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広報お知らせ号

〒038－3803
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
575－3111(内線2224)

第11回藤崎町社会福祉大会についてのお知らせ

りんご生産技術講習会開催のお知らせ

☆開 催 日 ２月20日(土)
☆場
所 町文化センター 大ホール
☆日
程 正午～午後０時30分 受付
午後０時35分～午後１時35分 講演
午後１時40分～午後２時 ボランティア推進校福祉作文発表
午後２時５分～午後２時25分 社協職員による寸劇
午後２時35分～午後３時50分 式典
☆申込締切 ２月12日(金)※一般参加者
※大会当日は、参加者全員に粗品を用意しますので、
申込の上ご参加くださるようお願いします。
☆申込方法 町内名、参加人数を電話で申込先へお知らせください。
※送迎バスを利用する場合は参加申込と一緒に申し出て
ください。
※大会当日は送迎バスを運行します。送迎時間については「ふじさき社協だ
より」２月号または第11回藤崎町社会福祉大会ポスターをご覧ください。

◎りんご病害虫防除講習会
☆日
時 １月20日(水) 午後１時30分
☆場
所 ふれあいずーむ館 ふれあいひろば
☆内
容 ①平成28年産りんご病害虫防除の要点について
②りんご減農薬栽培推進の取り組みについて
③平成28年産果樹共済加入促進について
◎りんご剪定技術講習会
☆日
時 ２月２日(火) 午後１時30分
☆場
所 根子橋りんご冷蔵庫周辺園地(藤崎中央小学校南側)
☆内
容 りんご普通樹およびわい化樹の整枝剪定技術の実地講習

☆申込・お問合せ

藤崎町社会福祉協議会事務局 ☎65－2056
藤崎老人福祉センター
575－3232

健康講座(わくわく講座)
「健康食品との正しい付き合い方について」開催のお知らせ
健康への関心がますます高まる中、利用が増大している健康食品に
ついての講座を開催します。安全面や利用方法について見直す機会と
なりますので、ぜひご参加ください。
☆日時・場所
日時 １月29日(金)
２月５日(金)
午後１時30分～午後３時
午後１時30分～午後３時
場所 町文化センター３階多目的ホール 常盤生涯学習文化会館視聴覚室
☆講
師 青森県薬剤師会弘前支部 副支部長 磯木 雄之輔 氏
☆申
込 １月27日(水)までに申込先へ電話でご連絡ください。
☆申込・お問合せ

福祉課健康係(内線2121)

地域資源を活かした農産品や加工品のマネジメントを専門とし、担い手育
成からブランド力向上への取り組みなど、幅広い分野でご活躍されている佐
藤晋也氏をお招きして講演会を開催しますので、皆様ぜひご参加ください。
時
所
師

１月27日(水) 午後２時
ふれあいずーむ館 ふれあいひろば
株式会社アグリコミュニケーションズ津軽
代表取締役社長 佐藤 晋也 氏
☆受 講 料 無料
☆申
込 １月25日(月)までに申込先へ電話でご連絡ください。
☆申込・お問合せ ○農政課農政係(内線2244)

☎89ー7009(直通)

ごみの排出事業者向けごみ処分手数料改定説明会について
４月１日より、ごみ処理経費負担の適正化およびごみの減量やリサイクル
率の向上などを目的として、環境整備センター(弘前市大字町田字筒井6-2)
と南部清掃工場(弘前市大字小金崎字川原田54)へごみを直接持ち込む際
の処分手数料を引き上げることになりましたので、ごみ排出業者の皆様を
対象に説明会を開催します。事前申込は不要ですのでご参加ください。
☆日
☆場
☆対

時
所
象

☆お問合せ

平成27年度

２月５日(金) ①午後３時 ②午後６時 ※同内容で２回開催
ヒロロ４階 市民文化交流館(弘前駅前)
弘前市、平川市(旧平賀町地区、旧碇ヶ関村地区)、大鰐町、
藤崎町(旧藤崎町地区)、板柳町、西目屋村地区内の事業者
弘前地区環境整備事務組合事務局

☆申込・お問合せ

農政課農政係(内線2243、2245)

藤崎町入札参加資格審査申請書の提出について
☆受付期間

１月12日(火)～２月29日(月)まで(土・日・祝日を除く)
午前８時15分～午後５時
☆有効期間 ○町内業者の建設工事入札参加資格審査申請書(毎年更新)
１年間(平成28年４月１日～平成29年３月31日）
※町内業者とは、藤崎町に本店または実態のある支店
および営業所等を有する者
○その他の入札参加資格審査申請書
(町外建設工事、建設コンサルタント等、物品製造役務等)
２年間(平成28年４月１日～平成30年３月31日)
☆提出方法 郵送、持参のいずれか(郵送は２月29日消印有効)
※提出書類等の詳細については、町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)をご覧になるか、企画財政課管財係までお問合せください。
☆提出・お問合せ
〒038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地
藤崎町企画財政課管財係 ☎0172-75-3111(内線2213)

