２０１６年（平成28年)

７月15日発行

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2223)

気軽にスポーツを楽しもう！
ニュースポーツ体験教室を開催します

交通安全･生活安全･防火総決起大会を開催します
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す
ことのできる安全な社会の実現のために、｢平成28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。
交通安全に関する講話や、弘前警察署員で構成された｢劇団アップル
隊｣による寸劇なども行います。
ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
☆日
☆場

時
所

７月24日(日) 午前10時～正午
町文化センター ｢大ホール」

☆お問合せ

総務課防災係(内線2208、2209)

適正なごみ出しにご協力をお願いします
先日、プラスチック製容器包装再商品化施設で、ごみの選別作業を
していた作業員が、けがをする事故が発生しました。ごみに混入した
異物が原因です。
資源物(その他プラスチック類、ペットボトル等)以外の異物は、
再生の妨げや選別作業中の事故へとつながりますので、きちんと取
り除いて出してください。
☆お問合せ

住民課環境係(内線2137)

水道工事は町指定店へ
漏水の修理や新設･改造･撤去などの工事は｢町指定工事店｣へお申込
みください。
新規の指定工事店は次のとおりです。
☆新規指定工事店
「すとう設備」 代表 須藤 貴之
弘前市大字西茂森二丁目20番地８
☆お問合せ

上下水道課工務施設係

８月20日(土) 午後７時20分打上げ
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19日(火)～８月19日(金)
◎あなたの花火を打ち上げてみませんか
☆協 賛 額 お一人で申し込む場合 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29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

藤崎町商工会

８月11日(木･祝) 午前９時30分～午前11時30分
スポーツプラザ藤崎
小学校高学年以上の町民
ノルディックウォーキング(町内散策コース)先着15名
ネオテニス(スポンジボールを使った、テニスをアレン
ジしたスポーツ)先着20名
※どちらも道具の貸出しをしますので、お気軽にご参加ください。
☆申込方法 ８月５日(金）までに次のいずれかにお申込みください。
○生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内) 565－3100
○スポーツプラザ藤崎 575－3323
☆お問合せ

575－2370

「ねぷたばやし」講習会を開催します

生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内) 565－3100

まちあるきサポーターを募集します！
町では、９月に弘前市を中心とした中南津軽圏域で行われる『まち
あるき博覧会』に向けて、藤崎町でのまちあるきをサポートしてくだ
さる方を募集します。
『まちあるき博覧会』とは、９月の各週末に圏域のいずれかの市町
村でまちあるきを実施し、各市町村の良さをアピールする催しです。
受講は無料ですので、まちあるきのコツを学ぶセミナーを受講し、
一緒に『まちあるき博覧会』を盛り上げましょう！
※『まちあるき博覧会』の詳細は参加者に改めてお知らせします。
☆日

程

575－6025

今年は5,000発の花火が夏の夜空を美しく彩ります。
時
所

☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆実施種目

540－0425

第47回津軽花火大会のお知らせ
☆日
☆場

健康的で手軽にできるニュースポーツ(ノルディックウォーキング、
ネオテニス)体験教室を開催します。参加は無料です。

☆場
所
☆講
師
☆申込締切

○第１回

８月10日(水) 午後２時～午後４時
「まちあるきのコツを学んでみよう！」
○第２回 ９月13日(火) 午後２時～午後４時
「実際にまちあるきコースを歩いてみよう!」
○『まちあるき博覧会』
９月18日(日) 午前10時～午後11時30分
○第３回 10月５日(水) 午後２時～午後４時
｢『まちあるき博覧会』を終えて」
ふれあいずーむ館 ２階｢視聴覚室｣
たびすけ合同会社西谷 西谷 雷佐 氏
８月３日(水)※先着10名

☆申込･お問合せ

企画財政課企画係(内線2222、2223)

第32回駅前･梅田町商店街まつりを開催します
☆日
☆場
☆内

時
所
容

７月24日(日) 午後２時～午後８時(小雨決行)
駅前･梅田町商店街通り

午後２時
オープニングセレモニー
午後２時30分 常盤小学校スクールバンドによる演奏
午後３時
税金クイズ ほか
午後４時
新･藤崎音頭、ホタテ釣り
午後５時
よさこいソーラン｢藤花瑞巌｣による演舞
登山囃子
高瀬まみ･オダギリユタカ トークライブ、
午後６時
桂ゆり 歌謡ショー
午後７時
カラオケ大会
※縁日コーナー、ビアガーデン、しじみ貝販売等も予定しています。

☆日
時 ７月28日(木)～30日(土) 午後６時30分
☆場
所 町文化センター ｢大ホール｣
☆持 ち 物 横笛
※個人･町内会単位･団体など、どなたでも参加できます。

◎焼肉コーナーもあります！
☆価
格 １人前(肉、野菜、網、炭つき)
前売券1,500円(当日券2,000円)
☆販売場所 藤崎町商工会、イシザワ菓子舗、すぎの子、
対馬精肉店、松屋洋品店

☆お問合せ

☆お問合せ

藤崎町芸能文化協会

平成28年度

野呂

5090－7936－0965

藤崎町商工会 575－2370

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 水がいからの 守り神」

入、よろしく

下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで ☎75－6025

スイスイ！

お願いしま～

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

藤崎夏まつり「ねぷた合同運行」のお知らせ
藤崎夏まつりの最初を飾る｢ねぷた合同運行｣が開催されます。
ご近所お誘い合わせのうえ、皆さんぜひお越しください。

プールで水遊びを楽しもう！
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、保育所
のプールで水遊びをします。
申込みは必要ありませんので、多くの方のご参加をお待ちしています。

