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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アラートの訓練放送を行います

平成31年度就学援助申請の受付を開始します

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。

町では、小・中学校の児童生徒がいる家庭で、経済的な理由等によ
り就学が困難と認められる家庭に対して、学用品費などの就学に必要
な経費の一部を援助しています。
就学援助を受けるためには、次のとおり申請が必要です。

☆放送日時
☆放送内容

☆お問合せ

11月21日(水) 午前11時頃
※災害等の状況により放送を中止する場合があります。
・上りチャイム音
・｢こちらは、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
総務課防災係

588－8295

困りごとや悩みごと、ご相談ください
｢人権と行政の合同相談所｣を開設します。
名誉毀損、いじめや体罰、職場でのセクハラ、年金、登記、生活保
護、土地の売買など、暮らしの中での困りごとの相談に応じます。
相談は無料、秘密は厳守しますので、お気軽にお越しください。
☆日
時 12月５日(水)
☆場所及び相談対応者

午前９時～午後３時

藤崎老人福祉センター

常盤老人福祉センター

○人権擁護委員

藤田 洋
○人権擁護委員
工藤 優
福士 竹志
○行政相談員
加福 ちゑ子
○行政相談員
○青森行政監視行政相談センター職員 ○司法書士
☆お問合せ

住民課住民係

小野寺 福雄
浅利 克
奈良岡 昭彦
三上 一
藤本 祥平

☆対象者
小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
①生活保護を受けている方
②生活保護の停止、廃止を受けた方
③児童扶養手当を受給している方
④世帯全員の町民税が非課税である方
⑤町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免、国民年金の保険料
の全額免除を受けた方
☆添付書類
①生活保護を受けている方
→保護開始通知書の写し
②生活保護の停止・廃止を受けた方 →停止・廃止通知書の写し
③児童扶養手当を受給している方
→児童扶養手当証書の写し
④世帯全員の町民税が非課税である方で、平成30年１月２日以降に
藤崎町に転入した方
→前住所の市町村が発行する市町村民税課税証明書
⑤町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免を受けた方
→減免決定通知書の写し
国民年金の保険料の全額免除を受けた方
→国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し
☆申請について
申請用紙の配布・提出の受付を町教育委員会学務課及び各学校で
行っています。必要事項を記入の上、添付書類とともに提出してくだ
さい。なお、在学中の児童生徒がいる保護者については、すでに各学
校において申請用紙の配布・受付を行っています。
☆お問合せ

ミュージアム気分でコンサート

588ー8163

津軽三味線の音色を一緒に楽しみませんか。参加は無料です。
皆さんお誘い合せの上、お気軽にお越しください。

パート職員募集のお知らせ
藤崎町文化協会では、パート職員を募集します。
☆勤務内容 図書館業務、一般事務 ほか
☆勤務場所 藤崎町図書館大夢(ふれあいずーむ館内）
☆採用予定日 平成31年１月９日(水)
☆勤務時間等 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
※事業により変更する場合があります。
☆賃
金 時給762円 ※労災保険あり
☆募集人員 １名
☆募集要件 高卒以上で町に住所を有する健康な方
☆申込方法 履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、藤崎町
文化センターに提出してください。
☆申込期限 12月14日(金) ※郵送の場合、当日必着
☆選考方法 履歴書及び面接による。
☆面接予定日 12月19日(水）
☆申込・お問合せ

〒038－3802 藤崎町大字西豊田一丁目１
藤崎町文化協会事務局(藤崎町文化センター内)
☎75ー3311

～
◆番組名
◆放送日

番組放送のお知らせ

☆日
時
☆場
所
☆講
師
☆募集人数

12月23日(日・祝) 午後２時～午後３時
常盤ふるさと資料館あすか
東北女子大学 邦楽部
先着50名 ※12月15日(土)までに電話でお申込ください。

☆申込・お問合せ

常盤生涯学習文化会館 ☎65ー3100
藤崎町文化センター
575ー3311

「クリスマスおはなし会」を開催します
おはなしの好きな方ならどなたでも参加できます。参加は無料、
クリスマスプレゼントもありますので、お気軽にお越しください。
☆日
時
☆場
所
☆おはなし
☆テ ー マ

12月８日(土) 午前10時～午前11時30分
ふれあいずーむ館
わっこの会
『おいしいおはなし めしあがれ』
○「ぎょうれつのできるスープやさん」(読み聞かせ)
○「アップルパイのつくりかた」(朗読劇) ほか

☆お問合せ

藤崎町図書館大夢 ☎75ー2288

～

ＮＨＫ ＢＳプレミアム 「梅沢富美男＆東野幸治 まんぷく農家メシ！」
11月17日(土) 午後６時～

町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内) ☎69ー5010

広報11月号でお知らせした放送日について、再放送の日時が
次のとおり変更となります。

変更前)11月18日(日) 午前７時～

変更後)11月25日(日) 午前７時～

三重県紀宝町のみかんを販売します！
町と三重県紀宝町とは、地域が直接つながることで互いの町の活性
化を目指す｢ローカルtoローカル 新・連携プロジェクト｣を進めてお
り、農家など関係者がお互いの町を訪れ、交流を深めてきました。
その成果として、今回紀宝町のみかんを｢ふじさき食彩テラス｣で、
藤崎町のりんごを｢紀宝町ウミガメ公園｣で互いに販売することになり
ました。
ジューシーで甘く、有名産地にも引けを取らない美味しいみかん
を、この機会にぜひ味わってみてください。
☆販売場所
☆販売期間
☆価
格

