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藤崎町企画財政課企画係
575－3111(内線2224)

藤崎夏まつり「ながしこ」合同運行
参加団体および出店者の募集について

平成27年度藤崎町成人式のお知らせ

町では新成人の皆さまを対象に、平成27年度藤崎町成人式を開催し
藤崎町伝統の「ながしこ」合同運行を今年も次の日程で開催します。 ます。
新成人の新たな誓いの場や、懐かしい同窓生との交流会を企画して
つきましては、参加団体および出店者を募集しますので、ご参加く
いますので、皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
ださるようお願いします。
☆日
☆場

時
所

☆日

８月９日(日) 午後２時(予定)
藤崎町役場駐車場および周辺

◎山車運行での参加について
☆参加要件 藤崎町伝統の七夕行事であることの主旨を理解し参加すること
生き人形の山車を運行すること
運行に際してのお囃子は、
「津軽夜神楽」を使用すること
☆参加奨励金 １団体(町内)につき８万円
◎踊りでの参加について
山車運行での参加は難しいが、まつり賑わいのために、仮装行列や
ながし踊りまたはステージイベントへの参加など、協力できる団体
（町内）や興味のある方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せ
ください。
◎出店について
出店時間については正午～午後４時頃までを予定しています。
テント・テーブル・イスについては主催者で用意しますが、その他
については出店者が準備してください。また、飲食物の提供について
は、保健所の臨時営業許可が必要となる場合もありますので、詳しく
は保健所へご確認ください。
※参加・出店については６月12日(金)までに常盤公民館(生涯学習課)
までお申込みください。
☆申込・お問合せ

常盤公民館(生涯学習課)

☎65ー3100

金魚ねぶた作り教室開催のお知らせ
☆日
時 ６月14日(日) 午前８時30分受付 午後３時30分まで
☆場
所 常盤生涯学習文化会館 多目的ホール
☆参 加 費 １人500円(当日徴収) ※昼食時豚汁、ジュース付き
☆対
象 藤崎町民(小学３年生以下は親同伴で参加可)先着20名
☆準 備 物 えんぴつ、消しゴム、新聞(朝刊１日分)、はさみ、
昼食(おにぎり)
☆申込締切 ６月９日(火)
☆申込・お問合せ

町文化センター ☎75－3311 FAX75－3313
常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100 FAX65－3128

第６期介護保険事業計画の説明会開催のお知らせ
第６期介護保険事業計画の策定に伴い、町では平成27年度介護保険
制度の改正や介護保険料の改定について説明会を開催しますので、ご
参加ください。
☆開催日時・場所
開 催 日 時
５月28日(木)午後６時30分
５月29日(金)午後６時30分
☆お問合せ

場所
藤崎老人福祉センター
常盤老人福祉センター

集会室
多目的ホール

福祉課介護保険係(内線2113)

平成27年度

時

８月15日(土) 午後２時
○第１部 式典・記念撮影
○第２部 交流会(実行委員会企画運営)予定
☆会
場 町文化センター
○第１部 大ホール
○第２部 多目的ホール
☆対 象 者 平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれの方
☆申込方法 平成27年４月現在の「住民基本台帳」に基づき、対象者
には往復はがきでご案内します。
※転出等により住民登録のない方で出席を希望される方は、
７月18日(金)までにお申し込みください。
◎成人式実行委員会の委員を募集します
町では、成人式と交流会の企画運営を行う実行委員を募集しています。
興味のある方は、６月５日(金)までにお問合せください。
人生の節目を自分達の手で、思い出に残る記念日にしませんか。
☆申込・お問合せ

常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100

第11回藤崎町民体育大会ソフトボール競技を開催します
☆日
程
☆場
所
☆競技方法
☆参加資格

６月７日(日)※雨天中止
ライフコート平川(ソフトボール場・野球場)
トーナメント方式
男子(35歳以上 ※ただし、昭和56年４月１日以前に生ま
れた者)、女子(中学生以上)の町民
☆チーム編成 監督１名、選手17名以内
男子と女子の混合チームとし、女子２名は常時出場する
こととします。
☆申込締切 ５月29日(金)
☆組合せ抽選 ６月４日(木) 午後６時30分
スポーツプラザ藤崎「会議室」
※開催要項・参加申込書は、行政連絡員に送付しています。
☆申込・お問合せ

