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交通安全･生活安全･防火総決起大会を開催します

ひとり親家庭・寡婦の皆さんの就職を応援します！

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
すことのできる安全な社会を実現するために｢平成29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、消防署員による『火災予防に関する講話』を行いますの
で、多くの皆さんのご来場をお待ちしています。

青森県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭のお母さん・お父さ
ん・子ども及び寡婦の方を対象に、就業に結びつく可能性が高い技
能・資格を習得するための就業支援講習会を開催します。

☆日
☆場

時
所

☆お問合せ

７月22日(土) 午前10時～正午
ふれあいずーむ館 ｢ふれあい広場」
総務課防災係

588－8295

平成30年度農業関係補助事業の実施要望を受付します

☆パソコン講習会 個別指導(弘前会場・五所川原会場)
○内容 エクセル・ワード・パワーポイント・経理ソフト など
○期日 ８月～12月(全34時間)
○時間 初回・最終回のみ午後６時30分～午後８時30分
他の日程は、受講生とスクールとの調整により決定します。
(夜間・土曜等対応)
○定員 弘前会場 10名
五所川原会場 ５名
○会場 弘前会場 株式会社ソフトキャンパス(弘前校)
五所川原会場 ラソ・パソコン教室

☆調理師試験準備講習会
☆対象事業 現在、国・県・町で実施している農業関係の補助事業
○対象 今年度の調理師試験(10月14日実施)を受験する方
①りんご関係 改植、防風網、スピードスプレーヤー ほか
※調理師試験の受験については、各自でのお申込みとなります。
②特産果樹関係(ぶどう・もも等)
○期日
９月５日(火)、６日(水)
新植に係る園地整備・苗木・支柱等、雨よけハウス、防薬ネット、
○定員
４名
簡易選果機 ほか
○会場
弘前市民会館
③野菜・花き関係 パイプハウス及び附帯施設、収穫機 ほか
④水稲・転作関係 田植機、コンバイン、トラクター、乾燥機 ほか
☆共通事項
※その他農業機械を希望する場合はご相談ください。
○受講料 無料(ただし、教材費・受験料は自己負担)
※農業機械の導入について、各事業とも単純更新は対象外です。
※受講途中で取りやめた場合、受講料は負担していただきます。
☆提出書類 事業実施申込書(用紙は農政課窓口で配布しています。)
○申込期間 ７月21日(金)～８月10日(木)
☆申込締切 ８月18日(金) ※締切厳守
○申込方法
☆留意事項
住民課子育て支援係又は県福祉事務所窓口に備え付けの申込用紙
・８月下旬に開催予定の「人・農地プラン」地域座談会において、
に必要事項を記入の上、各窓口又は青森県母子寡婦福祉連合会にお
事業内容の説明等を行いますので、必ず出席してください。
申込みください。申込用紙は青森県母子寡婦福祉連合会ホームペー
・事業により、申請基準や採択条件が異なります。
ジ(http://aomori-kenboren.jimdo.com/)からもダウンロードできます。
・補正予算等により新規に事業が追加された場合でも、今回の要望
※受講期間中の保育サービスをご利用できますので、希望される方は
受付者を優先します。
青森県母子寡婦福祉連合会にお問合せください。
※各事業の詳細については農政課農政係までお問合せください。
☆その他
☆申込・お問合せ 農政課農政係 588－8273
青森県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭の皆さんの相談を受
付しています。どんな悩みも受付していますので、相談専用電話をご
利用ください。

高齢者を狙った還付金詐欺にご注意ください！

町民の方へ、役場や金融機関の職員を名乗る者から｢保険料の還付
があるので使用している銀行名と口座番号、住所・氏名・生年月日を
教えてほしい｣などの電話がありました。
これは実際に町民から情報提供があった事例です。電話を受けた方
が、口座番号などを教える前に役場等に問い合わせしたため被害はあ
りませんでしたが、次のような電話がきた場合には最寄りの警察署又
は総務課防災係にご連絡ください。なお、各保険料の還付については
担当課窓口にご連絡ください。

お問合せ時間
月・水・金
火・木

○弘前警察署藤崎駐在所 575－3010
常盤駐在所 565－3109
○総務課防災係
588－8295
○住民課国保年金係(後期保険料還付の照会)588－8179
○福祉課介護保険係(介護保険料還付の照会)588－8198
○税務課収納係(国民健康保険税還付の照会)588－8151

開かれた議会を目指して！町議会報告会を開催します
町議会では、議会の活動を皆さんに知っていただき、議員と自由に
意見交換ができる場として｢議会報告会｣を開催します。
多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
☆日 時 等
☆内

容

☆お問合せ

午前８時30分～午後５時15分
午前８時30分～午後８時

5017ー774ー3780

第２・４日曜日 午前10時～午後３時
☆お問合せ

○役場や金融機関等から還付金があると電話がくる
○還付金の手続と称してＡＴＭに誘導し操作させる
○使用している金融機関名や個人の口座番号などを聞く
☆お問合せ

相談専用電話

住民課子育て支援係 588－8184
公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会
5017－735－4152

第48回津軽花火大会のお知らせ
4,000発の花火が夏の夜空を美しく彩ります。
☆日
☆場

時
所

８月20日(日) 午後７時20分打上げ
平川河川敷 ｢白鳥ふれあい広場｣

◎観覧席前売券販売のお知らせ
☆価
格 900円(当日券1,000円)
☆販売場所 藤崎町商工会、イオン藤崎店(サービスカウンター)
☆販売期間 ７月19日(水)～８月19日(土)
※商工会での販売は８月18日(金)まで

