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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

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験実施のお知らせ
Ｊアラート(全国瞬時警報システム)とは、大規模な自然災害や弾道
ミサイル攻撃などの情報を、町防災行政無線を通じて国から住民へ直
接瞬時に伝達するシステムです。
国では、緊急時における住民への情報伝達体制に万全を期すため、
Ｊアラートの全国一斉情報伝達試験を行います。
☆実施日時
☆放送内容

８月29日(水) 午前11時～
※災害等の状況によっては試験を中止することがあります。
・上りチャイム音
・｢これは、Ｊアラートのテストです。｣を３回繰り返す。
・｢こちらは、防災藤崎広報です。」
・下りチャイム音

子どもに関する悩み、ご相談ください
いじめ・不登校などの教育に関する相談について精神科医が応じます。
相談は無料、秘密は厳守します。
☆相談内容 いじめ・不登校など教育に関すること
☆相談対応者 弘前大学大学院医学研究科 附属 子どものこころの発達
センター 特任准教授 医学博士 栗林 理人 氏
☆対 象 者 町内在住の小・中学校の児童生徒及び保護者
☆日
時
実 施 日

総務課防災係

588ー8295

11月12日(月)

町農業者トレーニング
センター「会議室」

12月10日(月)

農業の労働力不足を解消しませんか
近年、農業を取り巻く労働力不足が問題となっており、特に農作業
従事者の不足は深刻です。
町では求人・求職を仲介するため、農業者から求人情報を集め、農
業の従事を希望する求職者に求人情報を提供する｢藤崎町農作業従事
者無料職業紹介所｣を設置しました。
農繁期に向けて、農作業従事者を雇用したい方、また、農作業に従
事したい方はぜひご利用ください。
☆取扱対象
○職種 農業に関する職業
○求人(雇用したい方）
・町内に住所を有する農業者
・町内に自らが営農する農地を有する農業者
○求職(農業に従事したい方）
・町内に住所を有する方
・町が実施する労働力不足解消を目的とした事業(担い手・シニ
アファーマー養成塾)に参加したことがある方
☆求人及び求職登録の方法
農政課に備え付けている求人票又は求職票に必要事項を記入の
上、登録申請を行ってください。求人票及び求職票は町ホームページ
(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からダウンロードできます。
☆お問合せ

藤崎町農作業従事者無料職業紹介所(農政課農政係内)
588ー8273

第49回津軽花火大会のお知らせ
4,000発の花火が夏の夜空を美しく彩ります。
☆開 催 日 ８月20日(月)
☆場
所 平川河川敷 ｢白鳥ふれあい広場｣
◎プログラム
午後４時30分 ザ・つがるベンチャーズ(エレキ演奏）
午後５時
Ａllegross「あれぐろす」(和・洋の演奏)
午後５時30分 麻生 しおり(トーク＆ライブ)
午後６時30分 灯籠流し
午後７時20分 花火打上げ
◎観覧席前売券好評発売中！
☆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)
☆販売期限 ８月19日(日) ※商工会での販売は８月17日(金)まで
☆申込・お問合せ

藤崎町商工会

575ー2370

時

間

８月27日(月)
10月15日(月)

☆お問合せ

実施場所

１月21日(月)
２月18日(月)
☆申込方法

常盤生涯学習文化会館
「音楽室」

午後２時
～
午後５時
※相談時間は１人に
つき１時間程です。

実施日の１週間前までに町教育委員会学務課に電話で
お申込みください。

☆申込・お問合せ

町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内)
569ー5010

鳥害防止機器の使用にご注意ください
農作物が実る時期になると、カラス・スズメ等による農作物被害を
防止するため、水田や樹園地の周りで鳥害防止機器の使用が多く見ら
れます。例年、爆発音やディストレスコール(鳥が危険にさらされた
ときに発する悲鳴)を利用した鳥害防止機器について、住民から騒音
の苦情が寄せられています。
居住地域から近い農地で鳥害防止機器を使用する場合は、早朝・夜
間の使用を控える、音量を抑える、スピーカーの方向を変える等の対
策をとり、設置について事前に近隣住民に知らせるなど、周囲に配慮
してくださるようお願いします。
☆お問合せ

