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藤崎町臨時職員採用登録募集のお知らせ

藤崎町商工会からのお知らせ

町では、臨時職員の登録を受付しています。
臨時職員の採用は必要に応じて、登録者の中から業務の条件に合致
する方を選考します。なお、登録されても採用されるとは限りません
ので、ご了承ください。

◎ＪＲ北常盤駅「ぽっぽら」麺コーナー開店のお知らせ
「ぽっぽら」では、飲食コーナーをしばらく休んでいましたが、
10月15日(木)より再開します。
地元食材をふんだんに取り入れたメニューを提供するとともに、地
域住民のコミュニティの場として、気軽にご利用いただけるよう努め
ていきますので、どうぞご利用ください。
☆新 店 名 「ラーメンカフェ きたときわ」
☆営業時間 午前10時30分～午後３時30分(水曜日・日曜日は定休)
※営業時間内も、「ぽっぽら」はこれまでどおり地域の
方のふれあいの場としてご利用いただけます。
☆販売品目 ラーメン、そば、うどん、コーヒーなど

☆募集職種
☆登録要件

☆申込方法

☆登録期間

☆勤務条件等

①事務職
②技能労務職(運転技能員、学校用務員、調理員など)
①高校卒業以上の学歴を有する18歳以上60歳未満の方
②事務職をご希望の方は、パソコンの基本操作および
ワードやエクセルを使用できること
※地方公務員法第16条(欠格条項)に該当する方は登録
できません。
「藤崎町臨時職員登録申込書」(以下「登録書」)に必要
事項を記入し、顔写真を貼付のうえ、総務課庶務係に提
出してください。登録書は町ホームページ(http://www.
town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,4350,38,277,html)からダ
ウンロードできるほか、総務課庶務係でも配付しています。
①臨時職員候補者台帳に登録された日の属する年度の末
日までとします。ただし、各年１月から３月までに登
録した方は、翌年度の末日までとします。
②「登録書」は登録期間終了後、当方で廃棄処分させて
いただきます。
①任用期間 ６か月以内(再度任用となる場合もあります。)
②勤務時間 午前８時15分～午後５時
③勤 務 日 月曜日～金曜日 ※祝日を除く
④各種保険 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)
⑤賃
金 110,000円～130,000円程度
(学歴や職種によって異なります。)
⑥手
当 期末・勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当等
⑦休
暇 年次有給休暇、年末年始休暇等
⑧注意点等 臨時職員は、地方公務員法第22条第５項に
規定する臨時的任用職員となりますので、
任用期間中は他の職や民間アルバイト等へ
の従事はできません。
※日額賃金となる場合や勤務場所によって
勤務条件等が異なることがあります。

☆申込・お問合せ

総務課庶務係(内線2203)

平成27年度常盤ふるさと資料館あすか企画展
『弘前美術作家連盟─藤崎移動展─』を開催します
弘前美術作家連盟は、弘前市ならびに近隣市町村の作家で構成され、
昭和44年の創立以来芸術文化の発展に大きな役割を果たしてきました。
本展では「第49回弘前美術展」の出展作品の中から書道・油彩・水
彩・日本画・写真合わせて60点展示します。
芸術にふれる貴重な機会となりますので、皆さまのご来場をお待ち
しています。
☆日
☆会
☆内
☆入
☆開

時

10月30日(金)～11月８日(日)
午前９時～午後４時30分(会期中の休館はありません)
場 常盤ふるさと資料館あすか
容 書道・油彩・水彩・日本画・写真
館 料 無料
会 式 10月30日(金) 午前９時
開会式終了後、弘前美術作家連盟委員長の吉澤秀香氏に
よる席上揮毫(きごう)を行います。どなたでも観覧でき
ますので、ぜひおいでください。

☆お問合せ

常盤ふるさと資料館あすか

☎65ー4567

◎「第３回ふじさき秋まつり」における出店者募集のお知らせ
ふじさき秋まつり実行委員会商業チームでは、ふじさき秋まつりへ
の出店者を募集しています。
☆開 催 日 11月22日(日)～11月23日(月・祝)
☆出店時間 両日とも午前９時30分～午後３時
☆場
所 常盤小学校体育館周辺 特設会場
☆出店条件 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。
☆申込方法 商工会窓口に備え付けの出店申込書に必要事項を記入
の上、商工会窓口にて申込してください。
10月23日(金)
☆申込締切
☆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
は申込受付後に出店をお断りする場合もありますのであ
らかじめご了承ください。(先着順)
◎マイナンバー制度に関するセミナー開催のお知らせ
町商工会では、
「マイナンバー」制度についてセミナーを開催します。
☆日
時 11月18日(水) 午後２時～午後４時
☆場
所 藤崎町商工会館
☆内
容 ・マイナンバー制度のスケジュール
・マイナンバー制度の概要とポイント
・マイナンバー制度への準備と対策
他
※都合により内容を一部変更することもあります。
☆申込方法 後日新聞折込予定の案内チラシに掲載の申込書または
商工会窓口に備え付けの申込書に、必要事項を記入の
上、商工会窓口にて申込してください。
11月13日(金)
☆申込締切
☆そ の 他 詳しくは案内チラシをご覧くださるようお願いします。
☆お問合せ

