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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
588－8258

藤崎町食育推進協議会の委員を募集します
町では、食育推進の取組について行政と住民が協働で進めるために、
食育推進協議会の委員を募集します。
☆募集要件

○町内に住所を有する20歳以上70歳未満の方
○食育や地産地消に関心があり、平日の会議に出席できる方
○町議員及び町職員でない方
※藤崎町附属機関等の公募委員の登用に関する要綱による。
☆募集人員 １名
☆委員の任期 委嘱の日～平成30年３月31日
☆申込締切 ９月１日(金) ※必着
☆会議の開催 任期満了までに１～２回程度
☆報
酬 １回の出席につき4,900円
☆申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、農政課農政係に提出し
てください。申込用紙は農政課農政係に備え付けている
ほか、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)
に掲載しています。
※応募多数の場合は、申込用紙の内容により選考となります。
☆申込・お問合せ

農政課農政係

588－8273

町農業委員会からのお知らせ
７月20日(木)に町農業委員会の総会が開催され、次のとおり会長及
び会長職務代理者が選任されました。
◎会長 野呂 廣志(水沼）
◎会長職務代理者 佐藤 秀子(久井名舘）
☆お問合せ

☎88ー8273
☎88ー8269

農政課農政係
町農業委員会

鳥害防止機器の使用にご注意ください
農作物が実る時期になると、水田や樹園地の周りでは、カラス・ス
ズメ等による農作物被害を防止するため、鳥害防止機器の使用が多く
見られます。
例年、爆発音やディストレスコール(鳥が危険にさらされたときに
発する悲鳴)を利用した鳥害防止機器について、住民から騒音の苦情
が寄せられています。
居住地域から近い農地で鳥害防止機器を使用する場合は、早朝・夜
間の使用を控える、音量を抑える、スピーカーの方向を変える等の対
策をとり、設置について事前に近隣住民に知らせるなど、周囲に配慮
してくださるようお願いします。
☆お問合せ

「2018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｢2018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。予約分に限
り、定価よりお求めやすくなっていますので、この機会にぜひご予約
ください。
☆｢2018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 黒系・青系・赤系・緑系・黄色系(全５色)
○予約価格 430円(定価500円) ※いずれも税込み
○内
容 スケジュール帳、イベント情報、市町村紹介記事など
☆予約受付締切 ８月28日(月)
※予約された方には、手帳が入荷され次第ご連絡します。
☆予約受付・お問合せ

町地域子育て支援センターからのお知らせ
◎秋の自然を感じながら

親子で楽しいバス遠足

町地域子育て支援センターでは、在宅の未就学児とその保護者を対
象に、バス遠足を実施します。
☆日

時

９月21日(木) 午前10時～午後12時30分
※午前９時45分までに藤崎保育所に集合してください。
☆場
所 板柳町ふるさとセンター
☆持 ち 物 飲み物、着替え ※お弁当、敷物は支援センターで準備します。
☆参 加 料 無料
☆申込締切 ９月11日(月)
◎ゴール目指してヨーイドン！親子で運動会
町地域子育て支援センターでは、藤崎保育所の運動会に未就学児の
親子で楽しめるプログラムを用意しました。この機会に親子で体を動
かしませんか。当日参加が可能ですので、お気軽にご参加ください。
☆日
時 ９月30日(土) 午前10時～
☆場
所 藤崎保育所所庭 ※雨天時は藤崎小学校体育館
☆参 加 料 無料
☆申込・お問合せ

町地域子育て支援センター
藤崎保育所 575－3305

農政課農政係 588－8273

企画財政課企画係

588－8258

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。
☆開 催 日
☆場
所

８月20日(日)
平川河川敷 ｢白鳥ふれあい広場｣

◎プログラム
午後４時30分
午後５時
午後５時30分
午後６時30分
午後７時20分

ザ・つがるベンチャーズ(エレキ演奏）
桂 ゆり 歌謡ショー
麻生 しおり トーク＆ライブ
灯籠流し
花火打上げ

◎観覧席前売券好評発売中！
☆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)
☆販売期限 ８月19日(土) ※商工会での販売は８月18日(金)まで
☆申込・お問合せ

