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して３年を経過していない人および
平成 28年３月までに高校または中
等教育学校を卒業する見込みの人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽第１次試験日　９月６日（日）
▽申し込み方法　６月 22 日～７
月１日に、インターネット（申込
専用アドレス http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.html） で申
し込んでください。
※インターネットでの申し込みがで
きない場合は、最寄りの税務署、仙
台国税局人事第二課または人事院
東北事務局に受験申込書を請求し、
６月22日～ 24 日に、郵送（６月
24日の消印有効）または持参を。
■問人事院東北事務局（☎仙台022・
221・2022）／仙台国税局人事
第二課試験研修係（☎仙台 022・
263・1111、内線 3236）

による入試の説明、カリキュラムな
どの説明
▽対象　人文社会科学研究科に興味
のある人
■問 弘前大学人文学部教務担当
（ ☎ 39・3941、 ■Ｅ jm3941@
hirosaki-u.ac.jp、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

弘前アクターズスクール
生徒募集
　大好きな歌やダンスなどのパ
フォーマンスを磨き、地域活性化を
目指して一緒に弘前を盛り上げてい
きませんか。
▽書類審査応募締め切り　７月 15
日（水）
▽第２次審査　７月 25 日（土）、
午後５時半～８時

▽審査内容　面接、歌唱、体力テス
ト
▽対象　小学校３年生～中学校３年
生の女子
▽活動内容　週２回のレッスン、年
２回の合宿、県内外のイベント同行、
劇団 RINGOAME・パワーライブ
の出演など
▽受講料　無料
※詳しくはホームページ（http://
www.ringomusume.com/）をご
覧ください。
■問リンゴミュージック（☎ 34・
1414）

国家公務員（税務職員）
採用試験
▽受験資格
①４月１日現在、高校または中等教
育学校を卒業した日の翌日から起算

市民ボランティアによる
パソコン講座
【エクセル 2010 入門講座】
▽と き　７月 14 日・21 日・28
日の午前 10時～午後３時
※３日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　表計算ソフト（エクセル
2010）を使用した基本的な操作
※エクセル 2010 以外のバージョ
ンを使っている人は操作方法が異な
りますので、ご注意ください。
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、USBメモリ、
昼食
▽受け付け開始　６月 21日、午前
８時半～
※定員になり次第締め切り。電話で
も受け付けます（受付時間は午後５
時まで）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」夏期セミナー
　「実例に学ぶ成年後見制度」をテー
マに開催します。
▽日程と内容

〇７月 18 日（土）、午前９時 45
分～＝開講式、午前 10時～＝講義
①、午後１時～＝講義②
〇７月 19 日（日）、午前９時 45
分＝講義③、午後１時～＝講義④
※受け付けはいずれも午前９時半か
ら。終了後、修了証書贈呈（全講義
修了者）と懇親会あり。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽対象　全講義受講可能な人
▽定員　40人（先着順）
※事前に予約できます。
▽参加料　2,000 円（懇親会参加
の場合は別途300円）
■問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■Ｆ 38・
1829、北川さん、☎兼■Ｆ 33・
0393）　

おでかけ緑の講習会を
利用しませんか
　植物に関する疑問はありません
か。樹木医、グリーンアドバイザー、
造園技能士が学習会などのお手伝い
をします。この機会にぜひご利用く
ださい。
▽受付期間　開催日の１カ月前まで
（年末年始を除く）
▽時間　午前９時～午後５時のうち
３時間以内
▽対象　市内に在住・在勤・在学す
る複数人で構成された町会、学校、
団体、グループなどが主催する事業

▽料金　無料
※一部有料となる場合がありますの
で、詳しくはホームページ（http://
www.hirosakipark.or.jp/）をご
覧になるか、問い合わせを。
■問市みどりの協会（☎33・8733）

彩書道を学んでみませんか

　彩書道とは、筆の穂に混ざり合わ
ない複数の異なる色を付けて、一筆
で書く書法です。色には感情があり
ます。複数の色彩から生まれる無限
の可能性を楽しんでみませんか。
▽活動日　第２・４金曜日の午後６
時～８時（初回は６月26日）
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階
▽対象　高校生以上の書道経験者＝
15人
▽受講料　無料
▽持ち物　墨書道の道具、半紙、墨
汁
■問前日までに、日本彩書道会（田澤
さん、☎32・5676）へ。

