２０１８年（平成30年)

３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
588－8258

常盤小学校スクールバンド部
金賞受賞記念番組のお知らせ

国際交流凧フェスタｉｎふじ崎のお知らせ
｢第23回国際交流凧フェスタｉｎふじ崎2018｣では、陸上自衛隊第９
音楽隊による｢ふれあいコンサート｣や凧作り体験コーナー、凧の展示
を行います。入場は無料です。多数のご来場をお待ちしています。
○陸上自衛隊第９音楽隊による｢ふれあいコンサート」
☆日
時 ４月14日(土) 午後３時
☆場
所 町文化センター ｢大ホール｣
※当日は、町文化センター１階ロビーにおいて、凧作り体験コーナー
や津軽凧・洋凧の展示を行います。詳細は広報ふじさき４月号の
折込チラシでお知らせします。
☆お問合せ

町教育委員会生涯学習課

565－3100

昨年12月、さいたまスーパーアリーナで行われた第45回マーチン
グバンド全国大会で、常盤小学校スクールバンド部が３年連続金賞
を受賞しました。金賞は最も優れた演奏を披露した学校に贈られる
もので、すばらしい快挙です。
練習に打ち込む姿や、２月４日(日)に明徳中学校と合同で行われ
た感謝演奏会の様子など、演奏の素晴らしさと子どもたちの表情を
紹介します。皆さんぜひご覧ください！

◎番 組 名

｢輝け！ときわっ子サウンド
～常盤小学校スクールバンド部の活躍～｣

◎放送日時

３月31日(土)

◎放 送 局

RAB青森放送

午後２時30分～午後３時

環境係からごみのお知らせ
藤崎・常盤各地区のごみ収集に係るポスター等を、３月15日発行
広報お知らせ号に合わせて毎戸配布しています。
また、各配布場所にも備え付けていますのでご活用ください。
藤崎地区
配布物

平成30年度
ごみ収集日程表

配布場所

住民課環境係

常盤地区
｢平成30年４月現在
常盤地区家庭のごみの
正しい出し方｣ポスター
住民課環境係
常盤出張所

☆常盤地区の皆さんへ
常盤地区のごみの出し方について、ごみ収集車や処理施設での爆
発事故防止のため、危険物(カセットコンロ用ガスボンベ・スプレー
缶・ライター)の収集方法が変更になっています。
なお、ごみ収集日程については変更ありません。
☆お問合せ

住民課環境係

☎88ー8169

藤崎町文化協会パート職員を募集します
☆勤務内容
☆勤務時間等
☆勤務場所
☆募集要件
☆賃 金 等
☆採用予定日
☆募集人数
☆申込締切
☆申込方法
☆選考方法
☆面接予定日

施設の管理、事業運営、一般事務 など
午前８時15分～午後６時
土・日・祝日を含む月80時間程度のシフト勤務
常盤ふるさと資料館あすか
年齢18歳～概ね45歳の、町に住所を有する健康で通勤
可能な方
時給740円
※労災保険あり、その他当協会パート就業規則による
平成30年４月17日
１名
３月31日(土) ※郵送の場合は３月31日必着
市販の履歴書(写真貼付)に必要事項を記入の上、町文化
センターに提出してください。
履歴書及び面接により選考します。
４月６日(金) 午前10時 ※詳細は後日連絡します。

☆申込・お問合せ
特定非営利活動法人藤崎町文化協会事務局(町文化センター内)
〒038-3803 藤崎町大字西豊田一丁目１番地 ☎75ー3311
平成29年度

愛犬家・愛猫家の皆さんへ
☆犬の適正な飼育について
飼い犬のフンの不始末に対する苦情が多く寄せられています。
犬の散歩時には、袋とスコップを持参して、フンを自宅へ持ち帰る
ようにしてください。
☆猫の適正な飼育について
青森県動物愛護センターによると、平成29年11月末現在で猫の殺処
分数が529匹と、前年度同時期より144匹上回っています。放し飼いや、
飼い主の不明な猫へのエサやりによる繁殖などで引き取り数が増えた
ことが原因とされています。
飼い主の不明な猫にエサを与える場合は、飼い主同然の自覚と責任
を持ちましょう。無責任なエサやりは、近隣住民に迷惑をかける場合
がありますので、住民同士のトラブルを避けるためにも、責任を持て
ない猫にはエサを与えないでください。
ルール・マナーを守り、住み良いまちにしましょう。
☆お問合せ

