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藤崎町大字西豊田一丁目１

藤崎町企画財政課企画係
575－3111(内線2224)

PCBを含有している電気機器を使用または
保管していないか点検を行ってください
PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器(変圧ｄ器、コンデンサ、
家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときは、
PCB特別措置法に基づく届出が必要です。事業所の電気室、キュービ
クル、倉庫などを点検してください。
PCB含有の有無は、機器メーカーや日本環境安全事業株式会社
(JESCO)のホームページでも判別することができます。もしPCBを含有
していることが判明した場合は、すぐに届出を行うとともに、適正に
保管、処理する必要があります。
PCBを含む電気機器等は、通常の産業廃棄物として処分することが
できず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は廃棄物処理法に基
づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。
☆お問合せ

青森県環境生活部環境保全課廃棄物・不法投棄対策グループ
5017－734－9248

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 11月８日(土) 午後６時45分～午後８時
☆場
所 スポーツプラザ藤崎「柔剣道室」
☆対
象 小学生以上
☆参 加 料 無料
☆持 ち 物 汗ふきタオル、動きやすい服装
☆申 込 先 スポーツプラザ藤崎 575－3323
☆お問合せ

天内

☆日
時 10月25日(土) 午前10時～午後３時
☆電
話 50176－58－6558(いずみ法律事務所)
☆対 象 者 昭和16年７月２日～昭和63年１月27日に出生し、Ｂ型肝
炎に持続感染している方で、その原因が集団予防接種と
思われる方、またはそのご遺族
☆相 談 料 無料(通話料はかかります)
上記日程以外のご相談は、常設電話相談窓口(50120－76－0152)で
承ります。(つながらない場合は、お問合せまでご連絡ください。)

青森県最低賃金が改正されます。金額は次のとおりです。

時間額

679円(10月24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。
詳しくは、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。

平成26年度

☆期
☆場

日
所

☆お問合せ

11月23日(日)、24日(月・振休)
スポーツプラザ藤﨑、町文化センター、役場前駐車場
ふじさき秋まつり実行委員会(企画財政課企画係(内線2222))

藤崎町白鳥観察施設「こーやまるくん」の
管理人を募集します
町教育委員会では、平川の白鳥飛来地にある白鳥観察施設「こーや
まるくん」の管理人を次のとおり募集します。
☆期

間

☆募集人員
☆勤務時間
☆勤務内容
☆賃
金
☆応募方法

☆応募締切

12月１日(月)～平成27年３月31日(火)
２名程度
午前９時の開放から午後４時の閉館までのうち４時間
施設の開施錠、施設の管理、施設内外の清掃、その他
時給700円(交通費等は支給されません)
町教育委員会生涯学習課にある「応募票」により応募し
てください。
※応募多数の場合は、面接等で選考する場合があります。
11月14日(金)

☆応募・お問合せ

町教育委員会生涯学習課 565ー3100

平成26年度介護福祉士試験勉強会のお知らせ
デイサービスセンターえびすでは、今年度介護福祉士試験を受験さ
れる方を対象に勉強会を開催します。
なお、受験者情報の守秘義務については厳守します。
☆日

時

☆場
所
☆対 象 者
☆参 加 料
☆申 込 先

Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団事務局 5022－796－0152

青森県最低賃金改正のお知らせ

☆お問合せ

「第２回ふじさき秋まつり」の運営をお手伝いいただけるボラン
ティアスタッフを募集します。
興味のある方は、お問合せまでご連絡ください。

575－4027

Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団による
青森県一斉無料電話相談のお知らせ

☆お問合せ

第２回ふじさき秋まつりボランティア募集のお知らせ

青森労働局労働基準部賃金室

☎017－734－4114

11月11日(火)～平成27年１月20日(火)
毎週火曜日 午後６時～午後８時
デイサービスセンターえびす
介護福祉士試験を受験される方 ※市町村は問いません。
3,000円 ※全日程を終了した時点で徴収します。
※資料については、当センターで用意します。
デイサービスセンターえびす FAX 89－7733
※氏名と連絡先を記入し、FAXでお申込みください。
なお、電話での受付はしません。

平成27年度青森高等技術専門校学生募集のお知らせ
青森県立青森高等技術専門校では、平成27年４月入校生の普通課程
(若年者コース)学生募集を実施します。
☆訓練科名
☆訓練期間
☆応募資格
☆受付期間
☆試 験 日

電気工学科 14名、環境土木工学科 16名
両科とも２年(平成27年４月～平成29年３月)
高等学校卒業者(見込み含む)または、同等以上の学力
を有する者
10月６日(月)～11月27日(木)
12月４日(木)

☆お問合せ

青森県立青森高等技術専門校 5017－738－5727

下水道推進標語

「げすいどう みずのみらいを まもるみち」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで ☎75－6025

下水道への加
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」

調停委員による無料調停相談会の開催

藤崎町図書館「大夢」からのお知らせ

交通事故・金銭・土地建物・公害・家庭の問題等でお困りの方に対
する調停委員による無料調停相談会を開催します。

藤崎町図書館「大夢」では、秋の全国読書週間行事として次のとお
り行事を開催します。
どなたでも参加できますので、皆さんお気軽にお越しください。

☆日
☆場

時
所

☆お問合せ

10月25日(土) 午前10時～午後４時
エルムの街ショッピングセンター２階「文化センター」
青森地方・家庭裁判所事務局総務課庶務係
5017－722－5421

弘前地区環境整備センターからのお知らせ
◎「プロが教えるかんたん楽しい秋のエコクッキング教室」参加者募集
食材のうま味を最大限に活かし、だしや野菜の皮も無駄にしないで
料理するコツを楽しみながら学んでみませんか？
☆日
☆内

