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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

残りわずかです！｢梅沢富美男劇団｣藤崎町公演
販売中の梅沢富美男劇団藤崎町公演のチケットが残りわずかとなっ
ています。お早めにお買い求めください。
☆開催日時

11月３日(金・祝日)
【昼の部】午後１時～（開場 午前12時30分～）
【夜の部】午後５時～（開場 午後４時30分～）
町文化センター 大ホール
5,000円(当日券5,500円）全席指定・税込価格
※未就学児の同伴・入場はご遠慮願います。
なお、小学生以上は有料となります。

☆開催場所
☆前売料金

☆販売場所･お問合せ

ふれあいずーむ館

町立小・中学校の通学区域(学区)について
町内の小・中学校に入学する児童生徒の通学区域(学区)は町の規則
で定められており、学区外の学校までの距離が近いという理由では学
区外就学は認められません。
学区外へ転居する、兄姉が学区外の学校に就学しているなど、相当
の理由がある場合には学区外の学校に就学することができますので、
申請等の手続について、町教育委員会学務課にご相談ください。
なお、町の規則で定めている通学区域(学区)は次のとおりです。
☆通学区域(学区)
学校名

575ー2288

藤崎小学校

Ｊ-アラートの訓練放送を実施します
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。
次の日時にＪ-アラート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

11月１日(水) 午前10時頃
※気象等の状況によっては放送を中止する場合があります。
・｢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に続けて｢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。｣

☆放送内容

☆お問合せ

総務課防災係

藤崎中央小学校

常盤小学校
藤崎中学校

藤崎小学校及び藤崎中央小学校の区域の全部

明徳中学校

常盤小学校の区域の全部

☆お問合せ

◎パート(臨時職員)募集のお知らせ

☆勤務場所
☆勤務期間等

町図書館からイベントのお知らせ

町図書館では、次のとおりイベントを行います。
金
参加は無料です。皆さんお誘い合わせの上、会場にお越しください。 ☆賃
☆募集人員
☆募集要件
◎「リサイクルブックフェア」開催のお知らせ
☆開催期間 10月27日(金)～11月９日(木) ※休館日を除く
☆場
所 ふれあいずーむ館 展示ホール
☆内
容 一般書、児童書、絵本、雑誌の無償配布
☆受付期間
※青森県立図書館の協力により多数の本を準備しています。
なお、開催期間中であっても、本がなくなり次第終了となります。 ☆申込方法

◎おはなし会「おはなしボックス」開催のお知らせ
10月28日(土) 午後１時30分～午後３時
常盤生涯学習文化会館
わっこの会『きんたろう』
ときわっ子本の会『エパミナンダス』ほか
藤本 佳代子 氏『にじのめがみ』
※おはなし会終了後、リサイクルブックプレゼントコーナーを設置
します。お好きな本を無償でお持ち帰りできます。(１人２冊まで)
☆日
☆場
☆内

時
所
容

町教育委員会学務課 569－5010

商工会からのお知らせ
☆勤務内容

588ー8295

町 内
舟場・みつや・表町・仲町・曲新田・本町・
木挽町・朝日町・舘川町・下町・緑町・
新町・横町・伝馬・白子・林崎
葛野・藤越・中島・小畑・矢沢・水沼・中野目・
吉向・亀岡・西中野目・俵舛・下俵舛・柏木堰・
東町・西豊田一丁目・西豊田二丁目・西豊田三丁目
福舘・久井名舘・富柳・水木・福左内・榊・
亀田・若松・常盤・徳下・福島・三ッ屋・西田・
若柳・小学校通り

☆選考方法
☆面接予定日

簡単な経理業務、商品券管理、ワードやエクセルなど
のパソコン作業 ほか
藤崎町商工会
平成29年11月1日～平成30年3月31日 ※土･日、祝日を除く
午前10時～午後５時
時給750円
１名
次の要件をすべて満たしている方
①町に住所を有する健康な方
②高卒以上で普通運転免許を保持し、簡単なパソコン
作業ができる方
10月16日(月)～26日(木) ※土・日を除く
履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、商工会に
提出してください。(郵送可)
履歴書及び面接により選考します。
10月27日(金）

◎｢第５回ふじさき秋まつり｣出店者募集のお知らせ

11月18日(土)、19日(日) 午前９時30分～午後３時
町役場前駐車場(買物広場)
店舗スペース：１店舗あたり１テント
出 店 料：2,000円
そ の 他：できるだけ地場産品を販売してください。
◎「秋の映画上映会」開催のお知らせ
☆申込方法
商工会窓口に出店申込書を提出してください。
☆日
時 11月４日(土) 午後１時30分～午後３時30分
(申込書は商工会に備え付けています。)
☆場
所 ふれあいずーむ館
10月18日(水)
☆申込締切
☆上映作品 『陽光桜』出演：笹野 高史、的場 浩司、宮本 真希 ほか
☆そ の 他 店舗スペースに限りがありますので、出店者多数の場合は
※戦時中教師だった主人公が、終戦後教え子の鎮魂と平和の願いを
申込受付後でも出店をお断りする場合があります。
託し新しい桜を作ろうとした、知られざる偉人･高岡 正明の物語です。
☆定
員 先着50名
☆申込・お問合せ 藤崎町商工会 ☎75ー2370
〒038-3803 藤崎町大字西豊田一丁目５-１
☆お問合せ 町図書館｢大夢｣ ☎75ー2288
平成29年度