自動車税についてのお知らせ
☆自動車税の住所変更届について
自動車税の納税通知書は、原則として自動車検査証(車検証)に記載
された住所に郵送しています。
転居等で住所が変わった場合は、運輸支局で住所の変更登録手続が
必要ですが、事情によりすぐに変更登録ができない場合は、中南地域
県民局県税部にご連絡ください。
また、県のホームページからも届出することができます。県税・
市町村税インフォメーション(http://www.pref.aomori.lg.jp/life/
tax/top.html)の｢＜注目情報＞自動車税住所変更届｣をご覧ください。
☆自動車税の口座振替について(６月納期分）
自動車税の納付は、便利で安全・確実な口座振替をご利用ください。
申込用紙は、各取扱金融機関・中南地域県民局県税部の窓口に備え
付けてありますので、お気軽にお問合せください。
なお、口座振替の申込期限は４月27日(金)です。
☆お問合せ

下水道推進標語

中南地域県民局県税部納税管理課 532－4341

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

住民課環境係 588－8169

☎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」

楽しいイベント盛りだくさん！遊びに来てね
町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)では、在宅の未就学児とそ
の保護者を対象に、様々な催し物を開催します。場所や時間など、各行事
の詳細は随時広報に掲載します。
☆平成30年度育児講座年間行事予定
日

程

内

親子でコミュニケーション あんよ・せらぴー

６月14日(木)

今日は楽しいおはなし会

７月19日(木)

看護師さんからお話を聞こう！

８月２日(木)、３日(金) 夏を楽しもう！プール遊び
９月22日(土)

運動会 ＤＥ ヨーイドン！

10月12日(金)

バスに乗って出かけよう！わくわく秋の遠足

11月８日(木)

季節のお花でフラワーアレンジメント

12月11日(火)

ぺったん！ぺったん！もちつき会

12月25日(火)

サンタさんに会える！楽しいクリスマス会

１月８日(火)

親子でふれあうスキンシップヨガ

２月１日(金)

鬼は外！福は内！元気に豆まき会

３月８日(金)

スプリングエレクトーンコンサート

※その他、毎月給食会も開催します。多数のご参加をお待ちしています。
町地域子育て支援センター
藤崎保育所

☎75ー6131
☎75ー3305

平成30年度協会けんぽ青森支部の保険料率について
全国健康保険協会(協会けんぽ)の青森支部では、県内の中小企業の
従業員とその家族が加入する健康保険事業を運営しています。
平成30年度における当支部の健康保険料率は次のとおりです。
○健康保険料率

全国健康保険協会青森支部

☎017ー721ー2713

青森県交通事故相談所 相談時間変更のお知らせ
青森県交通事故相談所では、専門の相談員が無料で交通事故の相談
に応じています。相談日は、土・日・祝日・年末年始を除く平日です。
平成30年４月から、相談時間が次のとおり変更となります。
☆平成30年３月まで
☆平成30年４月から

午前８時30分～午後５時15分
午前９時～午後４時

☆青森県交通事故相談所(青森県庁北棟 ７階)

☎017ー734ー9235

｢教育・福祉・環境助成事業」募集のお知らせ
公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金では、県内における地域貢献
を目的とした個人、団体等の活動に対し、助成金の交付を行っています。
☆助成金額
☆対象者等

必要経費以内で、100万円を限度とする
原則として１年以上の継続的、組織的活動実績のある
個人、団体、ＮＰＯ法人、企業等
４月１日(日)～６月30日(土)