①７月22日(土) 常盤生涯学習文化会館「視聴覚室」
②７月23日(日) ふれあいずーむ館「ふれあい広場」
※時間はいずれも午後３時～午後５時
・議会報告
・議員との意見交換

◎あなたの花火を打ち上げてみませんか
☆協 賛 額 個人で申し込む場合 10,000円(五号玉)×発数
※グループ(団体)の場合は、相談に応じます。
☆申込締切 ７月28日(金)
※協賛者には観覧席の招待券をプレゼントします。また、大会プログ
ラムに協賛者名を掲載するほか、メッセージ(50字以内)を場内放送
で紹介します。

町議会事務局

☆申込・お問合せ

588－8382

藤崎町商工会 575－2370

藤崎夏まつり「ねぷた合同運行」のお知らせ
藤崎夏まつりの初陣を飾る｢ねぷた合同運行｣が開催されます。
ご近所お誘い合わせの上、皆さんぜひお越しください。

常盤生涯
学習文化会館

解散

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
☆場

◎常盤地区(開会式、審査日)
☆日
時 ８月３日(木) 午後７時30分～午後９時

常盤小学校

「ねぷたばやし」講習会を開催します

出発

時
所

☆持 ち 物
☆主
催

７月21日(金)～23日(日) 午後６時30分～
ふれあいずーむ館
21日(金)・22日(土) ２階｢視聴覚室・集会室｣
23日(日) １階｢ふれあいひろば｣、２階｢視聴覚室・集会室｣
横笛
藤崎公民館、藤崎町芸能文化協会

☆お問合せ

藤崎町芸能文化協会

野呂 5090－7936－0965

プールで水遊びを楽しもう！
北常盤駅西口
常盤ニュータウン

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、次の日
時において保育所のプールを開放します。事前の申込みは必要ありま
せんので、ぜひご利用ください。

多目的広場

☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆持 ち 物

８月３日(木)、４日(金) 午前10時30分～正午
藤崎保育所
在宅の未就学児と保護者
水着、バスタオル

本部

☆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

北常盤駅
◎藤崎地区(表彰式)
☆日
時 ８月５日(土) 午後７時30分～午後９時30分
※雨天決行
※合同運行時には、｢ふじりんご応援大使」梅沢富美男さんによる
｢花魁道中｣が披露されます。
藤崎駅
本部
出発

平成29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(月) ※予備日 ８月15日(火)
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 ※抽選会当日に徴収します。
町内居住者又は町内出身者及び町内にお勤めの方
※中・高・大学生の参加も可とします。
７月30日(日）
８月１日(火) 午後６時30分～
スポーツプラザ藤崎「会議室」

☆申込・お問合せ
藤崎郵便局

ねぷた、花魁道中
待機場所

藤崎小学校 解散 ふれあいずーむ館

りんご商組

藤崎幼稚園

◎両地区とも｢新･藤崎音頭｣流し踊りが参加するほか、本部前では
よさこいソーラン「藤花瑞巌」の演舞があります。
☆お問合せ

藤崎町商工会

スポーツプラザ藤崎 575－3323

バスの車内事故防止についてのお願い
走行中に席を離れると、転倒など思わぬけがをする場合があります。
お降りの際は、バスが停留所に着いて扉が開いてから席をお立ちく
ださい。
また、バスは安全運転に徹しておりますが、やむを得ず急ブレーキ
を掛ける場合があります。満席のため、お立ちになってご利用いただ
く場合には、吊革や握り棒にしっかりおつかまりください。
バスの車内事故防止に皆さんのご理解とご協力をお願いします。
☆お問合せ

公益社団法人青森県バス協会

5017－739－0571

平成30年度｢地域振興｣助成金募集のお知らせ

575－2370

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金では、新規事業参入や開
発・研究を行う県内の個人、ＮＰＯ法人及び企業等に対し、必要な費
ライターは安全に正しく使いましょう
用を助成します。
☆助成金額 必要経費の２分の１以内で、300万円を限度とする
ライターは、便利で手軽な着火道具として生活に身近なものですが、 ☆応募資格等
使用方法を間違えたり注意を怠ると、住宅や自動車の火災の原因とな
①新興企業並びに事業拡大を目指し新規事業参入や開発・研究を
行う県内の個人、ＮＰＯ法人及び企業等
り、重度のやけどや死亡に至る事故につながることがあります。
②平成30年４月１日から平成31年３月31日までに実施する事業
ライターは使用上の注意を守って、安全に正しく使いましょう。
③助成金給付後、事業・研究報告書の提出
※過去３年以内に当財団の助成を受けた企業等は対象外となります。
○ライターの使用後は火が完全に消えていることを確認する
※詳しくは公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金ホームページ
○自動車内など、高温・直射日光の当たる場所にライターを放置しない
(http://www.michinoku-furusato.or.jp/)をご覧ください。
○ライターを子どもの手の届く所に置かない
☆申込締切 ９月30日(土)
○古い使い捨てライターは適切に処分する
☆お問合せ
平成29年度

消費者庁消費者安全課

☆申込・お問合せ
公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金事務局 ☎017ー774ー1179

503ー3507ー9137

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 水が自然に かえる道」
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」

