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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

藤崎町企画財政課企画係
575－3111(内線2223)

７月10日(日)は参議院議員選挙の投票日です

原子力広報活動に対してご意見をお寄せください

☆公 示 日 ６月22日(水)
☆投票日時 ７月10日(日) 午前７時～午後８時
☆投票できる人
①平成10年７月11日までに生まれた人(満18歳以上になります)
②公示日の前日時点で、藤崎町に３か月以上住民登録のある人
③選挙人名簿に登録されていて、転出先で登録されていない人
☆投票所入場券
投票所入場券を公示後に郵送しますので、投票日当日にお持ち
ください。なお、入場券を忘れたり紛失した場合でも投票できます。
☆期日前投票
投票日当日、仕事や旅行・外出などで投票所にいけない方は
期日前投票ができます。
○期 間 ６月23日(木)～７月９日(土)
○場 所 役場１階 町民ロビー
○時 間 午前８時30分～午後８時

原子力についての広聴広報活動の企画・立案の参考とするため、
青森県原子力モニターを募集します。
☆モニターの活動
○取組内容
施設見学・意見交換会の参加、アンケート調査等
への協力など
○謝礼･旅費
活動に参加された方に毎年度謝礼品を贈呈します。
また、旅費が必要な場合は支給します。
☆募集要件
○資
格
町内在住の20歳以上の方で、原子力に関心があり、
活動に協力できる方。
※過去にモニターを経験した方を除きます。
○委嘱期間
２年間(平成29年度末日まで)
☆募集人数
男性１名、女性１名(それぞれ先着順とします)
☆申込方法
お問合せまで電話にてお申し込みください。
☆申込締切
７月13日(水)
☆申込・お問合せ

企画財政課企画係(内線2222)

＜期日前投票タクシー運行サービスを行います＞
町の巡回バスを利用して期日前投票をした方が、投票後なるべく
短い待ち時間で帰宅できるよう、無料のタクシー運行サービスを行います。
タクシーの利用を希望する場合は、期日前投票所の受付で係員に
申し出ください。
【タクシー運行時刻表】
巡回バス路線

役場到着時刻

タクシー発車時刻

常盤老人福祉センター～役場線

午前９時５分

午前９時40分

中野目線

午前９時50分

午前10時20分

藤越～白子～林崎線

午前10時45分

午前11時15分

常盤老人福祉センター～役場線

午後２時５分

午後２時30分

中野目線

午後２時50分

午後３時30分

藤越～白子～林崎線

午後３時45分

午後４時30分

※タクシー運行サービスは、平日のみ利用できます。
☆お問合せ

町選挙管理委員会(内線2261、2610)

全国瞬時警報システムの放送試験のお知らせ
全国瞬時警報システム(通称｢J-アラート｣)とは、大規模な自然災
害や弾道ミサイル攻撃などについての情報を、町防災行政無線を通
して瞬時に国から町民へ伝達するシステムです。
このたび、全国瞬時警報システムの放送試験を全国一斉に実施し
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。
☆放送日時
☆放送内容

☆お問合せ

６月23日(木) 午前10時15分頃
・｢こちらは、防災藤崎広報です。ただいまから訓練
放送を行います。｣
・(緊急地震速報サイレン)と｢緊急地震速報、大地震
です。大地震です。これは訓練放送です。｣を交互
に３回繰り返す。
・｢こちらは、防災藤崎広報です。これで訓練放送を
終わります。｣
総務課防災係(内線2208、2209)

平成28年度

観光人材育成セミナー受講者募集のお知らせ
町では、地域を担うべき観光人材を発掘・育成していくため、
町内店舗(事業者)向けの観光人材育成セミナーを実施します。
町内店舗(事業者)が、それぞれの魅力や情報をさらに発信し、
地域の活性化を図ることを狙いとしたセミナーです。
多くの方のご参加をお待ちしています。
☆対 象 者
☆日
時
☆場
所
☆講
師
☆受 講 料
☆申込締切

町内で営業する飲食関連の店舗（事業者）
６月29日（水） 午後３時
役場３階 ｢中会議室｣
弘前下土手町商店街振興組合 事務局長 宮川 克己 氏
無料
６月27日(月)

