２０１６年（平成28年)

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
575－3111(内線2224)

梅沢富美男劇団

ふじりんごふるさと応援大使「梅沢 富美男 氏」の劇団による公演
を今年も開催します。皆さまのご来場を心よりお待ちしています。
☆日

時

６月24日(金)【昼の部】午後１時【夜の部】午後６時
６月25日(土)【昼の部】午後１時【夜の部】午後６時
６月26日(日)【夜の部】午後４時
※開場は、各回とも開演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については、広報ふじさき３月号でお知らせします。
☆お問合せ

特別支援教育支援員を募集します

藤崎町公演のお知らせ

町教育委員会生涯学習課
町文化センター

☎65－3100
☎75ー3311

☆募集要件

☆採用人員
☆勤務内容

☆勤務条件
☆採用予定日
☆採用期間
☆受付期間
☆申込方法

こんなことをやっています わが町のまちづくり

☆面接予定

～「藤崎町まちづくり団体交流会」を開催します～

☆採否結果

○藤崎町または近隣市町村に住所を有し、健康で通勤可能な方
○子どもの発達状況に応じて接することのできる方
(小中学校教諭(または講師、支援員)・保育士・
幼稚園教諭等の経験のある方等優遇)
若干名
○小中学校で特別な支援を必要とする児童生徒に対して
学習支援等を行う
○小中学校の授業、行事等に合わせて基本的に週４日勤務
○おおむね午前８時～午後４時の間で１日４～７時間程度
時給1,000円
※健康保険・厚生年金なし、雇用保険・公務災害補償あり
平成28年４月１日
平成28年４月１日～平成29年３月31日
２月15日(月)～３月９日(水) 午前８時30分～午後５時
市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ教育委員会
学務課へ提出してください。(土・日の受付はできません。
郵送の場合は３月９日(水)の消印有効です。)
○期日 ３月中旬(後日、本人に連絡します。)
○場所 常盤生涯学習文化会館内
面接および履歴書の審査で決定し、本人に通知します。

町では、町内会やまちづくり団体が地域を元気にするための活動を
支援しています。
各団体が今年度の活動について発表しながら交流し、今後の活動がより
一層発展することを目的に、
「藤崎町まちづくり団体交流会」を開催します。
まちづくりに関心がある方のご来場をお待ちしております。

☆申込・お問合せ

☆日
☆場
☆内

平成27年度わくわく講座「ケアぼうし作り講習会」

時 ３月２日(水) 午後６時
所 ふれあいずーむ館「ふれあい広場」
容 各団体が今年度の活動について、ポスターセッションを行います。

「ポスターセッション」とは…
壁またはホワイトボードなどに、報告書を並べて貼り出し、聞き手が
自分の報告書の前に立つたびに適宜説明を行う報告形式のこと。
☆会
費
☆申込方法
☆申込締切

１人2,000円 ※当日会場にて申し受けます。
電話にて申込先までご連絡ください。
２月26日(金)

☆申込・お問合せ

～「がん」と向き合う生活を考える～

乳がんの体験談等を聞きながら、役に立つケア帽子を一緒につくります。
帽子作りを通して、がんと向き合い、がんと共に生きることを考えませんか。
☆日
☆場
☆内

時
所
容

☆持 ち 物
☆申込締切

企画財政課企画係(内線2223)

町教育委員会学務課 ☎69ー5010
〒038ー1214 藤崎町大字常盤字三西田35番地１
(常盤生涯学習文化会館内)

３月８日(火) 午後１時30分～午後３時
町文化センター「多目的ホール」
「乳がん体験談の講演とケア帽子作り実習」
わた帽子の会 赤石 敏子 氏
フェイスタオル、裁縫道具
３月４日(金)までにお申し込みください。

☆申込・お問合せ

福祉課健康係(内線2121)

第７回藤崎町文化協会フェスティバル開催について
文化協会フェスティバルでは、芸能発表や作品展示、押し花や手話等の体験
教室を行いますので、ぜひおいでください。また、当日は食堂もご利用ください。
☆開 催 日 ３月５日(土)～３月６日(日)
☆場
所 町文化センター
☆内
容 ①作品展示会・体験教室
両日 午前10時～午後３時30分
※体験教室は各展示場所にて随時開催
②芸能発表会 ３月６日(日) 午前10時～午後３時
③食堂・喫茶コーナー 両日 午前10時～午後３時30分
☆お問合せ

町文化センター

平成27年度

家畜(鶏を含む)飼養者は毎年定期報告することが義務付けられてい
ます。これまで報告したことが無い飼養者も次のことをご確認いただ
き、忘れずに報告するようお願いします。
☆対象家畜

☆報告内容
☆報告様式

３月８日(火)、３月15日(火) 午後６時～午後７時
スポーツプラザ藤崎 柔剣道室
高校生以上の町民
Kioko 氏
動きやすい服装、飲み物等
１回500円(当日申し受けます。)

