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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
588－8258

交通安全･生活安全･防火総決起大会を開催します

平成３０年度藤崎町教育講演会のお知らせ

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せ
る安全な社会を実現するために｢平成30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、防犯に関する講話や寸劇を行いますので、多くの皆さんの
ご来場をお待ちしています。

町教育委員会学務課では、次のとおり教育講演会を開催します。
多くの方のご来場をお待ちしています。

☆日
☆場

時
所

☆お問合せ

７月21日(土) 午前10時～正午
町文化センター ｢大ホール」
総務課防災係

☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆内
容

588－8295

７月30日(月) 午後１時30分～午後３時
町文化センター ｢大ホール｣
藤崎町の教職員及び教育関係者、一般の方
講演「学校への適応をめぐる問題ー不登校などー」
講師：弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの
発達研究センター
くりばやし

平成31年度農業関係補助事業の実施要望を受付します
☆対象事業 国・県・町で実施している農業関係の補助事業
①りんご関係 改植、防風網、スピードスプレーヤー ほか
②特産果樹関係(ぶどう・もも等)
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、
簡易選果機 ほか
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
※その他の農業機械を希望する場合はご相談ください。
※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。
☆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。)
☆申込締切 ８月17日(金) ※締切厳守
☆留意事項
○事業によっては８月下旬に開催予定の｢人・農地プラン｣地域座談会の
参加が必要な場合があります。その場合は別途お知らせします。
○事業の内容により、申請基準や採択条件が異なります。
○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
受付者を優先します。
※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。
☆申込・お問合せ

農政課農政係

☆そ の 他

みちと

特任准教授 栗 林 理人 氏
録音及び撮影等はご遠慮ください。

☆お問合せ 町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内) 569－5010

「2019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｢2019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。
☆｢2019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 通常版：黒系・青系・赤系・緑系・黄色系・桃系(全６色)
限定版：紺系こぎん刺し模様
○予約価格 通常版：430円(定価500円)、限定版：700円(定価同額)
○内
容 スケジュール帳、イベント情報、市町村紹介記事など
☆予約申込締切 ７月27日(金)
※予約された方には、手帳が入荷され次第連絡します。
☆予約申込・お問合せ

企画財政課企画係 588－8258

夏休み中の学校閉庁のお知らせ

588－8273

未登録の象牙をお持ちでないですか

夏休み中の次の期間は、町内の小・中学校を閉庁し、教職員が不在
となります。緊急時は町教育委員会学務課にご連絡ください。

環境省では、象牙の在庫の把握を進めています。
☆閉庁期間 ８月12日(日)～14日(火)
登録されていない象牙の売買及び譲渡は違法であり、個人は５年以
☆そ の 他 ○緊急の連絡があった場合、町教育委員会学務課を通じて
下の懲役もしくは500 万円以下の罰金又はその両方の罰則があります。
学校長へ連絡します。
所有者死亡によって近親者へ相続された象牙は違法になりませんが、
○閉庁期間中は部活動等を実施しません。
相続後に売買等をする場合にはあらかじめ登録が必要です。
(大会参加等やむを得ない場合を除きます。）
また、象牙以外の国際希少野生動植物種(トラやウミガメのはく製、サイ
の角等)の登録も受付しています。詳細についてはお問合せください。
☆閉庁期間の緊急連絡先・お問合せ ※日曜日を除く。
町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内) 569－5010
※全形を保持した象牙のみが登録対象となります。
印鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対象外です。
☆お問合せ

農政課農政係 588－8273
象牙在庫把握キャンペーン事務局

弘前工業研究所を一般公開します
503－6659－4660

平成30年度夏季野球大会参加チーム募集
☆日

時

８月14日(火) ※予備日 ８月15日(水)
開会式 午前７時～
試合開始 午前７時30分～
☆会
場 藤崎アップル球場 ほか
☆参 加 料 5,000円 ※抽選会当日に徴収します。
☆選手構成 町内居住者、町内出身者又は町内に勤務している方
※中・高・大学生の参加も可とします。
☆申込締切 ７月31日(火）
☆抽 選 会 ８月１日(水) 午後６時30分～ スポーツプラザ藤崎「会議室」
☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎

575－3323

弘前工業研究所は、青森県の資源を活用した製品開発やバイオテク
ノロジーの技術支援など、企業活動を支援する研究機関です。
研究所の仕事について理解を深めてもらうため、研究所の一般公開
を行います。この機会にぜひご来場ください。
☆日
時
☆場
所
☆参 加 料
☆内
容

７月27日(金)、28日(土) 午前９時30分～午後４時
弘前工業研究所（弘前市扇町一丁目１－８）
無料
県産酒(日本酒、リンゴ酒)飲みくらべ、木のおもちゃで
遊ぼう、実験体験(食べられるカビってなんだ？、光で
絵を描こう！、バスボム(入浴剤)を作ろう！、ムラサキ
キャベツでカラフル実験)、成果品の展示・販売等 ほか

☆お問合せ 弘前工業研究所

小松 555ー6740

藤崎町芸能文化協会からのお知らせ

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を開催します。
ご近所お誘い合わせの上、皆さまぜひお越しください。

◎「ねぷたばやし」の講習会を開催します
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。

◎常盤地区(出陣式、審査日)
☆日
時 ８月３日(金) 出陣式 午後７時 出発 午後７時30分～
※雨天時は８月６日(月)に順延します。
※当日はＪＡ津軽みらい常盤支店駐車場で納涼祭りを開催します。
明徳
中学校

☆日

時

☆場
所
☆持 ち 物

７月18日(水)、25日(水)、26日(木)
午後６時～午後８時30分
町文化センター「大ホール」
横笛、鉦(かね) ※持っている方

◎「ねぷたばやし」大会を開催します！

ねぷた
待機場所

本部

解散

出発

ＪＡ津軽みらい
常盤支店

☆開 催 日
☆場
所

郵便局

ガソリン
スタンド

北常盤駅

◎藤崎地区(出陣式、表彰式)
☆日
時 ８月５日(日) 出陣式 午後７時
※雨天決行

ねぷた合同運行本番を前に、日頃の練習の成果を披露しませんか。
参加は無料です。団体、個人は問いません。
皆さんの笛の音色で、ねぷたを盛り上げましょう！
７月27日(金) 午後６時30分～
町文化センター ｢多目的ホール｣

※当大会は８月のねぷた合同運行の審査とは関係ありません。
☆申込・お問合せ

出発 午後７時30分～

藤崎駅

藤崎町芸能文化協会 野呂 5090－7936－0965
Ｅ-mail fuji-geibun@outlook.com

弘前実業高校藤崎校舎のパネル展を開催します

本部
出発
ねぷた
待機場所

ずーむ館
藤崎小学校

平成31年３月の閉校を前に、弘前実業高校藤崎校舎(旧藤崎園芸高
校)70年間の歴史について、パネル展を開催します。
☆日
時
☆場
所
☆そ の 他

７月27日(金)午前10時 ～ 29日(日)午後３時
イオン藤崎店 ｢時計の広場｣
７月27日(金)限定で、午前10時の開始時にミニひまわり
を配布します。※来場者先着200名

☆お問合せ

弘前実業高校藤崎校舎 575－3332

りんご商組
解 散 藤崎幼稚園

プールで水遊びを楽しもう！
※両地区とも｢新・藤崎音頭｣流し踊りが参加します。
また、出陣式では纏隊(まといたい)がまといふりを披露します。
☆お問合せ

藤崎町商工会

575ー2370

第49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

☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆持 ち 物

８月２日(木)、３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

☆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

８月20日(月) 午後７時20分打上げ開始
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23日(月)～８月19日(日)
※商工会での販売は８月17日(金)まで
◎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27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。
☆申込・お問合せ
平成30年度

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。
事前の申込みは不要です。この機会にぜひご利用ください。

藤崎町商工会

575－2370

｢旧弘前偕行社｣工事現場公開のお知らせ
旧陸軍将校の社交場として建てられた｢重要文化財旧弘前偕行社｣の
保存修理工事の現場を公開します。
平成31年度完成に向け、建物の上部を見学できる最後の機会となり
ますので、ぜひご参加ください。
☆日

時

☆場
所
☆参 加 料
☆申込方法

７月29日(日)
①午前10時30分～ ②午後１時30分～ ③午後３時～
※各回とも先着25名 所要時間は約40分
重要文化財｢旧弘前偕行社｣（弘前市御幸町８－10）
無料
７月23日(月)までに電話にてお申込みください。

☆申込・お問合せ

学校法人弘前厚生学院 533ー2102

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」