農政課農政係 588ー8273

子どもたちの「心の居場所」づくりのお手伝いをしませんか
チャイルドラインあおもり弘前地区では、電話で子どもたちの話を
聴くボランティアを募集しています。
養成講座を開催しますので、お気軽にご参加ください。
☆対
☆日

象
時

18歳以上の方
８月25日(土)、31日(金)
９月１日(土)、７日(金)、８日(土)、14日(金)、21日(金)、25日(火)
10月８日(月・祝)
☆場
所 土曜日・祝日：弘前大学、金・火曜日：弘前学院大学
☆参 加 料 １講座につき1,000円(学生は300円）
※お好きな講座を受講できますが、ボランティアは全ての講座を受講
した方が対象となります。開催時間等、詳細はお問合せください。
「チャイルドライン」とは…
18歳までの子どもがかける子ども専用電話です。困っているとき、
悩んでいるときなど、誰かと話したいときに利用できます。
☆チャイルドライン専用電話 50120－99－7777
※月～土曜日、午後４時～午後９時に利用できます。
☆申込・お問合せ

チャイルドラインあおもり弘前地区
事務局 伊丹 5090ー3129ー4581

平成30年度介護支援専門員実務研修
受講試験の勉強会のお知らせ
10月14日(日)に行われる平成30年度介護支援専門員(ケアマネー
ジャー)実務研修受講試験に向け、｢デイサービスセンターえびす｣では
今年度介護支援専門員を受講される方を対象に勉強会を開催します。
受講者の個人情報については秘密を厳守します。
☆日

時

８月21日(火)～10月９日(火)の毎週火曜日
午後６時～午後８時
☆場
所 デイサービスセンターえびす
☆対 象 者 介護支援専門員実務研修受講試験実施用紙を提出した方
で、合格後、青森県介護支援専門員協会に入会し、介護
支援専門員倫理要領を守れる方。
☆受 講 料 3,000円(資料代)※全日程終了時(10月９日(火))に徴収
☆申込方法 氏名・連絡先を記入した用紙(様式は任意)を郵送又は
ＦＡＸにて、お申込みください。

「なぎなた教室」のお知らせ
2025年の青森国体で、藤崎町が｢なぎなた｣競技の会場になります。
普段見る機会の少ない｢なぎなた｣競技を体験してもらうため、｢な
ぎなた教室｣を開催しますので、この機会になぎなたに触れ、一緒に
青森国体を盛り上げましょう。
☆開 催 日
☆場
所
☆対
象
☆申 込 先
☆申込締切
☆参 加 料
☆定
員
☆そ の 他

８月22日(水)～11月７日(水) 全12回
毎週水曜日 午後５時～午後６時30分
スポーツプラザ藤崎
町民であればどなたでも参加できます。
常盤生涯学習文化会館(565－3100）
スポーツプラザ藤崎(575－3323）
８月21日(火)
無料
先着30名
動きやすい服装で参加してください。道具は貸出します。

☆お問合せ 町教育委員会生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内) 565ー3100
☆申 込 先

〒038－3802 藤崎町大字藤崎字浅田30
デイサービスセンターえびす 社会福祉士 野呂
ＦＡＸ 89－7733
※電話での申込み・お問合せは受付しませんのでご了承ください。

オリジナルの陶芸作品を作りませんか
津軽広域連合では、｢陶芸体験教室｣を開催します。
手廻しの｢ろくろ｣を使って、自分だけのオリジナル作品をつくりま
せんか。
湯呑、茶碗、カップなどの中から１つ作ります。
７色の中から１色を選びます。
※作品の出来上がりは約１か月後です。
出来上がった作品は後日送付します。
☆日
時 ９月21日(金) ①、②いずれかを選択
①午前10時30分～正午 ②午後１時30分～午後３時
☆場
所 ヒロロ ３階｢健康ホール」(弘前市駅前町９－20)
☆参 加 費 2,000円 ※参加費には送料が含まれています。
☆募集定員 ①、②それぞれ20名
☆対 象 者 藤崎町、弘前市、黒石市、平川市、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村に住所を有する方
☆申込締切 ９月６日(木) ※当日消印有効
☆応募方法 ハガキ又はＥメールに郵便番号・住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号を記入の上、お申込みください。
※１回の応募で２名まで申込みできます。
※応募者多数の場合、抽選により決定します。
☆そ の 他 抽選の結果を９月12日(水)頃に申込者へ発送します。

