２０１９年（平成31年)

４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

藤崎町経営戦略課企画調整係
588－8258

水道メーター検針を再開します

町学校給食センター臨時調理員及びパート調理員を募集します
☆勤務内容
☆勤務時間等

☆勤務場所
☆募集要件等
☆給料及び賃金等

☆採用期間
☆採用予定数
☆申込締切
☆申込方法
☆面接予定日
☆選考方法

調理作業及び洗浄作業
○臨時調理員
月～金曜日 午前７時45分～午後４時30分
○非常勤調理員(パート)
月～金曜日 午前７時45分～午前11時45分
※長期休業期間(夏休み・冬休み等)は勤務がありません。
町学校給食センター
18歳以上で、健康で通勤可能な方
○臨時調理員 臨時職員賃金月額表による
※健康保険、厚生年金、雇用保険あり
○非常勤調理員 時給800円 ※雇用保険、労災あり
５月中旬～（予定）
若干名
４月25日(木) ※郵送の場合は４月25日(木)必着
履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、町学校給食
センターに提出してください。
５月７日(火)以降 ※応募者に個別にお知らせします。
履歴書及び面接により選考します。

☆申込・お問合せ

藤崎町学校給食センター 589ー7040
〒038－3834 藤崎町大字西中野目字池田111番地１

冬期間中止していた地下式水道メーターの検針を４月から再開しま
す。メーターボックス周辺の障害物を取り除き、検針ができるように
ご協力をお願いします。
＜参考＞上下水道料金(月額)は次のとおりです。(料金表は税込み)
水道料金
用

途

基本水量

基本料金

８㎥

2,073円

13㎥

3,369円

130㎥

33,696円

家庭用
営業用・団体用・
臨時用
湯屋用・工業用

超過料金(１㎥につき)

259円

メーター使用料
メーター口径
13㎜まで
20㎜まで
25㎜まで
40㎜まで
50㎜まで
50㎜を超えるもの

地下式
86円
140円
172円
518円
1,036円
1,728円

地上式
302円
356円
388円
561円
1,954円
2,214円

下水道(農集排)使用料

地域活性化に向けた新たな取組を支援します
町では、｢町民が主役の活力あるまちづくり｣を目指し、地域を元気
にするため、各種団体が自主的に行う新たな活動に対して、ふじさき
地域活性化助成金を交付し、支援しています。
☆助成対象

☆対象事業

☆対象経費

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)
を対象とします。団体の規約や会則を定め、予算・決算
の管理を適切に行っていることなどが必要です。
2019年度内に完了する事業を対象とします。
対象団体が主体的に企画し、自主的に実施する事業で、
地域課題の解決が図られ、地域活性化の効果が具体的に
目に見える取組が対象です。特に、これまで行われた内
容にとどまらず、創意工夫やアイデアをもって、先進的
視点から新たに取り組むものを募集します。
※新規事業又は既存の事業に新たに加える取組が対象です。
※学術的研究のみに終始する等、事業実施を伴わない調
査事業は除きます。
事業実施に必要と認められる経費を対象とします。
※食糧費など、対象外となる経費もあります。

☆助成金額

○助成が連続５回までの団体
… 上限25万円
○助成が連続６回以上の団体(上限10回) … 上限15万円

☆申請方法

５月10日(金)までに経営戦略課企画調整係に交付申請書等
を提出してください。なお、申請する場合は事前にご連
絡ください。

☆交付決定

事業内容を審査の上、６月上旬に審査結果をお知らせします。

☆申込・お問合せ

経営戦略課企画調整係

588ー8258

町営住宅入居希望者の登録を受付します
４月23日(火)から第２水木団地の入居希望者の登録を受付します。
第２水木団地以外の町営住宅は、随時登録を受付しています。
☆受付時間 午前８時30分～午後４時 ※土・日・祝日を除く。
☆入居決定 登録順位に従って入居者を決定します。
☆申込・お問合せ

建設課管理係

☎88ー8289

基本水量
８㎥まで
８㎥を超え20㎥まで
20㎥を超え30㎥まで
30㎥を超え50㎥まで
50㎥を超え150㎥まで
150㎥を超えるもの
☆お問合せ

使用料
基本料金

１㎥につき

1,404円
180円
192円
224円
280円
327円

上下水道課総務経営係 ☎75ー6025

元気な生活のために！筋力あっぷ教室に参加しませんか
医療法人ときわ会の理学療法士が、運動機能が低下し介護が必要な
状態にならないよう、３か月の短期集中プログラムを作成し、ストレ
ッチ運動などのトレーニングを行います。
申込時に基本チェックリスト(簡単な質問表)を行い、運動機能低下
の項目に該当した方が参加対象となります。
☆実施場所等
◎藤崎会場
○毎週
(藤崎診療所) ○時間
◎常盤会場
○毎週
(ときわ会病院) ○時間
☆申込締切 ５月８日(水)
☆申込・お問合せ

月～木曜日のいずれか ※初回は６月３日(月)
午後２時～午後３時30分
金曜日 ※初回は６月７日(金)
午前10時30分～正午

福祉課介護保険係 588ー8198

みんなで「ながしこ」合同運行を盛り上げよう
町伝統の夏まつり｢ながしこ｣合同運行は、人間がポーズを作って
山車に乗る｢生き人形｣が特徴の行事です。
参加団体及び出店者の募集を次のとおり受付します。
☆日
時
☆場
所
☆募集内容
☆申込期限

