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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
588－8258

全国瞬時警報システムの放送試験のお知らせ
全国瞬時警報システム(通称｢Ｊ-アラート｣)とは、大規模な自然災
害や弾道ミサイル攻撃などについての情報を、町防災行政無線を通し
て瞬時に国から町民へ伝達するシステムです。
全国瞬時警報システムの放送試験を全国一斉に実施します。
放送試験の際には、実際の災害と間違えないようご注意ください。
☆放送日時

☆放送内容

☆お問合せ

７月５日(水) 午前10時15分頃
※気象・地震活動の状況により、訓練用の緊急地震速報
の発表を中止することがあります。
・｢こちらは防災藤崎広報です。ただいまから訓練放送
を行います。｣
・(緊急地震速報チャイム音)と｢緊急地震速報、大地震
です。大地震です。これは訓練放送です。｣を交互に
３回繰り返す。
・｢こちらは防災藤崎広報です。これで訓練放送を終わ
ります。｣
総務課防災係

常盤ふるさと資料館あすか開館20周年記念

「棟方志功展～故郷(ふるさと)を思う～」
常盤ふるさと資料館あすかの開館20周年を記念し、世界的に有名な
板画家 棟方志功の作品展を開催します。
｢故郷(ふるさと)あおもり」を思い、制作した板画のほか、倭画・
油絵・書・陶器等の作品を一堂に展覧します。
皆さんのご来場を心よりお待ちしています。
☆日

時

☆休 館 日
☆入 館 料
☆開 会 式
☆関連事業

588－8295

農道用の砕石を配布します
農道用砕石を無料配布しますので、希望する農道関係者の方は、
期日までにお申込みください。
砕石は農道用ですので、それ以外の目的でのお申込みはご遠慮ください。
なお、｢多面的機能支払交付金事業｣実施地区及び農道舗装工事実施
路線、舗装工事計画のある路線は除きます。
☆申込方法

農政課に備え付けの申込用紙に必要事項を記入の上、
７月５日(水)までに農政課農村整備係にお申込みくださ
い。(締切厳守、電話申込は不可)
※配布時期(７月中旬予定)については、申込者に改めて
お知らせします。

☆申込・お問合せ

農政課農村整備係

588－8274

瞑想でリラックスしてみませんか
姿勢や呼吸を整えて瞑想することで、深くリラックスした状態にな
り、心を落ち着かせる、集中力を高めるなどのほか、不安やストレス
を軽減する効果があるといわれています。
深呼吸しながら心身をリフレッシュしてみませんか。
参加は無料です。お気軽にご参加ください。
☆日
☆場
☆講

時
所
師

☆お問合せ

７月７日(金) 午後１時～午後２時
藤崎老人福祉センター 集会室
ＮＰＯ法人ほほえみの会 高谷 津草 氏
傾聴ボランティアの会「おしゃべり」(福祉課健康係内)
☎88－8197

６月30日(金)～７月17日(月・祝)
午前９時～午後４時30分 ※初日は午前10時～
会期中の休館日はありません。
無料
６月30日(金) 午前９時30分
①ギャラリートーク
７月８日(土) 午前11時
棟方志功館 館長補佐 武田 公平 氏による作品解説
②ゲストトーク
７月15日(土) 午後１時30分
文筆家 世良 啓 氏(藤崎町在住)によるトーク
「棟方志功と故郷(ふるさと)」
※①、②ともに申込みは必要ありません。
お気軽にお越しください。

☆会場・お問合せ

夏祭りに向けて一緒に練習しませんか
町芸能文化協会では、町無形文化財｢菊様の舞｣｢松助踊り｣と｢ねぷ
たばやし｣の講習会を開催します。
☆日
時 毎週水曜日 午後７時30分
☆場
所 ふれあいずーむ館 ２階
※どなたでも参加できます。会員も随時募集していますので、お気軽
にお越しください。
☆お問合せ

町芸能文化協会

町地域子育て支援センターでは、万華鏡づくりを開催します。
親子で楽しく、オリジナルの万華鏡を作ってみませんか。
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆講
師
☆申込方法

金魚ねぷたづくり教室のお知らせ
町子ども会育成連合会では、金魚ねぷたづくり教室を開催します。

☆お問合せ

町子ども会育成連合会事務局(常盤生涯学習文化会館内)
☎65ー3100、ＦＡＸ 65ー3128

野呂 5090－7936－0965

キラキラ見えるかな？万華鏡づくりのお知らせ

７月13日(木) 午前10時30分～正午
町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
田村 静香 氏
６月30日(金)までに電話でお申込みください。

☆申込・お問合せ

☆日
時 ７月２日(日) 午前８時30分～午後３時
☆場
所 常盤生涯学習文化会館 多目的ホール
☆対 象 者 町民(小学３年生以下は保護者同伴) ※先着30名
☆材 料 費 500円(肉汁・ジュース付き)
☆準 備 物 ハサミ・鉛筆・消しゴム・古新聞(朝刊１日分)・昼食(おにぎり等)
☆申込方法 常盤生涯学習文化会館に備え付けの申込用紙に必要事項
を記入の上、６月24日(土)までに常盤生涯学習文化会館
にお申込みください。(ＦＡＸ可)

常盤ふるさと資料館あすか 565－4567

町地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

東消防署からのお知らせ
弘前地区消防事務組合東消防署では、ライフコート平川において
県防災航空隊と連携訓練(水難対応)を実施します。
訓練の実施にあたり、ヘリコプターの飛来による騒音等でご迷惑
をおかけしますが、皆さんのご理解ご協力をお願いします。
なお、訓練の見学はご遠慮ください。
☆実 施 日
☆実施場所