☆応募期間
☆応募資格等
①青森県の自然、地域、生活文化、歴史、風土などの地域資源を活用・
創造する活動や、健康増進、医療、福祉、環境に関連する活動
②平成30年10月１日から１年間実施する活動
③助成金交付後、事業・研究報告書の提出
※過去３年以内に当財団の助成金を受けた団体、政治活動又は宗教活
動を目的とする団体等は対象外となります。
※応募要項や申請書など、詳細は当財団ホームページ(http://www.
michinoku-furusato.or.jp/)をご覧ください。
☆申込・お問合せ

☆日
時
☆場
所
☆会
費
☆申込方法

３月31日(土) 午後１時(受付開始 12時30分)
津軽みらい農協常盤支店 ３階「大ホール」
3,000円(当日、受付にて申し受けます)
常盤小学校 教頭(白戸)又は明徳中学校 教頭(松木)
まで、電話にてお申込みください。
☆申込締切 ３月29日(木) 正午
※常盤小学校・明徳中学校の児童生徒の保護者の方には、３月23日(金)
に案内文書を配付する予定です。
☆申込・お問合せ

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金事務局
☎017ー774ー1179

常盤小学校 教頭(白戸) 565－2219
明徳中学校 教頭(松木) 565－2218

平成31年歌会始のお題について
平成31年の歌会始のお題は｢光｣と定められました。
歌に詠む場合は｢光｣の字が詠み込まれていればよく、｢光線｣｢栄光｣
のような熟語や｢光る｣のように訓読しても差し支えありません。
☆詠進期限 ９月30日(日) ※郵送の場合は、９月30日の消印有効
※疑問等がある場合には、宮内庁式部職あてに郵便番号・住所・氏名
を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封の上、９月20日(木)まで
にお問合せください。詠進要領や注意事項など、詳細は宮内庁ホー
ムページ(http://www.kunaicho.go.jp/)をご参照ください。
☆提出先・お問合せ

9.96％(据え置き)

詳細は、当協会ホームページ(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
shibu/aomori/)をご覧ください。
☆お問合せ

常盤小学校と明徳中学校の合同歓送迎会を次のとおり開催しますの
で、ぜひご参加ください。
なお、教職員の転出入については新聞発表をご覧ください。

容

５月10日(木)

☆お問合せ

平成29年度常盤地区小・中学校教職員
合同歓送迎会開催のお知らせ

〒100ー8111 ｢宮内庁｣

国家公務員採用試験のお知らせ
総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)、一般職試験(大卒程度及び高
卒者試験)を実施します。インターネットでの申込みをお願いします。
☆総合職(院卒者試験・大卒程度試験)
○申込受付期間 ３月30日(金)午前９時～４月９日(月)受信有効
○第１次試験日 ４月29日(日)
☆一般職(大卒程度試験)
○申込受付期間 ４月６日(金)午前９時～18日(水)受信有効
○第１次試験日 ６月17日(日)
☆一般職(高卒者試験)
○申込受付期間 ６月18日(月)午前９時～27日(水)受信有効
○第１次試験日 ９月２日(日)
※受験資格等の詳細は、人事院ホームページ(http://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.htm)をご覧ください。
☆お問合せ

人事院東北事務局 5022ー221ー2022

タカタ製エアバッグリコール未改修車について

平成30年５月から車検が通らなくなります
タカタ製エアバッグはガス発生装置(インフレータ)が異常破裂し、金
属片が飛散する不具合が生じているためリコールを実施しています。
国土交通省では、一刻も早い改修が必要であることから、異常破裂
する危険性が高い未改修車について、平成30年５月から車検で通さな
い措置を講じます。
対象車両をお持ちの方は、車検の有効期間を待つことなく、早急に
リコール作業を受けてください。
○まずは検査システムでリコール対象の確認！
検査システムパソコン用ＵＲＬ
https://www.jaspa.or.jp/user/mycar/application/recallsearch.html
リコール情報検索アプリ

☆お問合せ

検索

国土交通省東北運輸局青森運輸支局
検査・整備・保安部門 5017－715－3320