時
容

11月１日(土) 午前９時30分～午後０時30分
たっぷり野菜の味噌汁、肉詰めピーマンのトマト煮など
全５品
☆講
師 福士 るみ子氏(サロン・ド・胡桃 主催)
☆定
員 20名
※親子での参加も可能です。
※小学生以下の参加には保護者の同伴が必要となります。
☆持 ち 物 エプロン、ふきん、お椀、平らな大皿、深めの小皿、箸、
スプーン、お米一人あたり0.5合(３歳までのお子さんは
不要) ※必要に応じて飲み物等をお持ちください。
☆受付開始 10月18日(土) 午前９時
※前回のエコクッキングに参加した方は、10月25日(土)
以降で定員に空きがある場合のみ受付します。

①図書館事業「おはなしボックス」
☆日
時 11月１日(土) 午後１時30分～午後３時
☆場
所 ふれあいずーむ館
☆おはなし
○わっこの会
「化けもの使い」(語り)
○ときわっ子本の会「ブラックさんとブラウンさん」(ストーリーテリング)
○藤本 佳代子さん 「へふりじっこ」(布芝居)ほか
☆参 加 費 無料
☆対
象 幼児・児童(保護者含む)
②秋の映画上映会
☆日
時 11月９日(日)午後１時30分～午後３時35分
☆場
所 ふれあいずーむ館 ２階
☆上映作品 『そして父になる』(主演：福山雅治)
2013年第66回カンヌ国際映画祭審査員賞受賞作品
☆参 加 費 無料
☆対
象 どなたでも
☆定
員 先着50名(申込不要)
③リサイクルブックフェア
☆期
間 10月28日(火)～11月９日(日)
☆場
所 ふれあいずーむ館 展示ホール
☆内
容 図書館で除籍となった資料・雑誌、リサイクル用図書を
差し上げます。(無くなり次第終了)
☆お問合せ(①②③とも)

◎「エコクラフトを使ってミニかご作り教室」参加者募集
紙の再生素材である「エコクラフト」を使って、小さなかわいい
かごを作ってみませんか？
☆日
☆講
☆定
☆持 ち

時 11月15日(土) 午前９時30分～午後０時30分
師 プラザ棟職員
員 15名 ※親子での参加も可能です。
物 洗濯ばさみ(10個程度)、自宅にある人は木工用ボンド、
作ったかごに飾りをつけたい人は、レースやリボンなど
飾り付けに使うもの
☆受付開始 11月３日(月・祝) 午前９時

表示登記無料相談会を開催します
青森地方法務局表示登記専門官と土地家屋調査士が不動産における
表示に関する登記、筆界特定手続き等に関して相談会を開催します。
家を新築した・家を増改築した・土地を分けたい場合等の登記手続
き、土地の境界のトラブル等のご相談を承ります。
なお、当日は電話による無料相談も行います。
☆日
☆場

時
所

◎共通事項
☆場
所 弘前地区環境整備センタープラザ棟
☆参 加 料 無料
※月曜日は休館日です。また、月曜日が祝日の場合は翌日が休館日と
なります。
☆申込・お問合せ

弘前地区環境整備センタープラザ棟 536－3388

藤崎町図書館「大夢」 575－2288

☆お問合せ

10月25日(土) 午前10時～午後３時30分
青森市
青森地方法務局
弘前市
青森地方法務局弘前支局
八戸市
青森地方法務局八戸支局
十和田市
青森地方法務局十和田支局
むつ市
青森地方法務局むつ支局
五所川原市 青森地方法務局五所川原支局
電話相談
調査士会館事務局 5017－722－3178
青森県土地家屋調査士会 5017－722－3178

放送大学４月入学生を募集します

戦後海外から引き揚げて来られた方々へ

放送大学はテレビ等の放送やインターネットで授業を行う通信制の
大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいな
ど、様々な目的で幅広い世代の方が学んでいます。
詳しい資料を無料で送付しますので、お気軽にお問合せください。

税関では、戦後に海外から引き揚げて来られた方々からお預かりし
た、約87万件の未返還の保管証券類をお返ししています。

☆募集学生の種類
○教養学部
・科目履修生(６か月在学し、希望する科目を履修)
・選科履修生(１年間在学し、希望する科目を履修)
・全科履修生(４年以上在学し、卒業を目指す)
○大学院
・修士科目生(６か月在学し、希望する科目を履修)
・修士選科生(１年間在学し、希望する科目を履修)
☆出願期間 12月１日(月)～平成27年３月20日(金)
※インターネットでの出願も受け付けています。
☆資料請求(無料)・お問合せ
放送大学青森学習センター 50172－38－0500
八戸サテライトスペース
50178ー70ー1663
放送大学ホームページ http://www.ouj.ac.jp/

保管証券類とは…
通貨・証券類のうちで、携帯輸入が禁止された一定額を超え
たものについて上陸港で引揚者から税関が預かった「上陸港扱
いの保管物件」と、外地からの引き上げの際、在外公館または
日本人自治会へ寄託され、最終的に税関に移管された「外地扱
いの保管物件」があります。
○終戦後、海外から引き揚げてこられた方々が、上陸地の税関・海運
局に預けられた通貨・証券
○帰国前に樺太(真岡、大泊、豊栄、留多加など)、満州(瀋陽、吉林、
撫順、鞍山など)にあった在外公館、日本人自治会に預けられた通
貨・証券等のうち日本に返還されたもの
返還の請求はご本人だけでなく、ご家族の方でもかまいません。
お気づきの方は、お気軽に最寄りの税関までお問合せください。
☆お問合せ

函館税関監視部統括監視官部門 50138－40－4244
青森税関支署
5017ー734ー0780