スポーツプラザ藤崎 ☎75－3323
FAX75－4090

藤﨑町プレミアム付商品券「取扱加盟店」を募集します
「藤﨑町プレミアム付商品券」販売に伴い、取扱店を次のとおり募
集します。
☆申込締切
☆申込方法

６月４日(木)
藤﨑町商工会で配布する所定の用紙に必要事項を記入の
上、受付場所まで提出ください。
※募集に伴い、説明会を６月５日(金)午後１時30分から藤﨑町商工会
館で行います。
詳細については、新聞折込チラシ等によりお知らせします。
☆申込・お問合せ

藤﨑町商工会 575ー2370

下水道推進標語

「忘れない 暮らしの下に
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

下水道」

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」

町民登山参加者募集のお知らせ

平成28年度「地域振興」助成金募集のお知らせ

今回は弘前市こどもの森久渡寺山へ向かいます。頂上までの約１時
間30分で、花や野鳥にふれあってみませんか。

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金では、新規事業参入や開
発・研究を行う県内の個人、ＮＰＯ法人および企業等に対し、必要な
費用を助成します。

☆日
時
☆集合場所
☆出発時間
☆参 加 料
☆行
程

６月21日(日) 午前８時～午後５時まで ※雨天決行
津軽みらい農協常盤支店、藤崎町役場
午前８時(津軽みらい農協常盤支店)
2,000円(バス代、日帰り温泉(昼食付)、傷害保険料等)
農協常盤支店(午前８時出発)→藤崎町役場→
登山口ビジターセンター(こどもの森)→久渡寺山(登山)
→おおびらき温泉(入浴・昼食付)→相馬直売センター→
藤崎町役場到着→農協常盤支店(午後５時到着)
※行程内の事故については、傷害保険の給付限度内の
補償に限ります。
☆持 ち 物 雨具、軍手、入浴用具
☆募集人員 先着40名まで
☆申込締切 ６月10日(水)
☆申込み先
津軽みらい農協グリーンセンター指導 今
常盤生涯学習文化会館
スポーツプラザ藤崎
☆お問合せ ときわ山岳会ときわ山野草会 三上

☎65ー3111
☎65ー3100
☎75ー3323
☎65ー2008

富士山麓の自然豊かなキャンプ場で、全国から集まる青少年(日本
人・在日外国人)が、キャンプ生活や富士登山などの野外活動を共
にしながら友情を深め、様々な体験を通して「仲間作り」
「チャレン
ジ」の大切さや、友達と協力し助け合う楽しさを学ぶことを目的とし
て開催されますので、興味のある方はご参加ください。
間
所
員
象
容

８月３日(月)～８月６日(木) ３泊４日
静岡県立朝霧野外活動センター
日本人80名、外国人20名
小学３年生～中学３年生
富士登山、テント生活体験、野外炊飯体験
キャンプファイヤー、ワイドゲーム
アンダースタースリーピング(野宿体験)など
☆申込締切 ７月10日(金)
☆参 加 費 小学生32,000円、中学生50,000円(新青森駅出発の場合)
※詳細は、ホームページ(http://www.kskk.or.jp)をご覧になるか、
財団までお問合せください。
☆お問合せ

必要費用の２分の１以内で、300万円を限度とする。
青森県内の個人、ＮＰＯ法人および企業等で助成金給付
後、事業・研究報告書を提出できるもの
☆応募資格等 ・新興企業ならびに事業拡大を目指し新規事業参入や開
発、研究を行う県内の個人、ＮＰＯ法人および企業等
・平成28年４月１日から平成29年３月31日までに実施す
る事業であること
・助成金給付後、事業・研究報告書を提出すること
※過去３年以内に当財団の助成金を受けた企業等は対象外
☆応募期間 ７月１日(水)～９月30日(水)
※応募要項と申込書はホームページ(http://www.michinoku- furusato.or.jp)
からダウンロードできます。
☆お問合せ