学童保育クラブ職員(指導員および補助員)の募集について

地域担い手講演会
「時代と農業～次の世代に伝えたいこと～」開催のお知らせ

☆日
☆場
☆講

※各講習会とも、事前申込不要です。

☎31ー5600

学童保育クラブにて勤務可能な職員(指導員および補助員)を募集し
ます。勤務を希望する方は、お問合せください。
☆職務内容

小学校３年生までの児童を対象として、放課後や土曜日
等に家庭に代わる生活の場を提供し、主に遊びを通じて
その健全な育成を図るために、児童の安全および健康に
配慮しながら、必要な活動を行います。
☆募集要件等 藤崎町または近隣市町村に住所を有し、健康で子育てに
熱意のある通勤可能な方で、次のいずれかの条件を満た
している方
指導員…①保育士、社会福祉士、幼稚園･小中学校教諭
等のいずれか資格を有する方
②高等学校卒業者で、２年以上放課後健全育成事業に
類似する事業または児童福祉事業に従事した方
補助員…学童保育クラブ内での活動、指導の補助が可能な方
☆採用予定人員 若干名
☆勤務時間(次の時間帯でのシフト制になります)
○月曜日から金曜日
小学校の下校時間～午後７時まで
○日曜日・祝日を除く学校休業日(土曜日や長期休業日等)
午前７時30分～午後７時まで
☆勤務場所 ３小学校(藤崎･中央･常盤)学童クラブのいずれか
☆賃
金 指導員・・・時給720円 補助員・・・時給700円
☆採用予定日 状況により随時採用します。
☆受付期間 随時受付しています。(土・日・祝日の受付はできません。)
☆受付時間 午前８時15分～午後５時(水曜日のみ午後６時30分まで)
☆申込方法 市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ、
提出してください。
☆選
考 履歴書、面接により採用します。
※採否は、後日本人に通知します。
☆申込・お問合せ

住民課子育て支援係(内線2135、2136)

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」

スポーツプラザ藤崎からのお知らせ
◎第11回藤崎町民体育大会ユニカール競技を開催します
☆日
時 ２月11日(木・祝) 午後１時
☆場
所 スポーツプラザ藤崎
☆参加資格 小学校４年生以上の町民
☆チーム編成 １チーム３名
※原則として町内会単位(混合チームも可)
☆試合方法 参加チーム数により、主催者が決定します。
☆申
込 ２月５日(金)までに参加申込書を提出してください。
※開催要項・参加申込書は、行政連絡員に送付しています。
◎町民スキー教室を開催します
☆日
時 ２月７日(日) 午前８時スポーツプラザ藤崎集合
☆場
所 ナクア白神スキーリゾート
※スポーツプラザ藤崎から移動します。希望者は送迎あり。
☆内
容 スキーの基礎
☆対 象 者 小学生以上の町民
☆募集人数 先着30名
☆参 加 費 ○小学生・付き添い 200円(保険代含む)
○中学生以上
4,300円(リフト券・保険代)
※スキーのレンタル有り(別料金)
☆申
込 １月29日(金)までに申込先へ電話でご連絡ください。
◎第11回藤崎町民スキー・スノーボード大会を開催します
☆日
時 ２月14日(日)
(開会式)午前10時 (閉会式)午後３時
☆場
所 そうまロマントピアスキー場※現地集合。希望者は送迎あり。
☆対 象 者 藤崎町民および藤崎町内に通勤・通学している方
☆競技方法 自己申告タイムに近い人を入賞とする。
☆表
彰 一般・中高生・小学生・幼児の部
各部門第１位～３位にトロフィー・賞状を授与する。
☆参 加 費 １人500円(参加賞・保険代) ※大会当日に徴収
☆申
込 ２月５日(金)午後５時までに申込先へ電話でご連絡ください。
☆申込・お問合せ

○スポーツプラザ藤崎
☎75ー3323
○常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100
※スキー・スノーボード大会のみ

２月～４月定例労働相談会のお知らせ
労働者と事業主の間に生じた労働問題についての相談会を開催します。
☆開催日時および場所
開 催 日
時
間
場
所
午後１時30分～ 青森県労働委員会
２月２日(火)
午後３時30分
(国道県庁向かい みどりやビル７階)
午後１時30分～ 青森県観光物産館アスパム
３月１日(火)
午後４時
(青森市安方一丁目１－40)
午後１時30分～ 青森県労働委員会
４月５日(火)
午後３時30分
(国道県庁向かい みどりやビル７階)
☆対 象 者 県内の労働者、事業主
☆相 談 員 青森県労働委員会委員
※労働問題について専門的知識を持つ、公益委員(弁護士等)、
労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営者等)
が中立・公正な立場で労働問題を解決します。
☆費
用 無料
☆利用方法 随時受付(事前予約も可)
☆お問合せ