575－6131

藤崎町商工会 575－2370

消防職員採用資格試験のお知らせ

☆場
所
☆専用電話
☆受付時間

青森財務事務所(青森合同庁舎３階)
5017ー774ー6488
月曜日～金曜日 ※祝日、年末年始を除く
午前８時30分～正午、午後１時～午後４時30分

☆採用予定人員 消防職(Ａ)、(Ｂ)合わせて５名
☆受 験 資 格
○消防職(Ａ) 平成元年４月２日～平成８年４月１日に生まれた者
○消防職(Ｂ) 平成８年４月２日～平成12年４月１日に生まれた者
☆受験申込期限 ８月23日(水)
☆受験申込方法 持参又は郵送
☆第１次試験日 ９月17日(日)
※試験の詳細については、弘前地区消防事務組合ホームページ
(http://www.hirosakifd.jp/)をご覧ください。

☆お問合せ

東北財務局青森財務事務所理財課

☆お問合せ

｢多重債務相談窓口｣のご案内
借金等でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相談は無料、秘密は厳守します。

5017ー722ー1463

弘前地区消防事務組合消防本部人材育成課

☎32ー5109

平成29年度介護支援専門員実務研修
受講試験の勉強会のお知らせ
10月８日(日)に行われる平成29年度介護支援専門員(ケアマネー
ジャー)実務研修受講試験に向け、デイサービスセンターえびすでは
今年度介護支援専門員を受講される方を対象に勉強会を開催します。
受講者の個人情報については秘密を厳守します。
☆日

時

｢高齢者・障がい者の人権あんしん相談｣のご案内
青森地方法務局及び青森県人権擁護委員連合会では、高齢者・障が
い者の悩みに対して、次の期間、平日の相談時間を延長し、土・日曜
日も電話相談を行います。相談は無料、秘密は厳守します。
☆期

間

９月４日(月)～８日(金) 午前８時30分～午後７時
９月９日(土)～10日(日) 午前10時～午後５時
☆専用電話 ☎0570－003－110

８月22日(火)～10月３日(火)の毎週火曜日
午後６時～午後８時
☆場
所 デイサービスセンターえびす
☆対 象 者 介護支援専門員実務研修受講試験実施用紙を提出された方
合格後、青森県介護支援専門員協会に入会し、ケアマネー
ジャーの業務に当たり、介護支援専門員倫理要領を守れる方
☆受 講 料 3,000円(資料代)※全日程終了時(10月３日(火))に徴収
☆申込方法 氏名・連絡先を記入した用紙(様式は任意)を郵送かFAX
にて、お申込みください。

一般財団法人メンタルケア協会では、厚生労働省の自殺防止対策事
業の一環として、悩み相談「ほっ！と相談」を開催します。病気や生
活に関する悩み、仕事や人生に関する悩みなど、心のケアの専門職で
ある精神対話士にご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。

☆申 込 先

☆日

時

☆場

所

〒038－3802 藤崎町大字藤崎字浅田30
デイサービスセンターえびす
社会福祉士 野呂 宛
ＦＡＸ89－7733
※電話での申込み・お問合せは受付しませんので、
ご了承ください。

☆お問合せ

精神対話士による「ほっ！と相談」のご案内

☆お問合せ

物品販売業や製造業などを営む個人の事業主の方で、前年の事業収
入から必要経費・事業主控除額(年290万円)等を差し引いた後、所得
がある方に対して、個人事業税が課税されます。
中南地域県民局県税部から郵送される納税通知書により、８月と11
月の２回に分けてコンビニエンスストア・金融機関で納付してくださ
い。(税額が１万円以下の場合は８月に全額納付してください。)
なお、口座振替の申込みも受付しています。
詳細は青森県庁ホームページ「県税・市町村税インフォメーション」
(http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html)をご覧ください。
中南地域県民局県税部課税第一課