☆申込・お問合せ

企画財政課企画係(内線2223)

藤崎町図書館から開館時間延長のお知らせ
町図書館では、６月から８月までの毎週水曜日の開館時間を、
午前９時から午後６時までとします。この機会にぜひお立ち寄り
ください。
○６月の延長日 １日・８日・15日・22日・29日
○７月の延長日 ６日・13日・20日・27日
○８月の延長日 ３日・10日・17日・24日
※８月31日(水)は図書整理のため休館します。
☆お問合せ

町図書館 ☎75－2288

オープンキャンパスに参加してみませんか？
国立宮古海上技術短期大学校は、国土交通省の所管する学校で、
船舶運航技術者の育成を目的としています。
このたび、体験型のオープンキャンパスを実施します。
☆日

時

７月２日(土)、７月23日(土)、10月８日(土)
全日程とも午前10時～午後２時
☆内
容 在校生の案内による体験航海・操船シミュレーター体験など
※応募方法については国立宮古海上技術短期大学校ホームページ
(http://miyakai.com/)をご覧ください。
☆お問合せ 国立宮古海上技術短期大学校教務課 ☎0193－62－5316

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 水がいからの 守り神」

入、よろしく

下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで ☎75－6025

スイスイ！

お願いしま～

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

青森県こどもサポートゼミのご案内

藤崎町地域子育て支援センターからのお知らせ

県では、特定非営利活動法人ワーカーズコープに委託して学習講
習会を実施しています。この講習会は、学習塾への費用負担が困難
な世帯の負担軽減を図るとともに、生徒の学習意欲の向上等を目的
としています。

町地域子育て支援センターでは、｢わっこの会｣による昔話や紙芝
居、ペープサート(絵を描いた紙に割り箸等をつけて、くるくる回
して動かす紙人形劇のこと)による｢おはなし会｣を開催します。
申込は必要ありませんので、多くの方のご参加をお待ちしています。

☆対 象 者

☆日
時
☆場
所
☆対 象 者

７月８日(金) 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

☆お問合せ

町地域子育て支援センター 575－6131
藤崎保育所 ☎75－3305

経済的な理由から学習塾の費用負担が難しい世帯又は
ひとり親世帯の中学生
☆スタッフ 学習支援スタッフ（大学生、教員ＯＢ等）
☆開催期間 平成28年５月～平成29年３月
（夏休み、冬休みは週１回、それ以外は月２回程度）
☆開催場所 町文化センター等
※具体的な開催日時、場所等については、申込受付後個別にお知
らせします。
☆入会金・受講料 無料
☆申込・お問合せ
青森県こどもサポートゼミ事務局(特定非営利活動法人ワーカー
ズコープ内) ☎017－718－4103 ＦＡＸ017－735－4040
電子メールアドレス support-semi@roukyou.gr.jp

町民登山参加者募集のお知らせ
☆日
時
☆集合場所
☆参 加 料
☆行
程

☆持 ち 物
☆募集人数
☆申込締切

７月２日(土) 午前７時40分～午後４時30分 ※雨天決行
町役場、津軽みらい農協常盤支店
2,500円(バス代、ロープウェー利用料、温泉入浴料等)
町役場(午前７時40分発)→津軽みらい農協常盤支店
(午前８時発)→城ヶ倉大橋→八甲田ロープウェイ
→八甲田登山(主に下りとなる毛無パラダイスライン
を２時間30分ほど歩きます。)→酸ヶ湯温泉(入浴)
→津軽みらい農協常盤支店(午後４時10分着)
→町役場(午後４時30分着)
※八甲田ロープウェー山頂駅周辺を20分～60分ほど
散策する｢お気軽コース｣もあります。
｢お気軽コース｣もバスの発着は同時刻になります。
※行程内の事故については、傷害保険の給付限度内
での補償となります。
昼食、雨具、軍手、入浴用具
先着25名まで
６月26日(日)