☆出 店 日
☆出店場所
☆出店条件

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」

藤崎町子育て応援プレミアム商品券好評発売中！
子育て世帯の支援と町内の消費拡大による経済活性化を目的とし
て、｢藤崎町子育て支援プレミアム付商品券｣を販売しています。
10,000円で11,000円分のお買い物ができるお得な商品券になってい
ますので、購入についてぜひご検討ください。
☆商品券の
内
容

１枚1,000円の商品券11枚(１セット)
※｢購入証明書｣１枚と10,000円で購入できます。対象となる
子育て世帯には、10月上旬に｢購入証明書｣を郵送しています。
☆販売場所 藤崎町商工会
☆販売期限 12月15日(金)
※土・日、祝日を除いた日の午前９時～午後５時
☆取 扱 店 青いのぼりが取扱店舗の目印です。
(藤崎町プレミアム付商品券と同じです。)
☆そ の 他 ｢購入証明書｣を汚損・紛失した場合は、住民課子育て
支援係で再発行を受けることができます。
対象世帯のどなたかが、印鑑を持参の上、申請してくだ
さい。なお、即日発行できない場合がありますので、その
場合は、後日世帯主に郵送します。
☆お問合せ
○藤崎町子育て支援プレミアム付商品券の販売に関すること
藤崎町商工会 575ー2370
○藤崎町子育て支援プレミアム付商品券｢購入証明書｣に関すること
住民課子育て支援係 588ー8184

親子で楽しくスイーツ作り
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、親子スイーツ作り教室を開催します。
親子で楽しくバナナボードやシュークリームを作りませんか。
☆日
時 11月２日(木) 午前10時30分～正午
☆場
所 町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
☆講
師 イシザワ菓子舗 石澤 久敏 氏
☆準 備 物 エプロン、三角巾
☆参 加 料 無料
☆定
員 先着16組(定員になり次第申込みを締め切ります。)
☆申込・お問合せ

地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

建退共制度をご利用ください
建設業退職金共済制度(通称:建退共制度)は、中小企業退職金共済
法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の
振興を目的とした国の退職金制度です。
掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費と
して扱われ、税法上全額非課税となります。
建退共制度の詳細については建退共青森支部にお問合せください。
☆加入できる事業主 建設業を営む方
☆対象となる労働者 建設業の現場で働く人
☆掛
金 日額310円
☆お問合せ

建退共青森支部

5017ー732ー6152

ふじさき農産物ロゴマークをご利用ください
ふじさき農産物ブランド化推進協議会では、町内産農産物の発信力
を高め、高付加価値化につなげていくため、「ふじさき農産物ロゴ
マーク」を決定し、ロゴマークをデザインしたシールやレジ袋を製作
しました。
このロゴマークは、直売所に出荷する農産物等に貼ったり、消費者
との直接販売に使用するなど、町内産農産物等のＰＲや有利販売など
に広く利用することができます。
データ使用料は無料ですが、画像データの提供を受け自分で資材等
の製作をする場合は、資材等の製作に係る経費は自己負担となります。
利用を希望する方は、利用の要件及び必要書類を確認の上、申請
書等を農政課農政係へ提出してください。
申請書の様式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/)からもダウンロードできます。
ロゴマークの詳細については町ホームページをご覧ください。
☆お問合せ

少林寺拳法教室参加者募集のお知らせ
町少林寺拳法協会では、護身の技術である少林寺拳法の教室を開催します。
☆日
時
☆場
所
☆対
象
☆参 加 料
☆持 ち 物
☆申 込 先

11月11日(土) 午後６時45分～午後８時
スポーツプラザ藤崎「柔剣道室」
小学生～65歳程度
無料
汗ふきタオル、動きやすい服装
スポーツプラザ藤崎 575－3323

☆お問合せ

町少林寺拳法協会

☆お問合せ

公益財団法人交通事故紛争処理センター仙台支部
5022ー263ー7231

天内 575－4027

青森県最低賃金改正のお知らせ
青森県最低賃金が改正されました。金額は次のとおりです。

時間額

738円(10月６日(金)から)

青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者と、労働者を一
人でも使用している使用者に適用されます。ただし、製造業と小売業
の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
青森県最低賃金に関する詳細については青森労働局ホームページ
(http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)をご覧ください。
☆お問合せ

青森労働局労働基準部賃金室 ☎017－734－4114

県立美術館映画上映のお知らせ
世界的名匠・溝口 健二監督作品の中から、『西鶴一代女』『雨月
物語』『山椒大夫』『近松物語』の４作品を上映します。
☆上映期間 10月20日(金)～22日(日)
☆会
場 青森県立美術館シアター
☆前売料金 (１日券)平日800円、土日1,000円 (通し券)1,500円 など
※チケット購入方法・上映時間など、詳しくは事務局にお問合せください。
☆お問合せ

青森県立美術館事務局 5017ー783ー5243

10月定例労働相談会のお知らせ

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
自動車事故の被害に遭い、示談をめぐる損害賠償の問題でお困りの
方へ、弁護士が｢中立・公正｣な立場で当事者間の紛争解決のお手伝い
をします。被害者本人に損害賠償問題の法律知識がなく、交渉に不慣
れでも安心です。
弁護士費用は無料ですが、相談対象にならない場合もありますので、
まずは電話でご連絡ください。

農政課農政係 ☎88ー8273

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 10月22日(日) 午後１時30分～午後４時
☆場
所 ヒロロ ３階｢多世代交流室Ａ･Ｂ｣
※労働相談会に関する詳細については青森県労働委員会ホームページ
(http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html)
をご覧ください。
☆お問合せ

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832

やめよう！わら焼き！

稲わらも貴重な資源です。焼却せず、
収集やすき込みで再利用に努めましょう。