☆申込・お問合せ

～平成28年定期報告の時期になりました～

☎75ー3311

フラダンス体験教室のお知らせ
☆日
時
☆場
所
☆対
象
☆講
師
☆準 備 物
☆参 加 費

家畜（鶏含む）を飼われている皆様へ

スポーツプラザ藤崎

575ー3323

☆報告期日

○鳥類
鶏(青森シャモロック、比内地鶏、烏骨鶏、軍鶏、チャボ、声良鶏、
金八など含む)、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう
○鳥類以外
牛、馬、豚、山羊、めん羊、いのしし、鹿
※対象家畜を飼養している全ての方が報告対象となります。
平成28年２月１日時点の頭羽数
「定期報告書」様式はつがる家畜保健衛生所ホームページ
(http://www.applenet.jp/~tsugaru-kaho/)からダウンロード
していただくか、町農政課窓口で配布しています。
２月29日(月)までに郵送または持参にて提出してください。

☆提出・お問合せ
○西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所
〒038ー3151 青森県つがる市木造若竹２番地１ 50173ー42ー2276
○農政課農政係(内線2245)

下水道推進標語

「忘れない 暮らしの下に
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎75－6025

下水道」

下水道への加
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」

藤崎町社会福祉協議会職員募集のお知らせ
☆採用職種
☆職種内容
☆受験資格

一般職員(正職員)
会計業務および福祉事業等に従事
○高等学校を卒業した者 ○普通自動車運転免許を有する者
○簿記３級以上の検定資格を有する者
☆採用人員 １人(予定)
☆採用予定日 平成28年４月１日
☆選考方法 ○１次選考 書類選考および小論文審査
○２次選考 面接試験 ※１次選考により選抜された者
☆面接日時 ３月４日(金) 午前９時30分
☆面接場所 常盤老人福祉センター
☆受付期限 ２月26日(金)まで
☆受付時間 午前９時～午後５時 ※土・日曜日も受け付けます
☆提出書類 ①試験申込書(本会指定の用紙を使用)
※試験申込書は本会で配布している他、本会ホームページ
(http://www.fujisakishakyo.or.jp/)からもダウンロードできます。
②小論文
※詳しい内容は、本会ホームページをご覧いただくかお問合せください。
☆提出・お問合せ

藤崎町社会福祉協議会 ☎65ー2056
〒038ー1214 藤崎町大字常盤字富田70ー１

自動車の名義変更・廃車手続きおよび車検はお早めに
～車検は１か月前から受けられます～

裁判所書記官～裁判を支える法律専門職として～
裁判所書記官は、民事や刑事などの事件で、裁判や審判、強制執行など、あ
らゆる場面で活躍し、法律に関する専門知識と固有の権限を持つ専門職です。
裁判所書記官は、高度な法的知識をもとに、裁判において手続の経
過を明らかにするための記録である「調書」を作成します。
また、裁判を迅速に進めるために、裁判手続の進め方について裁判
官と協議し、弁護士や検察官に必要な準備を促すなど、裁判所と裁判
の関係者をつなぐ役割を担っています。
裁判所書記官に興味のある方は、裁判所ウェブサイトの採用試験に関す
る案内(http://www.courts.go.jp/saiyo/index2.html)をご覧ください。
☆お問合せ 青森地方・家庭裁判所事務局総務課庶務係 ☎017ー722ー5421

南の島で国際交流 40周年記念
ちびっこ探検学校ヨロン島 参加者募集
南の島「ヨロン島」で、全国から参加する仲間との共同生活や野外活動を通
して友達作りの楽しさを知り、互いに助け合い、チャレンジする心を養います。
また、在日外国人小学生と活動・生活を共にすることで、言語や習慣
を越えて友情を深め、国際感覚を身につける第一歩とします。
☆期
☆場
☆詳

間
所
細

３月26日(土)～４月１日(金) ６泊７日
鹿児島県大島郡与論町
ホームページ(http://www.kskk.or.jp/)をご覧ください。
全国主要都市で無料説明会を開催します。
※説明会に参加できない方には説明会の資料を送付します。
○日本人小学生200名 ○在日外国人小学生100名
(小学２年生～６年生：平成28年２月末現在)
３月４日(金)
162,000円(新青森駅出発の場合)
※それ以外の出発地を希望する場合はお問合せください。