532－1131(内線278)

「白神自然環境人材育成講座」履修生を募集します
弘前大学では、白神山地と周辺地域の自然や環境保全、観光などに
ついて学ぶことができる講座を開設します。
☆対 象 者

①白神山地での自分の活動を学術的に考えたい方
②白神山地をテーマに地域活性化に取り組みたい方
☆申込期間 ８月17日(木)～８月31日(木)
☆履修期間 平成29年９月末から２年間
☆受 講 料 ２年間で70,000円(半期毎に17,500円を納入）
☆内
容 教養科目と白神を深く学ぶ特設科目を組み合わせた講座
です。実査やワークショップもあり、教養科目は弘前大学
の学生と一緒に学ぶことができます。
詳細は弘前大学生涯学習教育研究センターホームページ
(http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/)をご覧ください。
☆お問合せ

弘前大学生涯学習教育研究センター

☆場

所

☆内

容

☆お問合せ
平成29年度

ネクストキャリアセンターあおもりでは、青森県から委託を受け、
45歳以上の方を対象とした就職相談を行っています。
☆日

時

☆場

所

毎週月曜日・木曜日 午後１時～午後４時
※祝日・年末年始除く
キャリアスクールＩ・Ｍ・Ｓ (弘前市土手町134-８）

☆申込・お問合せ

キャリアスクールＩ・Ｍ・Ｓ

532－5801

子どもを事故から守りましょう
夏は海水浴や花火など、子どもたちにとって楽しい季節です。
子どもたちが安全に楽しむために、次の点に注意しましょう。
◎海で安全に楽しむために、事故に気を付けましょう！
○天候の変化に注意して、悪天候の時は海に行かない
○必ず大人が付き添い、子どもから目を離さない
○遊泳禁止や離岸流(沖に向かう流れ)などの危険な場所を確認し、
危険な場所で子どもを遊ばせない
○釣りをするときやボートに乗るときは、ライフジャケットを
正しく着用する
※海の危険性を認識し、事故が起きないように注意しましょう。
◎プールや公園での水遊びの際はけがや事故に気を付けましょう！
○子どもが水遊びをしているときは、必ず大人が付き添い、目を
離さない
○プールサイドや水遊び場は滑りやすいので、子どもを走らせない
○プールの中では、吸い込まれる危険性があるので、吸水口や排水
口には近づかない

９月７日(木) 午前９時～午後４時
９月８日(金) 午前９時～午後３時
青森県産業技術センター農林総合研究所
(黒石市田中82-９)
施設見学・お米の試食・花と野菜の販売・パネル展示・
クイズラリー・成果発表会 ほか

◎ケミカルライトの取扱いに気を付けましょう！
夏祭りの露天やイベント会場などで、ブレスレット型や棒状などの
ケミカルライト(化学発光製品)が販売されています。
軽く折り曲げることで発光しますが、折り曲げたときに製品が破損
して、中の液体が飛び散って目に入り、炎症を起こすなどの事故が報
告されています。
○ケミカルライトは、物にぶつけたり、強く折り曲げたりせず、
顔から離して軽く折り曲げて使用する
○口に入れたり、かんだりしない
○万が一、中の液体が目に入ったときには、こすらずにすぐに流水
で15分以上洗い流す

青森県産業技術センター農林総合研究所 552－4346

☆お問合せ

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。
時

一般財団法人メンタルケア協会「ほっ！と相談」
青森事務所 寺山 ☎090ー7793－8595

539ー3146

農林総合研究所参観デーのお知らせ

☆日

８月20日(日)、９月３日(日)、10月１日(日)
午前10時～午後２時
ヒロロ ３階(弘前市駅前町9ー20)

中高年者の就職を支援します

個人事業税の納税はお忘れなく

☆お問合せ

青森地方法務局 ☎017ー776ー6231

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

消費者庁消費者安全課 503ー3507ー9137

☎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」