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活
協同組合青森事務
所が行う出張相談
会です。相談は予約
制です。事前に電話
で申し込んでくだ
さい。
▽とき　７月１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）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

弘前大学人文社会科学研究科
（大学院修士課程）入試説明会
▽とき　６月26日（金）
　　　　午後６時～７時
▽ところ　弘前大学（文京町）人文
学部４階多目的ホール
▽内容　学生募集要項（当日配布）
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　市内で新たな事業に取り組む人を支援す
るため、ビジネスプランを募集します。起業を考えている人、アイ
デアを提供できる人は奮ってお申し込みください。
▽応募資格　独創性のあるアイデアを持つ個人・団体、学生（18歳～）で、
9月 13日に実施する最終審査会に参加できる人。
▽募集締め切り　７月21日（必着）
▽その他　最優秀賞には賞金 10万円の贈呈と起業支援として最大 150万
円の補助があります。
※詳しくはホームページをご覧ください。
■問弘前商工会議所青年部事務局（〒 036・8567、上鞘師町 18 の１、☎
33・4111、■Ｈ http://www.h-yeg.com/）

奨励金を交付します
月から12カ月間
▽支給額　１人＝月額３万円
▽申請期間　雇い入れた月の翌月か
ら６カ月経過後15日以内

障がい者雇用奨励金

　市では、市内に住所を有する障が
い者を雇用する事業主に対して、奨
励金を交付します。
▽交付対象事業主　国の特定求職者
雇用開発助成金の支給対象となった
障がい者を、助成金受給終了後も継
続して雇用する事業主
▽交付対象期間　国の助成金の支給
対象期間が満了した日の翌月から最
長12カ月間
▽１人当たりの支給額（月額）
①重度障がい者（市内の事業所）＝
２万4,000円／②重度障がい者（市
外の事業所）＝２万円／③その他の
障がい者（市内の事業所）＝１万
2,000円／④その他の障がい者（市
外の事業所）＝8,000円
▽申請期間　交付対象期間の最初の
６カ月を第１期、次の６カ月を第２

期とし、各期の満了した日の翌日か
らその年度内まで

正規雇用等転換奨励金

　市では、市内に住所を有する非正
規雇用労働者を正規雇用等に転換
し、国のキャリアアップ助成金（正
規雇用等転換コース）の交付を受け
た後、引き続き正規雇用等をした事
業主に対して、奨励金を交付します。
▽交付対象事業主　次の①～③のす
べてに該当する事業主
①国のキャリアアップ助成金（正規
雇用等転換コース）の交付を受けて
いること／②市内に事業所を有して
いること／③市税等の滞納がないこと
▽交付対象期間　キャリアアップ助
成金の算定基礎となる期間の最終日
の属する月の翌月から12カ月間
▽支給額　１人＝月額３万円（１事
業所３人まで）
▽申請期間　交付対象期間の最初の
６カ月を第１期、次の６カ月を第２
期とし、各期の満了した日の翌日か
らその年度内まで

新規高等学校卒業者
雇用奨励金

　市では、平成 25 年３月、26 年
３月、27年３月に高校を卒業した
人（いずれも市内在住で、短大・専
門学校を卒業していない人）を、常
用労働者として雇い入れた事業主に
対して、奨励金を交付します。
▽交付対象事業主　次の①～④のす
べてに該当する事業主
①市内に事業所を有する雇用保険適
用の事業主／②対象となる新規高卒
者のうち、平成 25年３月または平
成 26年３月に高校を卒業した人を
平成27年４月１日～８月31 日の
間に雇い入れていること、もしくは
平成 27年３月に卒業した人を平成
27年４月２日～８月 31日の間に
雇い入れていること（平成 27年 9
月１日以降に雇い入れる場合は平成
28年度以降の奨励金の交付対象と
なる予定）／③過去６カ月の間、解
雇者を出していないこと／④市税等
の滞納がないこと
▽交付対象期間　雇い入れた月の翌

～共通事項～６カ月間雇用が継続した実績により、２回に分けて交付します。　　■問商工政策課（☎35・1135）