第36回青少年交流キャンプ参加者募集のお知らせ

☆期
☆場
☆定
☆対
☆内

☆助成金額
☆対
象

公益財団法人国際青少年研修協会 ☎03ー6417ー9721

平成27年度東北地区国立大学等職員採用試験のお知らせ
☆受付期間

７月１日(水)午前10時～７月15日(水)午後５時
東北地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会ホーム
ページ(http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shiken/)の
受験申込画面からお申込みください。
☆第１次試験 ８月23日(日)
試験内容 教養試験(多肢選択式による筆記試験)
弘前市、盛岡市、仙台市、秋田市、山形市、福島市
試験地
※受験に便利な１都市を選んでください。
☆１次試験合格発表
９月17日(木)午前９時30分
☆職員採用合同説明会 仙台 ９月27日(日) 盛岡 ９月28日(月)開催予定
☆第２次試験 10月５日(月)から順次開始
※東北地区国立大学法人等各機関にて行います。
☆受験資格 昭和60年４月２日以降に生まれた者
※受験資格の詳細はホームページをご覧ください。
☆試験区分 事務系区分 事務、図書
技術系区分 電気、機械、土木、建築、化学、物理、
電子・情報、資源工学、農学、林学、
生物・生命科学
※６月12日(金)現在において採用予定のない試験区分に
ついては、試験を実施しません。採用予定数は東北地
区国立大学法人等職員採用試験実施委員会ホームペー
ジに掲載します。
☆お問合せ
東北地区国立大学法人等職員採用試験事務室 ☎022ー217ー5676

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金事務局
担当 佐藤、川村 ☎017ー774ー1179

自衛官(男子自衛官候補生(陸・海・空))募集のお知らせ
☆応募資格
☆受付期間
☆試 験 日
☆試験場所
☆合格発表

18歳以上27歳未満の者
６月１日(月)～６月12日(金)
６月20日(土)
陸上自衛隊青森駐屯地・八戸駐屯地(予定)
７月上旬予定

☆お問合せ

自衛隊弘前地域事務所 527ー3871

地域資源特派員を募集します
津軽広域連合では、３つのテーマで身近な地域資源を報告してくれ
る特派員を募集しています。
あなたの日常にあるものが、活用次第で地域の魅力を大きく向上さ
せる可能性を秘めています。これまで気づかなかった、思いがけない
津軽を見つけてください。ご応募お待ちしています。
「あなたのまわりの『季節を感じる』もの」
「まちで見かけた『時代を感じる』もの」
「あなたのまちの『奇祭・奇習』」
☆応募資格 弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村に在住、在勤または在学している方
☆登録方法 登録を希望される方は、登録申込書を送付しますのでご
連絡ください。
なお、登録申込書は、当広域連合ホームページ(http://
tsugarukoiki.jp/)からダウンロードできます。
☆報告・公表 地域資源を見つけたら、郵送または電子メールでレポー
トを提出してください。レポートは当広域連合の広報紙、
ホームページにて公表します。
※ペンネームでの公表も可能です。

☆募集テーマ

☆申込・お問合せ
〒036ー8003 弘前市大字駅前町９番地20
津軽広域連合「地域資源特派員」係 ☎31ー1201
メールアドレス tsugarukoiki09@hi-it.jp

FAX33ー2201

本物みたい！かわいいフェイクスイーツ作り
子育て支援センターでは、浅利梨郷先生を講師にお招きして「フェ
イクスイーツ作り」をします。かわいいフェイクスイーツに心癒やさ
れてみませんか？
たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆講
師
☆申込締切

５月29日(金) 午後10時30分～正午
地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
在宅の未就学児と保護者
浅利 梨郷先生
５月22日(金)

☆申込・お問合せ

地域子育て支援センター 575－6131
藤崎保育所
575－3305