７月11日(火) 午前９時30分～午前11時30分
ライフコート平川

☆お問合せ

東消防署 527ー1151

平成29年度あおもりウィメンズアカデミー

地域女性リーダーコース受講生募集のお知らせ

オープンキャンパスに参加してみませんか

県内在住の女性を対象に、地域や職場で積極的に提言できるスキル
を学び、活動の幅を広げるための学習会を開催します。
自分も社会も、よりよく変わるための秘訣を一緒に学びませんか。

国立宮古海上技術短期大学校は、国土交通省が所管する、船舶運航
技術者の育成を目的とした学校です。
体験型のオープンキャンパスを次のとおり実施しますので、希望す
る方はお申込みの上、ご参加ください。

☆日時・内容(※全講義受講が原則です)

☆日

月

日

時

間

内 容
７月８日(土) 午前10時30分～午後４時 ・開講式 ・公開講座
・グループワーク ほか
キャリアについて考える

７月28日(金)

９月28日(木)

説得力を上げる論理的
コミュニケーション講座
地域課題のリサーチ講座
～数値情報で読み書き編～

10月13日(金) 午前10時～午後４時

地域課題解決策を考える講座

11月16日(木) 午後１時～午後４時

地域課題解決発表

８月28日(月) 午後１時～午後４時

12月７日(木) 午前10時30分～午後１時 ・修了式
☆場

・交流会

ほか

所

五所川原市民学習情報センター、五所川原市中央公民館
※開講式と修了式はアピオあおもりで行います。
☆募集人数 20名
☆受 講 料 無料 ※講義の受講等に係る交通費及び昼食代等は自己負担
☆託
児 あり(１歳半～未就学児)
☆申込方法 受講申込書に必要事項を記入の上、６月20日(火)までに
青森県男女共同参画センターにお申込みください。
※受講申込書は、青森県男女共同参画センターホーム
ページ(http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/
event/womens_academy2017/)からダウンロードできます。
☆申込・お問合せ

青森県男女共同参画センター
ＦＡＸ 017－732－1073

☎017ー732―1085

海上保安学校･海上保安大学校学生募集のお知らせ

時

７月１日(土)、７月23日(日)、10月７日(土)
午前９時40分～午後２時
☆内
容 在校生の案内による体験航海・操船シミュレーター体験など
※申込方法については国立宮古海上技術短期大学校ホームページ
(https://www.jmets.ac.jp/miyako/)をご覧ください。
☆お問合せ 国立宮古海上技術短期大学校教務課 ☎0193－62－5316

体験してみよう！裁判員裁判
青森地方裁判所では、裁判所をより身近に感じてもらうために、
裁判員模擬裁判を体験できるイベントを開催します。
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆申込方法

☆申込･お問合せ

※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。
☆お問合せ

青森海上保安部管理課 5017－734－2423

青森地方裁判所総務課(担当 金岡、須藤)
5017－722－5421

夏休みの思い出に津軽凧を作ってみませんか
津軽広域連合では、小学生を対象に｢津軽凧づくり｣体験教室を開催します。
☆日
時
☆場
所
☆募集人数

海上保安庁では、平成30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。
○海上保安学校学生
☆受験資格
平成29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30
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18日(火)～27日(木)
郵送又は持参：７月18日(火)～20日(木)
☆第一次試験 試験日：９月24日(日)
○海上保安大学校学生
☆受験資格
平成29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30
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24日(木)～９月４日(月)
郵送又は持参：８月24日(木)～28日(月)
☆第一次試験 試験日：10月28日(土)、29日(日)

７月26日(水) 午後２時～午後４時30分(受付 午後１時30分)
青森地方裁判所
小学５、６年生(保護者の同伴も可) ※先着25名
電話にて青森地方裁判所総務課にお申込みください。
(申込受付開始 ７月10日(月) 午前９時～）

☆材 料 費
☆申込方法

８月17日(木) 午前10時～正午
ヒロロ３階 ｢健康ホール｣
小学生20名程度
※参加者には、７月28日(金)に参加決定の通知を発送
します。応募が定員を上回る場合は、抽選により決
定します。落選者には通知しませんのでご注意くだ
さい。
700円
郵便はがき又は電子メールに、郵便番号、住所、氏名、
学年、保護者氏名、緊急の際連絡がとれる電話番号を
記入の上、７月21日(金)までにお申込みください。
※小学３年生以下の方は保護者の同伴が必要です。
※１回の応募で小学生２名までお申込みできます。

☆申込・お問合せ
津軽広域連合「津軽凧づくり｣体験教室係 ☎31－1201
〒036－8003 弘前市大字駅前町９番地20 ヒロロ３階
電子メールアドレス rengou@tsugarukoiki.jp

７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

｢多重債務相談窓口｣のご案内
借金等でお困りの方、お気軽にご相談ください。
相談は無料、秘密は厳守します。
☆場
所
☆専用電話
☆受付時間

青森財務事務所(青森合同庁舎３階)
017ー774ー6488
月曜日～金曜日 ※祝日、年末年始を除く
午前８時30分～正午、午後１時～午後４時30分

☆お問合せ

東北財務局青森財務事務所理財課

平成29年度

5017ー722ー1463

日

時 間
７月４日(火) 午後６時～
午後８時30分

場 所
青森県観光物産館アスパム
(５階 白鳥・夏泊)

８月１日(火) 午後１時30分～
９月５日(火) 午後３時30分

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

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 水が自然に かえる道」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832

☎75－6025

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」