青森県労働委員会事務局 5017－734－9832

青森県立障害者職業訓練校平成28年度訓練生の募集について
☆募集内容
訓練科目 募集定員
試験方法
対象者
訓練期間
製版科
15名
職業適性検査 知的障がい者
ＯＡ事務科 15名
面接
以外の障がい者 １年間
職業適性検査
(４月～３月)
知的障がい者
作業実務科 10名
面接(保護者同伴)
☆募集期間 ２月10日(水)まで
☆試 験 日 ２月19日(金)
☆試験会場 青森県立障害者職業訓練校(弘前市緑ヶ丘１-９-１)
☆合格発表 ２月25日(木) 午前９時
☆お問合せ

青森県立障害者職業訓練校訓練課 ☎36－6882

ジョブカフェあおもりからのお知らせ
◎交流会「個性を知れば生き方そのものが見えてくる」
☆日
時 １月29日(金) 午後１時30分～３時30分
☆場
所 ヒロロ３階 多世代交流室Ｃ(弘前駅前)
☆対
象 フリーターおよび45歳未満の若年求職者等
☆定
員 10名程度(先着順)
☆内
容 自分にあった仕事・就職先の選定に役立つ内容とし、
自分の強みとコミュニケーションを良好にする方法を
知ってもらうワークショップ形式の交流会です。
☆講
師 いむらきよし流個性心理學認定講師/認定カウンセラー
しばた けんじ 氏
☆参加料 無料
◎セミナー「モチベーションを引きだす心のスイッチの入れ方」
☆日
時 １月30日(土) 午前10時～正午
☆場
所 ヒロロ３階 健康広場(弘前駅前)
☆対
象 フリーターまたはその保護者および45歳未満の若年求職者等
☆定
員 30名程度(先着順)
☆内
容 仕事や求職活動へのモチベーションをアップさせたい方
や子どもの自発的取り組みを願う保護者を対象とした実
践的なワークを通して学びます。
☆講
師 チームフロー認定プロコーチ 津村 柾広 氏
☆参 加 料 無料
☆申込・お問合せ

ジョブカフェあおもり

☎017－731－1311

「第11回町民歩くスキーの集い」開催のお知らせ
☆日
時 ２月７日(日) 午前10時～午前11時(予定)
☆場
所 福島農村公園
☆参 加 料 無料
※道具を借りたい方は１月30日(土)正午までにご連絡ください。
☆申込・お問合せ 常盤歩くスキークラブ 加藤 ☎65－3830／090ー6626ー9554

みんなで豆まき会！悪い鬼はやっつけよう！
☆日
時 ２月３日(水) 午前10時30分～正午
☆場
所 藤崎町地域子育て支援センター
☆対 象 者 在宅の未就学児と保護者
※事前の申込は不要です。当日直接お越しください。
☆お問合せ

地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

成年後見制度について
◎成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、精神障害などによって物事を判断する能
力が十分ではない方(本人)について、本人の権利を守る援助者(成年
後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
◎後見制度支援信託とは
後見制度支援信託は、本人の財産のうち、日常生活に必要な金銭を
後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組み
で、後見人が払い戻すには、家庭裁判所が発行する文書が必要です。
家庭裁判所では本人の財産を適正・安全に管理するため、後見制度
支援信託の利用を積極的に進めています。
また、多くの家庭裁判所では、毎年決まった時期に自主的に本人の
状況を報告していただくよう成年後見人等にお願いしています。
☆お問合せ

青森家庭裁判所 ☎017ー722ー5731

講演会のお知らせ
☆日
時 １月26日(火) 午前10時～午前11時15分
☆場
所 藤崎老人福祉センター
☆講
師 町文化センター館長 小笠
睦男 氏
☆演
題 「藤崎の歴史いろいろ」
☆参 加 料 無料
※この講演は第19期健康福祉大学ＯＢ会(ふじ健大ＯＢ会)第１回通常
総会の前に開催されます。
☆お問合せ

野呂

達實 ☎75－5775

平成28・29年度「国有林モニター」の募集について
東北森林管理局では、国有林の管理・経営に皆様の声を役立ててい
くため、モニターを募集しています。
☆募集人員
☆募集締切
☆任
期
☆内
容

48名程度
１月29日(金)※当日消印有効
２年間(平成28年４月～平成30年３月)
○アンケートへの回答
○現地見学会・国有林モニター会議への出席など
※応募資格や応募方法など、詳しくは東北森林管理局ホームページ(http://
www.rinya.maff.go.jp/tohoku/)をご覧いただくか、お問合せください。
☆お問合せ 東北森林管理局企画調整課林政推進係

☎018－836－2228

