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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
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平成30年度集団健(検)診のお知らせ

藤崎町食育推進協議会の委員を募集します

町では、次の日程で集団健(検)診を行います。健(検)診の申込みが
まだの方は、この機会にぜひ受診してください。

町民の皆さんと協働で、食育推進の取組を行うために、｢藤崎町食
育推進協議会｣の委員を募集します。

☆日 程 等

７月22日(日) 藤崎老人福祉センター
７月24日(火) 藤崎老人福祉センター
８月４日(土) 常盤老人福祉センター
※受付時間はいずれも午前７時～午前９時
☆健(検)診内容
30歳以上：○特定健診(尿検査・血液検査・心電図検査 など)
○大腸がん検診 ○肺がん検診
40歳以上：○胃がん検診
50歳以上：○前立腺がん検診
☆受 診 料 特定健診 無料、各種がん検診 250円～500円
(非課税世帯、生活保護の方及び70歳以上の方は無料)
☆申込締切 ７月10日(火)までに電話でお申込みください。
☆そ の 他 年齢や医療保険の種類等により受診できない健(検)診が
あります。詳細は福祉課健康係にお問合せください。
すでに申込みされている方には、６月下旬に通知を発送
します。
☆申込・お問合せ

福祉課健康係

藤崎地区の皆さんへ

588ー8197

正しいごみ出しにご協力ください

ガスボンベやガスライターなどが原因と思われるごみ収集車両の火
災が発生しました。ガスボンベやガスライターなどをごみに出す際に
は、次のことに注意してください。
○ガスボンベ・スプレー缶は必ず穴を開けて｢缶｣の収集に出すこと
○ガスライターは、ガスを使い切ってから不燃ごみに出すこと
※ガスライターは周囲に火の気がないことを確認し、輪ゴムや粘着力
の強いテープでレバーを固定するなどしてガスを抜いてください。
☆お問合せ

住民課環境係

☎88ー8169

空き家等の実態調査を実施します
町では、利用されていない建物の実態を把握するために、町内の空
き家等(住宅、店舗、工場等)を対象に建物の外観調査を実施します。
☆調査期間
☆調査方法

７月～10月頃(予定)
町が委託した調査員が、空き家候補の建物の管理状況
などを外観から調査します。
☆そ の 他 調査員が敷地内に入る場合がありますので、ご理解と
ご協力をお願いします。
なお、調査員(委託業者:株式会社協和コンサルタンツ)
は、町が発行する身分証明書を携帯しています。
☆お問合せ

総務課防災係

588ー8295

傾聴サロンからのお知らせ

カラーセラピーを体験してみませんか
暮らしの中で、私たちは無意識に色に惹かれ、色を選んでいます。
惹かれる色、選んだ色は自分自身の心を表しています。色の効果を
理解して、自分の心の声を聞いてみませんか。
☆日
☆場
☆講

時
所
師

☆お問合せ

７月13日(金) 午後１時～午後２時30分
藤崎老人福祉センター ｢集会室｣
ワークスペース詩寿華(しずか) 田村 静香 氏
福祉課健康係

588ー8197

☆募集人員 １名 ※応募多数の場合は選考します。
☆募集要件(次の要件をすべて満たす方)
○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、会議(平日の日中開催)
に出席できる方
○町議員及び町職員(臨時職員を含む)でない方
☆任
期 委嘱の日～平成31年３月31日
※会議の開催は年１～２回程度
☆報
酬 会議１回の出席につき4,900円
☆応募方法 農政課に備え付けの応募用紙に必要事項を記入の上、
提出してください。なお、応募用紙は町ホームページ
(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からもダウンロー
ドできます。
☆応募締切 ７月６日(金) ※必着
☆応募・お問合せ

農政課農政係 588ー8273

｢2019年版藤崎町電話番号早見表｣を製作します
町商工会青年部では、｢2019年版藤崎町電話番号早見表｣を製作します。
☆藤崎町電話番号早見表への掲載を希望する方はご連絡ください。
○広告を掲載したい方(掲載料はお問合せください。)
○電話、ＦＡＸを新規又は転居により設置した方
○｢2014年版藤崎町電話番号早見表｣の掲載内容を変更したい方
☆連絡期限 ９月28日(金)
※ＮＴＴ日本電信電話(株)とは関係ないため、新規申込や変更等を
ＮＴＴ日本電信電話(株)に届出した場合でも、藤崎町電話番号早見
表には掲載されません。
☆お問合せ

藤崎町商工会 575ー2370

平成30年度親子ふれあい交流会開催のお知らせ
ひとり親家庭の親子を対象に、親子ふれあい交流会を開催します。
ひとり親家庭が親子で参加し、共助の精神を培い、団体活動の重要
性に理解を深めます。また、子どもたちがお寺修行などを体験するこ
とで、家庭での役割や周囲との関わりについて学びます。
☆開 催 日
☆開催場所
☆対 象 者

９月１日(土)～２日(日) １泊２日
青森市(ホテル青森、青龍寺 ほか)
青森県内に住むひとり親家庭の親子30組程度
※父子家庭の親子を含む
☆参 加 費 5,000円～1,000円(親、子で異なります。)
☆内
容 お寺修行体験、研修、交流会及び会食 など
☆申込方法 住民課子育て支援係に備え付けの申込用紙に必要事項を
記入の上、申込先へ提出してください。
青森県母子寡婦福祉連合会ホームページ(https://
aomori-kenboren.jimbo.com/)からも申込みできます。
☆申込締切 ７月13日(金)
◎この事業には、赤い羽根の共同募金の配分金が使われています。
☆申込・お問合せ
町母子寡婦福祉会(町社会福祉協議会内) 565ー2056
青森県母子寡婦福祉連合会(県民福祉プラザ３階) 5017－735ー4152