例年３月は、名義変更・廃車・住所変更等・車検などの手続きで、窓口は
員
混雑しますので、待ち時間が短い３月上旬に手続きくださるようお願いします。 ☆定
また、車検は１か月前から受検可能ですので、早めの受検をお願いします。
☆申込締切
ユーザー車検については、検査予約を行ってください。予約操作について
☆参 加 費
は、自動車検査予約ヘルプデスクをご利用ください。
なお、軽自動車は「軽自動車検査協会」が窓口になり、手続き方法
等が違いますのでご注意ください。
☆申込・お問合せ 公益財団法人国際青少年研修協会 ☎03ー6417ー9721
☆受付時間 午前８時45分～正午、午後１時～午後４時(土・日・祝日を除く)
☆お問合せ
○東北運輸局青森運輸支局テレフォンサービス
☎050ー5540ー2008
○青森運輸支局ホームページ
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/am-index.htm
○検査法人ホームページ パソコン http://www.navi.go.jp/
携帯電話 http://www.navi.go.jp/m/
○自動車検査予約ヘルプデスク
☎0570ー030ー330(午前９時～午後６時)※土・日・祝日を除く

親子でハッピーエレクトーンコンサート！
☆日
時 ３月４日(金) 午前10時30分～正午
☆会
場 藤崎保育所・遊戯室
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者
☆講
師 益田 彩乃 氏
※事前の申込は不要です。当日会場へお越しください。
☆お問合せ

地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

３月定例労働相談会のお知らせ
労働者と事業主の間に生じた労働問題についての相談会を開催します。
☆開催日時および場所
開 催 日
時
間
場
所
３月１日(火) 午後１時30分～午後４時 青森県観光物産館アスパム
☆対 象 者 県内の労働者、事業主
☆費
用 無料
☆利用方法 随時受付(事前予約も可)

ハローワーク求職情報の提供サービスを実施します
厚生労働省は、平成28年３月22日から職業紹介事業者等を対象に、
ハローワークが持つ求職情報を求職者が希望した場合に提供するサー
ビスを開始します。
ハローワークに掲載されていない求人の紹介などを受けることで、より
条件に合った求人へ応募できる機会が広がりますのでぜひご利用ください。
なお、求職者からの利用受付は３月１日から開始します。

☆お問合せ 青森県労働委員会事務局
5017－734－9832
☆リ ン ク http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html

◎求職情報提供サービスの概要
・サービスの利用を希望した場合、氏名や連絡先などの個人を特定で
きる情報を除く求職情報がハローワークインターネットサービス上
の求職情報提供サイトに掲載されます。掲載された情報は労働局の
肺がん、中皮腫など石綿関連疾病に罹った方への
承諾を得た民間職業紹介事業者等の利用団体が閲覧できるようにな
ります。
補償・救済のお知らせ
・求職情報を閲覧した民間職業紹介事業者等から、求職情報提供サイ
石綿を吸い込むことで発症する疾病には、肺がん、中皮腫など呼吸器系疾病
トを通じて職業紹介や就職支援サービスなどが行われます。
が多く、潜伏期間が石綿を吸ってから30年以上と非常に長いことが特徴です。
・このサービスの利用期間は、ハローワークへの求職申込の有効期間
呼吸器系疾病が石綿を吸ったことが原因であると認定された方は、労災保険
と同じで、原則として求職申込日の翌々月の末日までとなります。
制度もしくは石綿健康被害救済制度から給付を受けることができます。
※詳細はハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.go.jp/)
もしご家族で、仕事で石綿を取扱い、または吸ったことがあり、肺がん、
をご覧いただくか、最寄りのハローワークへお問合せください。
中皮腫等の呼吸器系疾病に罹った方、もしくは亡くなった方がいる場合は、
弘前公共職業安定所(ハローワーク) ☎38ー8609
青森労働局労災補償課または最寄りの労働基準監督署へご相談ください。 ☆お問合せ
☆お問合せ

青森労働局労働基準部労災補償課

☎017ー734ー4115

３月再就職支援セミナー＆キャリアカウンセリング
45歳以上の再就職でお悩みの方を対象に、パソコンで作る応募書類に
ついてセミナーと、希望された方へキャリアカウンセリングを実施します。
☆対 象 者 45歳以上の求職中の方(雇用保険受給者の求職活動実績に該当)
☆開 催 日 ３月４日(金)
☆場
所 あおもり中高年就職支援センター内
☆定
員 10名(事前にご予約ください。予約された方を優先します。)
☆申込・お問合せ

あおもり中高年就職支援センター ☎26－8430

「合同企業説明会in弘前」開催のお知らせ
参加無料・申込不要・入退場自由ですので、ぜひご参加ください。
☆日
時
☆開催場所
☆対 象 者

３月３日(木) 午後１時～午後４時(午後０時30分受付開始)
ホテルニューキャッスル３階「麗峰の間」「松の間」
○平成29年３月卒業予定の大学生・短大生・専門学校生等
○45歳未満の若年求職者
※参加企業は決定しだいジョブカフェあおもりホームページ
(https://www.jobcafe-aomori.jp/)に掲載します。
☆お問合せ

青森県若年者就職支援センター(ジョブカフェあおもり)
☎017ー731ー1311