８月11日(日・祝日) 午後１時～
町役場駐車場及び周辺（予定）
山車運行、イベント参加(踊りなど)、出店
４月26日(金）

☆申込・お問合せ

生涯学習課 565ー3100

常盤地区の皆さんへ

ごみ収集のお知らせ

☆｢燃やせないごみ｣収集日の休みについて
黒石地区清掃施設組合の機械点検のため、次の日程で、対象町内で
の燃やせないごみの収集が休みとなります。
月

日

５月３日(金･祝)
☆お問合せ

住民課環境係

対象町内
徳下、三ツ屋、福島、榊
588ー8169

健康づくりのきっかけに

藤崎町チャレンジデー2019に参加しよう！

第29回町民サイクリングラリー参加者募集のお知らせ
☆日
時
☆目 的 地
☆集
合

５月５日(日・祝)《雨天中止》
津軽富士見湖(鶴田町)
午前８時30分 常盤生涯学習文化会館 前
午前９時
スポーツプラザ藤崎 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 ○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25日(木)
※ラリー中の事故の補償については、傷害保険の給付限度内となります。
☆お問合せ

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、年齢や性別を問わず誰もが気軽
に楽しめます。健康づくり、体力づくりのためにぜひご参加ください。
☆実 施 日 ５月29日(水) 午前０時～午後９時
☆対戦相手 長野県東御(とうみ)市
☆参加対象 当日、藤崎町内にいる人ならどなたでも参加できます。
(通勤・通学者、買い物客など)
☆実施場所 藤崎町内(自宅、職場、集会施設など藤崎町内であれば
どこでも可)
☆参加方法 15分以上継続して運動(散歩、体操など)やスポーツを行い、
集計本部(スポーツプラザ藤崎)に参加結果を報告してく
ださい。参加報告書は５月15日発行の広報お知らせ号で
配布予定です。
☆お問合せ

藤崎町チャレンジデー実行委員会(生涯学習課内)
565ー3100 ＦＡＸ 65ー3128

一緒に楽しく新･藤崎音頭を踊りませんか
新･藤崎音頭伝承保存会｢ふじの会｣では、一緒に踊る会員を募集して
います。次の日程で総会を開催しますので、お気軽にご参加ください。
☆日
時
☆場
所
☆申込方法

４月21日(日) 午前10時
町文化センター ３階｢多目的ホール｣
申込みは不要です。当日会場にお越しください。

☆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

常盤サイクリングクラブ 会長 加藤 5090ー6626ー9554

楽しいおはなしを聴いてみよう
町地域子育て支援センターでは、わっこの会の皆さんによる「おはなし
会」を開催します。参加は無料です。多数のご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆申込締切

５月21日(火) 午前10時30分～正午
町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
在宅の未就学児と保護者
５月14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

第31回「ときわ桜を観る会」を開催します
☆日
時
☆場
所
☆内
容
☆出演予定者

４月20日(土) 午前10時～午後３時
北常盤駅前公園(小雨決行)
午前10時 開会式、午前10時30分～ 歌謡ショー ほか
横山 ひでき(総合司会、ライブショー)、あれぐろす
(ミニライブ)、弓姫(ミニライブ)、弘前櫻会(よさこい
演舞)、平賀児童館一輪車クラブ ほか

※プログラムについては新聞折込チラシをご覧ください。
※当日はバーベキューコーナーを用意します。前売券・当日券の販売
など、詳細は藤崎町商工会にお問合せください。
※当日は混雑が予想されますので、車での来場はご遠慮ください。
☆お問合せ

藤崎町商工会 575ー2370

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
「リンゴとチューリップのフェスティバル」を開催します
学生実習で植え付けた10種類以上約10,000球のチューリップの花と
50品種以上約1,200本のりんごの花を楽しむことができます。
藤崎農場産のリンゴジャムや金木農場産のお米の販売(数量限定)も
行いますので、ぜひお越しください。
☆日
☆場

時
所

５月11日(土)、12日(日) 午前10時～午後３時
弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究センター
藤崎農場(藤崎町大字藤崎字下袋７番地１)

☆お問合せ

弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究センター
藤崎農場 575ー3026

「春の動物ふれあいフェスティバル」を開催します
青森県動物愛護センターでは、次の日程で｢春の動物ふれあいフェ
スティバル｣を開催します。
☆日
☆場
☆内

時
所
容

５月４日(土・祝)、５日(日・祝) 午前10時～午後４時
青森県動物愛護センター(青森市宮田字玉水119番地１)
動物ふれあい体験、乗馬体験、動物のお医者さん体験 ほか

弘前地区環境整備センタープラザ棟を会場に、次のとおりエコ体験
教室を開催します。ぜひご参加ください。

◎木製立体パズル作り教室
☆日
☆講
☆定
☆内

時 ５月３日(金・祝) 午前９時30分～正午
師 尾崎 行雄 氏
員 先着15名 ※小学生以下の場合は保護者の同伴必要
容 製材所から出た端材や間伐材を使用して、木製の立体パ
ズルを作ります。
☆持 ち 物 特になし

◎花と香りを楽しむアロマワックス作り教室
☆日
☆講
☆定
☆内

時 ５月５日(日・祝) 午前９時30分～正午
師 プラザ棟職員
員 先着20名(小学生以上) ※小学生の場合は保護者の同伴必要
容 ドライフラワーと使い残しのろうそくを使って、アロマ
ワックスを作ります。
☆持 ち 物 牛乳パック１枚、アロマオイル（お持ちの方のみ）

◎共通事項
☆場
所
☆参 加 料
☆申込受付

弘前地区環境整備センタープラザ棟(弘前市町田字筒井６－２)
無料
４月21日(日)～

☆申込・お問合せ
☆お問合せ

青森県動物愛護センター

5017ー726ー6100

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

