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▽願書受付期間　８月 28日～９月
16日
▽試験日　10月 30日
▽合格発表　12月５日
■問文部科学省生涯学習政策局生涯
学習推進課（☎東京 03・5253・
4111）

自衛官募集

【自衛官候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日　男子＝９月 26 日・27
日／女子＝９月29日
▽試験場所（予定）　男子＝弘前駐
屯地（原ヶ平字山中）／女子＝青森
駐屯地（青森市浪館字近野）
【一般曹候補生】
▽資格　18歳以上 27歳未満の人
▽試験日（１次）　９月20日
▽試験場所（予定）　千年交流セン
ター（原ヶ平５丁目）
【航空学生（海・空）】
▽資格　18歳以上 21歳未満の人
▽試験日（１次）　９月23日
▽試験場所（予定）　千年交流セン
ター
～共通事項～
▽受付期間　８月１日～９月９日
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

放送大学10月生募集

　テレビなどの放送を利用して授業
を行う放送大学では、現在、平成
26 年度第２学期（10 月入学）の
学生を募集しています。
▽出願期限　８月31日（必着）
※募集要項は無料で配布します。
■問 放送大学青森学習センター
（〒 036・8561、文京町３、コラ
ボ弘大７階、☎38・0500）

※ホームページ（http://www.
ouj.ac.jp）からも資料請求・出願
ができます。

戦没者などの妻へ
特別給付金を支給
▽対象　「第二十二回特別給付金国
債い号」を受給していた人（この国
債を時効により受け取ることができ
なかった人も対象）で、平成 25年
４月１日現在、恩給法による公務扶
助料・特例扶助料または戦傷病者戦
没者遺族等援護法による遺族年金・
遺族給与金などを受給している人
▽支給内容　額面 200 万円、10
年償還の記名国債
▽請求期限　平成 28年６月 13日
※期限を過ぎると手続きができなく
なりますのでご注意を。
■問子育て支援課家庭支援係（☎
40・7039）

くらしとお金の安心相談会

　相談は予約制ですので、希望する
人は事前に電話で申し込んでくださ
い。
▽とき　９月３日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
■問消費者信用生活協同組合青森相
談 事 務 所（ ☎ 青 森 017・752・
6755）

「農作業従事者」を募集します

　ＪＡつがる弘前およびＪＡ相馬村
では、無料の職業紹介所を開設し、
りんごの生産作業に係る農作業従事
者（ヘルパー）を募集します。
▽作業期間　９月から 11月の収穫

一日体験ボランティア

▽とき　９月７日（日）、午前９時
～午後３時（午前９時集合、小雨決
行）
▽集合　嶽ペンションワンダーラン
ド（常盤野字黒森）
▽内容　岩木山自然学校が行う防災
対応炊飯学習の体験（嶽きみ収穫、
災害時炊飯実習、防災学習）
▽対象　市民＝10人（先着順）
▽参加料　1,000 円（嶽きみの収
穫代と昼食代として、当日徴収）
▽持ち物　軍手、タオル、長靴、帽
子、飲み物、嶽きみ収穫用の大きい
袋、動きやすい服装
※終了後、温泉に入浴できます。
■問９月１日までに、ボランティア支
援センター（元寺町、市民参画セン
ター内、☎38・5595）へ。

中学校卒業程度認定試験

▽受験資格　次の①～④のいずれか
に該当する人
①現在または過去に就学義務猶予免
除者であり、平成 27年３月 31日
までに満15歳以上になる人
②平成 27 年３月 31 日までに満
15歳以上になる人で、その年度の
終わりまでに中学校を卒業できない
と見込まれるやむを得ない事由があ
ると文部科学大臣が認めた人
③平成 27 年３月 31 日までに満
16歳以上になる人
④日本の国籍を有しない人で、平成
27 年３月 31 日までに満 15 歳以
上になる人
▽試験科目　国語、社会、数学、理
科、外国語（英語）
▽受験案内配布期間　９月 16日ま
で
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前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  178,434人　   （－              85）
　 男　　  81,609人　   （－              57）
　 女　　  96,825人　   （－              28）
・世帯数　 72,752世帯    （＋                      5）
平成 26年７月１日現在（推計）

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　市が行っている、健康づくりのためのさまざまな対策や取り組みについ
て紹介します。
○放送日　８月16日（土）、午前10時 15分～ 10時半
○放送局　青森テレビ（ATV）