ふじさき食彩テラス(営業時間：午前９時～午後６時）
11月23日(金・祝)～平成31年２月頃
１ネット298円(税込)より

☆お問合せ

ふじさき食彩テラス

青森県最低賃金改正のお知らせ
青森県最低賃金が改正されました。金額は次のとおりです。

時間額

762円(10月４日(木)から)

青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者に適用されます。
製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められてい
ます。詳細は青森労働局ホームページ(http://aomori-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/)をご覧ください。
☆お問合せ

青森労働局労働基準部賃金室 ☎017－734－4114

クリスマスを楽しもう！各種教室のお知らせ

☎65ー3660

◎クリスマスエコクッキング教室

地域子育て支援センターからのお知らせ
在宅の未就学児とその保護者を対象に、次のとおりイベントを開催
します。参加は無料です。たくさんのご参加をお待ちしています。

◎みんなでぺったん！｢もちつき会｣
☆日
時 12月11日(火) 午前10時～正午
☆場
所 藤崎保育所 ｢遊戯室｣
※申込不要です。当日お気軽にご参加ください。
12月25日(火) 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）
12月19日(水)

☆申込・お問合せ

地域子育て支援センター
藤崎保育所

時 12月１日(土) 午前９時30分～午後０時30分
師 料理研究家･管理栄養士･サロン・ド・胡桃代表 福士 るみ子 氏
員 先着20名 ※小学生以上、小学生の場合は保護者の同伴必要
容 白菜とハムのグラタン、フレンチトースト ほか
物 エプロン、ふきん、大皿１枚(直径25㎝)、グラタン皿(15㎝)、
マグカップ１個、フォーク１本、ティースプーン１本
☆申込受付 11月18日(日)～

◎クリスマス飾りとオリジナルキャンドル作り教室

◎サンタさんと一緒にメリークリスマス！｢クリスマス会｣
☆日
時
☆場
所
☆申込締切

☆日
☆講
☆定
☆内
☆持 ち

☎75ー6131
☎75ー3305

☆日
☆講
☆定
☆持 ち

時
師
員
物

☆申込受付

◎共通事項
☆場
所
☆参 加 料

「第10回なべワン-グランプリin停車場通り」
平成31年２月24日(日)に開催決定！鍋出店者大募集！
各店趣向を凝らした自慢の鍋料理を販売し、そのグランプリを競う
鍋の祭典｢第10回なべワン-グランプリin停車場通り｣を平成31年２月
24日(日)に開催します。
自慢の鍋を出品したい方を募集しますので、お気軽にお問合せくだ
さい。なお、イベントの詳細は広報ふじさき12月１日号でお知らせし
ます。
☆お問合せ

○「けやぐ組」岩谷 眞佐子
○「けやぐ組」髙谷 和也
○藤崎町商工会

5090ー1398ー5568
5090ー3646ー0449
575ー2370

平成31年度に進学予定の児童又は子を扶養している母子(父子)家庭
の母(父)等を対象に、福祉資金の貸付予約を受付します。
☆資金種別
○就学支度資金 入学に必要な入学金、制服購入等に充てるための資金
○修学資金 修学に必要な授業料、書籍代、交通費等に充てるための資金
○修業資金 就職に必要な知識技能の習得費用に充てるための資金
☆申込締切 平成31年1月31日(木)
☆そ の 他
資金の貸付を希望する方は事前相談が必要です。申請から貸付まで
には１か月以上かかりますので、お早めに電話予約の上、事前相談を
お受けください。
貸付限度額等、福祉資金の詳細はお問合せください。
☆お問合せ
平成30年度

中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室

535－1622

弘前地区環境整備センタープラザ棟
無料

☆申込・お問合せ

弘前地区環境整備センタープラザ棟 ☎36ー3388
受付時間：午前９時～午後４時 ※月曜日は休館

介護福祉試験勉強会のご案内
デイサービスセンターえびすでは、今年度、介護福祉士試験を受験
される方を対象に勉強会を開催します。受験者情報の守秘義務につい
ては厳守します。
☆日

時

☆場
所
☆参 加 料

母子及び父子寡婦福祉資金の予約について

12月８日(土) 午前９時30分～正午
尾崎 行雄 氏
先着15名 ※小学生以上、小学生の場合は保護者の同伴必要
ラベルをはがしたジャムなどの空き瓶１個(容量が200ml
程度)、びんの飾りに使うシール
11月25日(日)～

☆申込方法
☆申込

11月20日(火)～平成31年１月22日(火)
毎週火曜日 午後６時～午後８時
デイサービスセンターえびす
3,000円(資料代含む）
※全日程を終了した時点で徴収します。
氏名と連絡先を記入の上、ＦＡＸでお申込みください。

デイサービスセンターえびす ＦＡＸ89ー7733
※電話での受付はしません。

弘前大学公開講座のお知らせ
弘前大学ではりんご生産者や一般の方を対象に、公開講座｢リンゴを
科学する｣を開講します。参加は無料です。お気軽にお越しください。
☆日
☆場
☆内

時
所
容

☆お問合せ

12月８日(土) 午前９時～午後４時
平川市生涯学習センター(尾上総合支所内)
りんご生産に関する他県の取組、｢つる割れ｣の発生と
対策、りんご輸出の将来 ほか
平川市経済部農林課 544ー1111(内線2175)

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」