中高年者の就職を支援します
ネクストキャリアセンターあおもり(あおもり中高年就職支援セン
ター)では、45歳以上の方を対象とした就職相談を行っています。
相談は無料です。事前予約の上、お気軽にご相談ください。
☆日
☆場

時
所

毎週月曜日・木曜日 午後１時～午後４時
キャリアスクールＩ・Ｍ・Ｓ (弘前市土手町134-８）

☆申込・お問合せ

ネクストキャリアセンターあおもり 5017ー723ー6350

☆体験内容

☆申込・お問合せ

〒036-8003 弘前市大字駅前町９ー20
ヒロロ３階 津軽広域連合｢陶芸体験教室｣ 係
531ー1201 Ｅメール：rengou@tsugarukoiki.jp

警察官募集のお知らせ
☆受験区分
☆採用予定
☆受験資格

警察官Ｂ(大卒以外)
○男性25人程度 ○女性５人程度
昭和61年４月２日～平成13年４月１日に生まれた者
※大卒又は平成31年３月31日までに大学卒業見込みの者を除く。
☆試験日等 ○第一次試験 ９月23日(日･祝) ○第二次試験 11月上旬
☆申込期限 ８月31日(金)
※受験申込書等は最寄りの警察署・交番・駐在所で配布しています。
※試験の詳細は、弘前警察署又は藤崎警察官駐在所に問い合わせるか、
青森県警察ホームページ(https://www.police.pref.aomori.jp/
index.html)をご覧ください。

消防職員募集のお知らせ
☆採用予定
消防職(Ａ)、(Ｂ)合わせて７名
☆受験資格
○消防職(Ａ) 平成２年４月２日～平成９年４月１日に生まれた者
○消防職(Ｂ) 平成９年４月２日～平成13年４月１日に生まれた者
☆申込期限
８月22日(水)
☆第１次試験日 ９月16日(日)
※試験の詳細については、弘前地区消防事務組合ホームページ(http://
www.hirosakifd.jp/)をご覧ください。
☆お問合せ

弘前地区消防事務組合消防本部人材育成課

☎32ー5109

自衛官募集のお知らせ
次のとおり、自衛官を募集します。
○防衛大学校(推薦)
☆資格：高卒(見込み含)、21歳未満 ☆試験日：９月22日(土)、23日(日･祝)
○防衛大学校(総合選抜)
☆資格：高卒(見込み含)、21歳未満 ☆試験日：９月22日(土)
○防衛大学校(一般)
☆資格：高卒(見込み含)、21歳未満 ☆試験日：11月３日(土･祝)、４日(日)
○航空学生
☆資格：高卒(見込み含）(共通)、 航空：21歳未満、海上：23歳未満
☆試験日：９月17日(月･祝)
○一般曹候補生
☆資格：18歳以上27歳未満 ☆試験日：９月23日(日･祝)
○自衛官候補生(男子)
☆資格：18歳以上27歳未満 ☆試験日：９月29日(土)～30日(日）
○自衛官候補生(女子)
☆資格：18歳以上27歳未満 ☆試験日：９月20日(木）
○その他(共通)
☆申込期限 ９月７日(金)

※防衛大学校(一般)のみ９月28日(金)

※試験場所等の詳細はお問合せください。
☆お問合せ

平成30年度

弘前警察署警務課
藤崎警察官駐在所

532ー0111
575ー3010

☆お問合せ

自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所 ☎27ー3871

下水道推進標語

下水道への加

「未来へと ぼくらがつなぐ 下水道」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

☎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」