ハンドメイドを楽しみませんか

水道工事は町指定工事店へ
漏水の修理や新設・改造・撤去などの工事は町指定工事店へお申込
みください。
☆新規の指定工事店
○株式会社協和 代表取締役社長 木村
青森市大字荒川字柴田281番地８
5017－739－7579
☆お問合せ

上下水道課工務施設係

圭介

575－6025

子どもの病気について理解を深めませんか
町地域子育て支援センターでは、看護師を講師に招き、子どもの身
近な病気についてお話をしてもらいます。申込みは不要です。
質問や相談も受付しますので、多くの方のご参加をお待ちしています。
☆日
時 ７月19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)
☆対 象 者 在宅の未就学児とその保護者
☆お問合せ

町地域子育て支援センター
藤崎保育所 ☎75ー3305

時
所
師
品

７月28日(土) 午後１時～午後４時
町文化センター ３階｢多目的ホール｣
Ｂ＊３(ビースリー) ＭＩＫＩ ＮＯＲＯ（みき のろ） 氏
①レースかぎ針で作る天然石ネックレス
②レジンでストラップ
※申込みの際にどちらかを選択してください。
☆材 料 費 ①3,500円 ②1,000円
☆準 備 物 ①レースのかぎ針１本(６号～８号)、まち針１本、
ものさし、フェルト又はハンカチ(ビーズが転がらない
ようにするため。)
②なし
☆募集定員 ①、②合わせて先着20名
☆申込締切 ７月20日(金) ※材料費を添えてお申込みください。
※締切日を過ぎてキャンセルした場合、材料費は返金しません。
常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100
町文化センター ☎75ー3311

575ー6131

第14回町民体育大会野球競技を開催します

町老連「交通安全・特殊詐欺防犯教室」のお知らせ
高齢者による交通事故や特殊詐欺の被害がマスコミで報じられ、社
会問題になっています。町老人クラブ連合会では、事故の被害者・加
害者及び詐欺被害者にならないよう、防犯教室を開催します。
申込みは不要です。多くの方のご参加をお待ちしています。
☆日
時 ６月19日(火) 午前10時～午前11時30分
☆場
所 藤崎老人福祉センター ｢集会室｣
☆テ ー マ ｢高齢者の交通安全対策と特殊詐欺防犯について｣
☆講
師 弘前警察署員
町老人クラブ連合会(藤崎老人福祉センター内)
☎75ー3232

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、国土交通省が所管する、船舶運航
技術者の育成を目的とした学校です。
体験型のオープンキャンパスを次のとおり実施しますので、希望す
る方はお申込みの上、ご参加ください。
☆日

☆日
☆場
☆講
☆作

☆申込・お問合せ

みずほ教育福祉財団支援事業

☆お問合せ

ビーズアクセサリー講座を開催します

６月30日(土)、７月21日(土)、10月13日(土)
午前９時40分～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
※申込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
(https://www.jmets.ac.jp/miyako/)をご覧ください。

☆日
時 ７月15日(日) 開会式 午前７時30分～ ※雨天中止
☆場
所 藤崎アップル球場・ライフコート平川(野球場)
☆競技方法 トーナメント方式
☆参加資格 中学生以上の町民
☆チーム編成 監督１名、選手17名以内
☆組合せ抽選 ７月11日(水) 午後６時30分 スポーツプラザ藤崎｢会議室｣
☆申込方法 参加申込書に必要事項を記入の上、行政連絡員又は
スポーツプラザ藤崎に提出してください。
参加申込書等はスポーツプラザ藤崎に備え付けている
ほか、行政連絡員に送付しています。
☆申込締切 ７月６日(金)
☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎 575ー3323

FAX75ー4090

第16回さわやかラブリーコーラスコンサートのお知らせ
午後のひととき、さわやかな歌声を楽しみませんか。
入場は無料です。多くの方のご来場をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆主な曲目

７月１日(日) 午後２時
コミュニティプラザぽっぽら(ＪＲ北常盤駅併設）
夢路より、ふるさとの四季、少年時代、糸 ほか

☆お問合せ

町文化センター 575－3311

時

☆お問合せ 国立宮古海上技術短期大学校教務課 ☎0193－62－5316

７月定例労働相談会のお知らせ
個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題(解雇･賃金引き下げ
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。
☆日時及び開催場所
月

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

日

時

間

７月３日(火)

午後１時30分～
午後３時30分

７月22日(日)

午前10時30分～
午後０時30分

場

所

青森県労働委員会
(県庁国道側向い みどりやビル７階)

☆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

☆対 象 者 県内の労働者、事業主
☆専用電話 50120ー610ー782(職場のトラブル相談フリーダイヤル）
☆リ ン ク http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html

☆お問合せ

東北財務局青森財務事務所理財課

☆お問合せ

平成30年度

5017ー722ー1463

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832

下水道推進標語

下水道への加

「未来へと ぼくらがつなぐ 下水道」
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」