☆申込み先
☆お問合せ

スポーツプラザ藤崎
ときわ山岳会・ときわ山野草会

平成28年度調理師試験のご案内
県内で行われる平成28年度調理師試験の日程は、次のとおりです。
☆日
時 10月８日(土) 午後１時30分～午後３時30分
☆会
場 青森県観光物産館アスパム
☆申込締切 ６月27日(月) 当日消印有効
☆受験手数料 6,100円
☆受験案内配布場所
受験申請書等は、青森県保健衛生課及び県内各保健所(青森市保
健所を除く)で配布しています。
※受験資格や提出書類等、試験に関する詳細は公益社団法人調理技
術技能センターホームページ(http://www.chouri-ggc.or.jp/)を
ご覧ください。
☆申込・お問合せ
公益社団法人調理技術技能センター ☎03－3667－1815
〒103－0012 東京都中央区日本橋堀留町2－8－5 JACCビル5階

小学生のみなさん、津軽の伝統工芸品の
製作を体験してみませんか？
津軽広域連合では、小学生を対象として、こぎん刺し、金魚ねぷ
た、津軽塗のアクセサリーの製作体験学習を開催します。
☆日

時

☆場

所

☆応募方法

☆募集人数

☆申込締切

①「こぎん刺しアクセサリーづくり」
７月29日(金) 午後２時～午後４時
②「金魚ねぷたづくり」
８月16日(火) 午後２時～午後４時
③「津軽塗のアクセサリーづくり」
８月19日(金) 午前10時～正午
※参加料、材料費、お茶菓子代は無料、ヒロロ駐車
料金は３時間無料となります。
①、②ヒロロスクエア４階 ｢市民文化交流館ホール｣
③ヒロロスクエア３階 ｢健康ホール｣
郵便はがき又は電子メールに、希望する体験学習名、
郵便番号、住所、氏名、学年、保護者氏名、緊急の際
連絡がとれる電話番号を明記の上、お申込みください。
※小学３年生以下の方は保護者の同伴が必要です。
※１回の応募で小学生２名までお申込みできます。
①～③とも小学生各20名
※参加者には、７月22日(金)に参加決定の通知を発送
します。応募が定員を上回る場合は、抽選により決
定します。落選者には通知しませんのでご注意くだ
さい。
７月15日(金) ※当日消印有効

☆申込・お問合せ
津軽広域連合「ものづくり」体験学習事業係 ☎31－1201
〒036－8003 弘前市大字駅前町９番地20
電子メールアドレス tsugarukoiki09@hi-it.jp

☎75－3323
三上 ☎65－2008

原子力メンテナンス業務参入研修開催のご案内
原子力施設のメンテナンス業務に必要な資格・知識や技術のため
の研修を開催します。原子力分野に経験のない方も歓迎します。
☆研修概要
①低圧電気取扱業務特別教育
開催日：８月５日(金)
目 的：原子力施設関連業務において作業従事するうえで必要
となる「低圧電気」の取扱に関する基礎知識の習得
②小型移動式クレーン運転技能講習
開催日：８月８日(月)～10日(水) ３日間
目 的：小型移動式クレーン作業を安全に行うために必要な知
識・技能の習得
③振動測定・解析訓練
開催日：８月20日(土)～21日(日) ２日間
目 的：原子力発電施設等で使用されている回転機器の振動測
定の実技訓練を行い、設備の異常が診断できる基礎知
識・技能の習得
④玉掛け技能講習
開催日：８月29日(月)～31日(水) ３日間
目 的：玉掛け作業を安全に行うために必要な知識・技能の習得
⑤酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
開催日：９月９日(金)～11日(日) ３日間
目 的：原子力施設関連業務において作業従事するうえで必要
となる｢酸素欠乏･硫化水素危険作業主任者｣資格の取得
※本資格は国家資格です。
☆申込締切 ①７月１日(金)
②、③、④７月11日(月)
⑤７月25日(月)
☆研修場所 ①、②、④、⑤青森原燃テクノロジーセンター(東北町)
③ジェイテックＪＴＴＣ訓練センター(六ヶ所村)
☆受 講 料 いずれも無料
☆主
催 青森県エネルギー総合対策局ＩＴＥＲ支援室
☆お問合せ

青森原燃テクノロジーセンター ☎0175－63－4671
ホームページ http://www.agtcinc.co.jp/

