(金)

☆申込・お問合せ

☎017ー722ー5421

町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
◎こぎんdeおしゃれインテリア作り教室

東北地区国立大学法人等オープンセミナーのお知らせ
東北地区国立大学法人等の職員採用に際し、受験資格者を対象に、
東北地区の各国立大学を会場としたオープンセミナーを開催します。
☆内
容
○2019年度職員採用試験の概要及び採用までの流れについて
○大学の概要及び業務内容について ほか
☆開催スケジュール
○岩手大学 ３月４日(月) 午後２時～午後４時
○秋田大学 ３月５日(火) 午後３時30分～午後５時30分
○山形大学 ３月６日(水) 午後１時30分～午後３時30分
○東北大学 ３月９日(土) 午後１時30分～午後３時30分
○福島大学 ３月14日(木) 午後３時～午後５時
○弘前大学 ３月15日(金) 午後３時～午後５時
※参加に当たっては事前予約が必要です。
オープンセミナーの詳細については東北地区国立大学法人職員採用
試験実施委員会ホームページ(http://www.bureau.tohoku.ac.jp/
shiken/)をご覧ください。
☆お問合せ

東北地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会
5022ー217ー5676

南の島で楽しい思い出を作りませんか
公益財団法人国際青少年研修協会(文部科学省所管)では、｢第43回
ちびっこ探険学校ヨロン島｣の参加者を募集しています。
日本全国から参加するたくさんの日本人や外国人の友達と一緒に、
思い出に残る楽しい体験をしませんか。
☆日
程
☆場
所
☆対 象 者
☆定
員
☆内
容
☆参 加 費

３月27日(水)～４月２日(火) ６泊７日
鹿児島県大島郡与論町
小学２～６年生(平成31年２月末日現在)
日本人及び在日外国人小学生300名
海水浴、イカダ作り、洞窟探険、野宿体験 など
166,000円(新青森駅出発の場合)
※全国各地に出発地があります。新青森駅以外の出発地
を希望する場合はお問い合わせください。
☆申込締切 ３月５日(火)
※資料請求や説明会の詳細など、事業の詳細は公益財団法人国際青少
年研修協会ホームページ(http://www.kskk.or.jp/)をご覧ください。
☆資料請求･お問合せ
公益財団法人国際青少年研修協会 ☎03ー6417ー9721
〒141ー0031 東京都品川区西五反田７ー15ー４ 第三花田ビル４階
ＦＡＸ 03ー6417ー9724 Ｅ-mail:info@kskk.or.jp

平成30年度

☆日
☆講
☆定

時
師
員

☆内

容

☆持 ち 物
☆申込受付

３月２日(土)、３月９日(土) 両日とも午前９時30分～正午
佐藤陽子こぎん展示館 館長 佐藤 陽子 氏
先着20名 ※両日とも参加できる方
※小学生以上(小学生以下の場合は保護者の同伴必要)
伝統工芸のこぎん刺しと廃材を使って、おしゃれでエコ
な壁掛けを作ります。
特になし
２月17日(日)～

◎ハーバリウム作り教室
☆日

時

☆講
☆定

師
員

☆内

容

☆持 ち 物
☆申込受付

３月10日(日) ※午前の部、午後の部いずれか
午前の部：午前９時30分～午前11時30分
午後の部：午後１時～午後３時
石田 美津子 氏
午前・午後の部先着各20名
※小学生以上、小学生の場合は保護者の同伴必要
手作りのドライフラワーと空き瓶で、リユースハーバリウム
(瓶などに入った観賞用のドライフラワー)を作ります。
特になし
２月24日(日)～

◎布ぞうり作り教室
☆日
☆講
☆定

時
師
員

☆内

容

☆持 ち 物
☆申込受付

３月16日(土) 午前９時30分～午後３時
尾崎 行雄 氏
先着20名
※小学生以上(小学生の場合は保護者の同伴必要)
家庭にある使い古しのタオルや手ぬぐいを使って布ぞう
りを作ります。
使い古しのタオル４枚(約35㎝×約80㎝で色がついたもの)、
裁ちばさみ、昼食、飲み物、汚れてもいい服装
３月１日(金)～

◎共通事項
☆場
所
☆参 加 料

弘前地区環境整備センタープラザ棟
無料

☆申込・お問合せ

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ☎36ー3388
受付時間：午前９時～午後４時 ※月曜日は休館

多重債務相談窓口のご案内
借金等でお困りの方、お気軽にご相談ください。
相談は無料、秘密は厳守します。
☆場
所 青森財務事務所(青森合同庁舎３階)
☆専用電話 5017ー774ー6488
☆受付時間 月曜日～金曜日 ※祝日を除く
午前８時30分～正午、午後１時～午後４時30分
☆お問合せ

東北財務局青森財務事務所理財課 5017ー774ー6488

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」