◎常盤地区(開会式、審査日)※昨年までと運行経路が異なるので注意してください。
☆日
時
☆日
時 ８月３日(水) 午後７時30分～午後９時
☆場
所
☆対 象 者
☆持 ち 物
常盤生涯
☆お問合せ
常盤小学校
学習文化会館
解散

開会式

ねぷた
出発 待機場所

８月４日(木)、５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
町地域子育て支援センター 575－6131
藤崎保育所 575－3305

体験してみよう！裁判員裁判
青森地方･家庭裁判所では、小学５、６年生の皆さんを対象に、裁
判員模擬裁判を体験できるイベントを開催します。

北常盤駅西口
常盤ニュータウン

☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆申込方法

多目的広場

７月28日(木) 午前９時55分～正午(受付 午前９時20分)
青森地方裁判所 ２階｢１号法廷｣
小学５、６年生(保護者の同伴も可)
電話でお申込みください。※先着25名

☆申込･お問合せ
本部
北常盤駅
◎藤崎地区(表彰式)
☆日
時 ８月５日(金)

海上保安学校･海上保安大学校学生募集のお知らせ
人事院及び海上保安庁では、平成29年４月に海上保安学校及び海上
保安大学校に入学する学生を次のとおり募集します。

午後７時30分～午後９時

藤崎駅
本部
出発

りんご商組

藤崎郵便局
ずーむ館
藤崎小学校

青森地方裁判所 夏休みイベント係(担当 蝦名、鈴木)
(受付時間 午前９時～午後５時 土･日･祝日除く)
5017－722－5421

ねぷた
待機場所

解散 藤崎幼稚園

○海上保安学校学生
☆受験資格
平成28年４月１日において、高等学校を卒業した日の
翌日から起算して５年を経過していない者及び平成29
年３月までに高等学校を卒業する見込みの者
☆受付期間
インターネット：７月19日(火)～7月28日(木)
郵 送 又 は 持 参：７月19日(火)～7月21日(木)
☆第一次試験 試験日：９月25日(日)
○海上保安大学校学生
☆受験資格
平成28年４月１日において、高等学校を卒業した日の
翌日から起算して２年を経過していない者及び平成29
年３月までに高等学校を卒業する見込みの者
☆受付期間
インターネット：８月25日(木)～９月５日(月)
郵 送 又 は 持 参：８月25日(木)～８月29日(月)
☆第一次試験 試験日：10月29日(土)、30日(日)
※提出書類等、試験に関する詳細は海上保安庁ホームページ(http://
www.kaiho.mlit.go.jp/ope/saiyo/bosyu)をご覧ください。

※両地区とも｢新･藤崎音頭｣流し踊りも参加します。
また、本部前ではよさこいソーラン「藤花瑞巌」の演舞があります。
☆お問合せ

藤崎町商工会

575－2370

青森県司法書士会からのお知らせ
○全国一斉 養育費相談会
～養育費に関するあなたの悩みを教えてください～
県司法書士会･県青年司法書士会･全国青年司法書士協議会による、
養育費に関する電話相談会を開催します。
相談は無料です。秘密は厳守します。
☆日
時
☆専用電話

８月７日(日) 午前10時～午後４時
50120－567－301(フリーダイヤル)※当日のみ

○司法書士の日 相続登記無料相談会
～お盆の前に、相続のこと知っておきませんか？～
県司法書士会による相続登記に関する無料相談会を開催します。
相続について聞いておきたい、相談しておきたい方は、この機会を
ぜひご利用ください。
☆日
☆場

時
所

☆相談方法

８月11日(木･祝) 午前10時～午後３時
青森会場：青森県司法書士会館 ２階｢会議室｣
弘前会場：ヒロロ ３階｢多世代交流室Ｂ･Ｃ｣
面接相談：当日各会場先着順
電話相談：5017－752－0440(青森会場のみ対応)

☆お問合せ(共通)

青森県司法書士会 5017－776－8398

☆お問合せ

青森海上保安部管理課 5017－734－2423

法人の設立･異動の届出はお忘れなく
法人県民税･事業税について、法人の概要を把握する必要がありま
すので、次の場合には県税部に届出書を提出してください。
１ 法人を設立したとき
２ 法人を解散･清算したとき
３ ｢法人の所在地、名称、代表者、資本金、事業年度等｣に異動が生じたとき
詳しくは、県庁ホームページの｢法人県民税・事業税｣(http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/010_02houjin.html)をご覧ください。
☆お問合せ 中南地域県民局県税部課税第一課 532－1131(内線278)

８月～９月定例労働相談会のお知らせ
個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題(解雇･賃金引き下げ
など)について、青森県労働委員会委員が無料で相談に応じます。
☆日時及び開催場所
月 日
８月２日(火)
９月６日(火)

時

間

午後１時30分～
午後３時30分

場 所
青森県労働委員会
(県庁国道側向い
みどりやビル７階)

☆対 象 者 県内の労働者、事業主
☆リ ン ク http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html
☆お問合せ

青森県労働委員会事務局 5017－734－9832