藤崎町商工会 ☎75ー2370

もちつきde国際交流 参加者募集！
～ウズベキスタン農業研修員と交流しませんか～
ウズベキスタンから農業研修に来ている方と一緒に「もちつき」を
して昼食交流会を行います。みなさんの参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆募集人数
☆メニュー
☆持 ち 物
☆参 加 費
☆申込締切

11月９日(月) 午前10時～午後１時
町文化センター ２階実習創作室および３階多目的ホール
10名程度(先着順)
おにぎり、もち玉、たまごスープ、りんごゼリー
エプロン、三角巾
無料
11月２日(月)※電話にてお申し込みください。

☆申込・お問合せ

農政課

やめよう！わら焼き！

昼食交流会担当

神(内線2241)

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。

コール・リコール事業(がん検診受診勧奨事業)の
お知らせ(第２回目)
町では、青森県、(公財)青森県総合健診センターと協力し、平成27
年度のがん検診を申し込んでいない40歳から47歳までの方を対象に、
10月上旬から12月上旬までの間、検診を電話でお勧めする「コール・
リコール事業(第２回目)」を実施しています。
がん検診コール・リコールセンター(青森県総合健診センター内)から順
次検診をお勧めする電話を差し上げます。なお、日中ご不在の方には、夜
間も含め数回お電話する場合もあります。
ご理解とご協力をお願いします。
☆実施時間

午前８時30分から午後７時30分

☆お問合せ

福祉課健康係(内線2112、2503、2120～2124)

10月はがん検診受診率50％達成に向けた集中キャンペーン月間です

農地の借受・貸付希望者の受付中
～農地中間管理事業で有利に規模拡大を！～
公益社団法人あおもり農林業支援センターでは、平成26年から農地
中間管理機構の指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。
この事業は、経営規模の縮小を検討する貸付希望者(出し手)から機
構(支援センター)が農地を借り入れ、規模拡大したい借受希望者(受
け手)に、まとまった農地を貸し付けるものです。
借受希望者(受け手)は事前の応募が必要で、申込みは機構(支援セ
ンター)のほか、農政課窓口で受け付けています。(５月末および10月
末に取りまとめ翌月に公表されます。)
また、農地を機構に貸したい貸付希望者(出し手)についても同様に
受け付けていますので、お気軽に問い合わせください。
※平成27年度から、すでに締結された農作業受委託契約を賃貸借に
切り替える場合は、農作業受託していた受け手を優先するよう貸付
ルール(事業規程)が変更になりました。
☆申込・お問合せ

農政課農政係(内線2245)
公益社団法人あおもり農林業支援センター
☎017－773－3131

藤崎町図書館「大夢」からのお知らせ
藤崎町図書館「大夢」では、秋の全国読書週間に次の行事を開催します。
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。
①秋の映画上映会
☆日
時 11月１日(日) 午後１時30分～午後３時35分
(午後１時10分開場)
☆場
所 ふれあいずーむ館 ２階
☆上映作品 『命のビザ』六千人のユダヤ人を救った日本領事の決断
☆参 加 費 無料 ※申込み不要
☆対
象 どなたでも ※当日先着50名
②図書館事業「おはなしボックス」
☆日
時 11月７日(土) 午後１時30分～午後３時
☆場
所 常盤生涯学習文化会館
☆おはなし
○わっこの会
「ももたろう」(朗読劇)
○ときわっ子本の会「こねこのチョコレート」(ストーリーテリング)ほか
○藤本 佳代子さん 「ふたごのしまい キャシーとメアリー」
(パネルシアター)
☆参 加 費 無料 ※申込み不要
☆対
象 幼児・児童(保護者含む)
③リサイクルブックフェア
☆期
間 10月27日(火)～11月８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)
藤崎町図書館大夢指定管理者
575－2288
平成27年度

特定非営利活動法人藤崎町文化協会

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７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」
小学生以上
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

天内 575－4027

平成27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。勉強会に参加して、一緒に合格
を目指しませんか。
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

11月10日(火)～平成28年１月19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。

どれもおいしいね！簡単手作りおやつ
子育て支援センターでは講師に小笠原雅子先生をお招きして手作り
おやつ講座を開催します。簡単でおいしいおやつを一緒に手作りして
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
☆持 ち 物

10月30日(金) 午前10時～正午
町文化センター２階 実習創作室(託児室を設けます)
在宅の未就学児と保護者
小笠原 雅子氏
10月24日(土) ※電話でお申込ください。
エプロン、三角巾等
地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

☆申込・お問合せ

がりょう

イチジクの臥竜栽培に関する講習会のお知らせ
津軽に適したイチジクの栽培方法に関する講習会を開催しますので、
興味のある方はぜひご参加ください。
☆日
☆場
☆講

時
所
師

☆お問合せ

11月５日(木) 午後１時45分～午後３時
弘前実業高等学校藤崎校舎
成田 極見氏
成田 565－4187

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す。金額は次のとおりです。

時間額

695円(10月18日(日)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。
☆お問合せ

青森労働局労働基準部賃金室 ☎017－734－4114

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」

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」

