２０１９年（令和元年)

広報お知らせ号

７月15日発行
〒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

交通安全･生活安全･防火総決起大会を開催します

教育相談のお知らせ

交通事故・犯罪・火災等をなくし、町民の皆さんが安心して暮らせ
る安全な社会を実現するために｢令和元年度藤崎町交通安全・生活安
全・防火総決起大会｣を開催します。
当日は、交通安全に関する講話などもあります。多くの皆さんのご
来場をお待ちしています。

町内在住の小・中学校の児童生徒及び保護者を対象に、｢いじめ｣
｢不登校｣などの教育に関する悩みごとについて、精神科医が相談に応
じます。相談は無料、秘密は厳守します。

☆日
☆場

時
所

☆お問合せ

☆日

時
実施日

７月27日(土) 午前10時30分～正午
町文化センター ｢大ホール」

８月26日(月)

総務課防災係

10月21日(月)

588－8295

11月18日(月)
12月16日(月)

国民健康保険加入者の皆さまへ

時

間

午後２時～午後５時
(相談時間は１人につき１時間程です。)

１月20日(月)

２月17日(月)
令和元年８月１日は被保険者証の更新日ですので、７月末までに新
しい保険証を送付します。有効期限は令和２年７月31日までの１年間
☆場
所 常盤生涯学習文化会館 ｢音楽室｣
となります。
☆相談対応者 弘前大学大学院医学研究科附属
前年度(平成30年８月１日～令和元年７月31日)発行の被保険者証は、
子どものこころの発達研究センター
８月１日以降使用できませんので、住民課国保年金係に返還するか、
特任准教授 医学博士 栗林 理人(みちと) 氏
裁断の上、確実に破棄してください。
☆申込方法 実施日の１週間前までに町教育委員会学務課に電話でお
送付された被保険者証の記載内容に誤り等があった場合は、住民課
申込みください。
国保年金係にお申し出ください。
☆お問合せ

住民課国保年金係

☆お問合せ 町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内) 569－5010

588－8179

「2020年版青森県民手帳」の予約を受付します
10月下旬頃に県内書店・コンビニ等で発売予定の｢2020年版青森県
民手帳｣について、町では予約購入の受付をしています。
☆｢2020年版青森県民手帳｣(発行：青森県統計協会)
○大 き さ 縦15.0㎝×横8.5㎝
○表 紙 色 通常版：黒系・青系・赤系・緑系・桃系(全５色)
限定版：こぎん刺し模様(紺系)・菱刺し模様(茜系)
○予約価格 通常版：510円(定価600円)、限定版：800円(定価同額)
○内
容 スケジュール帳、イベント情報、市町村紹介記事など
☆申込締切
８月８日(木)
※予約された方には、手帳が入荷され次第連絡します。
☆予約申込・お問合せ

経営戦略課企画調整係

588－8258

藤崎町芸能文化協会からのお知らせ
◎「ねぷたばやし」の講習会を開催します

弘前大学教育学部附属特別支援学校
入学者・転入学者募集
☆対

象

☆募集人員

☆出願書類
交付期限

９月20日(金)まで
午前８時30分～午後３時 ※土・日・祝を除く

☆出願書類
受付期間

９月30日(月)～10月11日(金)
午前８時30分～午後３時 ※土・日・祝を除く

※出願前に入学相談が必要です。入学相談の申込みは９月６日(金)ま
で受付けます。事前に電話でご連絡ください。
☆お問合せ

個人や団体、町内会など、どなたでも参加できます。
多くの方のご参加をお待ちしています。
☆日
時 ７月23日(火)～25日(木) 午後７時～
☆場
所 町文化センター「大ホール」
☆持 ち 物 横笛

◎「ねぷたばやし競演大会」を開催します！
ねぷた合同運行本番を前に、日頃の練習の成果を披露しませんか。
参加は無料です。団体、個人は問いません。皆さんの笛の音色で、
ねぷたを盛り上げましょう！
観覧も無料です。皆さんお誘い合わせの上、ぜひご観覧ください。
☆開 催 日 ７月27日(土) 午後６時30分～
☆場
所 町文化センター３階 ｢多目的ホール｣
☆申込・お問合せ

藤崎町芸能文化協会 野呂 5090－4886－3535
Ｅ-mail fuji-geibun@outlook.com

○知的障がいがあり、愛護手帳(療育手帳)を有する者、又は
医師による知的障がいであることの証明書を提出できる者
○通学時間がおおむね片道１時間以内であること
小学部 第１学年３名
第４学年１名
中学部 第１学年６名(小学部連絡進学予定者３名を含む)
第３学年２名
高等部 第１学年８名(中学部連絡進学予定者５名を含む)

弘前大学教育学部附属特別支援学校
(弘前市大字富野町１番地76) 536－5011

2019年度夏季野球大会参加チーム募集
☆日

時

☆会
場
☆参 加 料
☆選手構成
☆申込締切
☆抽 選 会

８月14日(水) ※予備日８月15日(木)
開 会 式 午前７時～
試合開始 午前７時30分～
藤崎アップル球場 ほか
5,000円 ※抽選会当日に集金します。
町内居住者、町内出身者又は町内に勤務している方
※中・高・大学生の参加も可とします。
７月31日(水）
８月１日(木) 午後６時30分～ スポーツプラザ藤崎「会議室」

☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎 575－3323

プールで水遊びを楽しもう！

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
弘前地区環境整備センタープラザ棟を会場に、次のとおりイベント
を開催します。ぜひご参加ください。

町地域子育て支援センターでは、在宅の未就学児を対象に保育所の
プールを開放します。この機会にぜひご利用ください。

身の回りにある様々な透明プラスチック容器と廃品を使った、子ど
もたちのアイデアあふれる作品を募集します。優秀作品には特別賞を
授与します。また、応募者全員に参加賞を贈呈します。

☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆持 ち 物
☆申込締切

８月６日(火)、７日(水)
藤崎保育所
在宅の未就学児と保護者
水着、バスタオル
７月30日(火)

☆対 象 者

☆お問合せ

町地域子育て支援センター 575－6131
藤崎保育所 575－3305

◎第14回廃品おもしろ工夫展inプラザ棟 作品募集

藤崎町、弘前市、平川市、大鰐町、板柳町、西目屋村の小学
生及び特別支援学校の児童(個人又はグループ)
☆応募規定 ○材 料 メインの部分が透明プラスチック容器であれ
ば、他の部分の材料の種類は問いません。
○大きさ 50㎝×50㎝×50㎝以内
○その他 他のコンテスト(学校内のものを除く)に出品
したことがないもの
☆応募方法 申込用紙に必要事項を記入の上、弘前地区環境整備セン
タープラザ棟へ、個人・グループ・学校ごとに作品を持
ち込んでください。
申込用紙及び募集要項は弘前地区環境整備センタープラ
ザ棟で配布しているほか、弘前地区環境整備センター
ホームページ(http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
kankyoseibi/plaza/)からダウンロードできます。
☆受付期間 ８月27日(火)～９月８日(日)
☆展示期間 ９月14日(土)～11月10日(日)

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(完全予約制)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。
☆場

所

☆日

時

○ネクストキャリアセンターあおもり
(青森市長島２丁目10－４ ヤマウビル８階)
○キャリアスクールI・M・S(弘前土手町134－８)
平日の午前９時～午後４時

☆申込・お問合せ

◎藍染め体験教室参加者募集
できるだけ水の使用をひかえた、環境にやさしい染めの技法で、お
気に入りの布製品をオリジナルにリメイクしてみませんか。
☆日

時

☆場

所

☆講

師

☆定

員

☆参 加 料
☆持 ち 物
☆申込受付

型紙作り ：８月24日(土) 午前10時～正午
藍染め体験：８月31日(土) 午前９時30分～午後０時30分
※２日間の受講となります。
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）
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
20人(小学校５年生以上)
※小学生の参加は保護者の同伴が必要です。
無料
模様を入れたい木綿製品１点(ハンカチ、布製バッグなど)
８月９日(金）

☆申込・お問合せ

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

536－3388

ネクストキャリアセンターあおもり
～あおもり中高年就職支援センター～
5017－723－6350

津軽広域水道企業団津軽事業部職員募集のお知らせ
津軽広域水道企業団職員採用資格試験を次のとおり行います。
☆試験職種
☆受験資格
☆採用人数
☆第１次試験
☆第２次試験
☆申込方法

☆申込締切

一般行政、土木、電気、機械(いずれも上級、大学卒業程度)
昭和55年４月２日～平成10年４月１日に生まれた者
各職種１名(計４名)
９月８日(日) 弘前大学 総合教育棟
10月20日(日) 弘前市役所
受験申込書に必要書類を添えて、津軽広域水道企業団津
軽事業部総務課へ提出してください。受験申込書は津軽
広域水道企業団ホームページ(http://www.tusui.jp/)か
らダウンロードできます。
８月23日(金) ※必着

☆申込・お問合せ

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) 552－6033

弘前工業研究所を一般公開します

定例労働相談会のお知らせ

｢遊んで！学んで！楽しんDay！｣をテーマに、弘前工業研究所一般
公開を行います。子どもから大人まで楽しめる内容となっていますの
で、ぜひご参加ください。

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 ７月26日(金)、27日(土) 午前９時30分～午後４時
☆場
所 弘前工業研究所（弘前市扇町一丁目１－８）
☆参 加 料 無料
☆内
容 県産酒(日本酒、リンゴ酒)飲み比べ、木のおもちゃで遊ぼう、
ドローン体験、実験体験(レモンの設計図(DNA)を見てみよう、
自分だけのアイスキャンディー作り)、成果品の展示 ほか

☆日時及び開催場所

月

日

時

間

７月21日(日)

午前10時30分～
午後０時30分

８月６日(火)

午後１時30分～
午後３時30分

場

青森県労働委員会
(県庁国道側向い みどりやビル7階)

※お酒の試飲をご希望の方は自動車でのご来場はご遠慮ください。
※小学生低学年以下の方は保護者同伴でご来場ください。

☆対 象 者 県内の労働者、事業主
☆専用電話 50120ー610ー782(労働相談ダイヤル）

☆お問合せ

☆お問合せ

令和元年度

弘前工業研究所

小笠原

555－6740

青森県労働委員会事務局 5017－734－9832

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 見えないしごとに 金メダル」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

所

☎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」