「いきいき・健やかなまち　ひろさき」を目指して

お詫びと訂正
　広報ひろさき 8月１日号と同
時に配布しました「こくほ特集
号」の１ページに掲載した「平
成 26 年度の保険料率」の表中、
区分欄の「課題限度額（円）」
とあるのは「賦課限度額（円）」
の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問国保年金課（☎40・7045）

終了まで
▽作業時間　原則、午前８時～午後
５時（休憩含む。時間外勤務なし）
▽作業内容　葉取り、収穫作業など
▽対象　園地まで通勤可能で、はし
ごでの作業ができる人
▽賃金　園主との話し合いで決定
▽採用方法　面接による選考
■問ＪＡつがる弘前農作業従事者無料
職業紹介所（☎ 82・1052）、ＪＡ
相馬村農作業従事者無料職業紹介所
（☎84・3215）

農作業支援雇用対策事業
（スマイルアップ・ルモデル事業）
　市では、無料職業紹介所（ハロー
ワークなど）を通して新規作業員を
雇用するりんご農家に対し、研修期
間の賃金の一部を補助します。
▽条件　70歳以下の新規作業員
※これまでにこの事業を活用して雇
用した作業員、直接雇用した作業員
は対象になりません。
▽補助対象経費　①摘果／②袋掛け
／③袋はぎ／④葉取り玉回し／⑤収
穫の５作業につき、各５日間の研修
期間分の賃金（交通費は除く）
▽補助金額　２分の１以内（上限は
3,000円／日）
▽用意するもの　領収書（押印のあ
るもの）、作業日誌、紹介状、通帳、
印鑑。また、作業員の住所・生年月
日をお知らせください。
※必要書類はりんご課に用意してい
るので、希望者は連絡を。
■問りんご課（市役所６階、☎ 40・
7105）

若年者と女性のための
資格取得支援事業
　市では、求職中の若年者および女
性を対象とした、介護職員初任者研

修、パソコン（初級・中級）、医療
事務、日商簿記の講習会を開催しま
す。マンツーマン形式（介護研修を
除く）で個人のレベルにあった授業
を行い、早期就労を支援します。
▽ところ　ＪＭＴＣ弘前教室（外崎
４丁目）
▽対象　①および②に該当する人
①弘前市に住所を有し、失業中で求
職中の女性または 40歳未満の男性
②現在、雇用保険受給中か、ハロー
ワークに登録して、求職活動をして
いる人
▽定員　各科目10人（先着順）
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み手続き　申し込みには、
印鑑・雇用保険受給資格者証または
ハローワークカードの写し、身分証
明書（運転免許証など）の写しが必
要。申込書は商工政策課で配布。
※受講者の選考あり。受講日時は受
講者により異なります。詳しくはお
問い合わせを。
■問商工政策課就労支援係（☎ 35・
1135）

玉掛け技能講習

▽とき　９月17日～ 20日
▽ところ　学科＝サンライフ弘前
（豊田１丁目）／実技＝日本通運弘
前支店ターミナル（新里字中平岡）
▽対象　①申請時に求職中で、雇用
保険を受給している 35歳以上の人
（雇用保険の受給期間を終えてなお
求職中の人を含む）／②出稼労働者
手帳を所持している18歳以上の人
▽定員　５人（先着順）
▽受 講 料　１万円（テキスト代
1,645円が別途必要）
※クレーン、移動式クレーン、デ
リックの各運転士免許証および床上
操作式クレーン、小型移動式クレー

ンの各技能講習修了証の所持者は
6,760円。
▽申込期間　８月 27日～９月３日
の午前９時～午後５時
※申し込みには、印鑑、写真（縦
30㎜×横 24㎜）１枚、雇用保険受
給者証か出稼労働者手帳、自動車運
転免許証、前記資格所持者は各免許
証または修了証を持参してくださ
い。なお、代理人による申し込みは
できません。
■問弘前就労支援センター（駅前町、
ヒロロ３階、☎33・5657）

木のある暮らしに
木材利用ポイントプレゼント
　木造住宅や木製品などの購入で、
農林水産物や商品券などと交換でき
る「木材利用ポイント」（木造住宅
建築で最大 30万円分、内装・外装
の木質化で最大30万円分、さらに、
木製家具や薪ストーブなどの購入で
最大 10万円分）がもらえる事業を
実施中です。期限は９月 30日購入
分までです。
　詳しくは、お問い合わせを。
■問木材利用ポイント事務局（☎ナビ
ダイヤル 0570・666・799〈午
前 9時～午後５時〉）


