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青森県営農大学校
平成28年度学生募集
　青森県営農大学校は、農業経営者
を養成する県立の大学校です。
　このたび、平成 28年度の入学生
を募集します。
▽募集課程と定員　畑作園芸課程・
果樹課程・畜産課程の３課合わせて
70人（推薦は定員の３分の２以内）
▽修業期間　２か年（全寮制）
▽募集期間・試験日程
①推薦選考　出願受付＝ 10月７日
～ 21 日／選考日＝ 11 月 13 日／
合格発表＝11月 24日
②一般募集　出願受付＝ 12月１日
～ 15日／選考日＝平成 28年１月
22日／合格発表＝平成 28年２月
１日
③二次募集（定員に満たない場合に
実施）　出願受付＝平成 28年２月
２日～９日／選考日＝平成 28年２
月 19日／合格発表＝平成 28年２
月 29日
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
▽願書請求　封筒に「願書請求」と
朱書きし、宛先を記入した角形２号
封筒（205円切手貼付）を同封し、
請求を。
■問青森県営農大学校教務研修課
（〒 039・2598、上北郡七戸町
字大沢 48 の８、☎七戸 0176・
62・3111、 ■Ｈ http://www.
applenet.jp/~einou/）

平成28年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
▽募集科と定員　自動車システム工
学科・建築システム工学科＝ 各 20
人

▽応募資格　高卒者（平成 28年３
月卒業見込みを含む）または高卒以
上の学力を有する人
▽訓練期間　平成 28年４月～平成
30年３月（２年間）
▽受付期間　10月５日～11月 20
日
▽試験日　12月３日
※詳しくはお問い合わせください。
■問県立弘前高等技術専門校（☎
32・6805）

児童・生徒の募集

【弘大附属小学校】
▽募集人員　107 人（附属幼稚園
からの進学者を含む）
▽資格　
①平成 21年４月２日～平成 22年
４月１日生まれ
②保護者と同居していること
③通学に要する時間が片道１時間以
内であること（青森市からの通学は
浪岡地区のみ可）
▽応募書類の交付・受付　交付＝
９月 24日～ 10 月 21 日／受付＝ 
10 月26日～11月６日（郵送不可）
※時間は午前９時～午後４時（土・
日曜日、祝日を除く）。
▽選考日程　選考日＝ 12月５日／
合格者発表＝12月９日
■問弘前大学教育学部附属小学校（学
園町、☎32・7202）
【弘大附属中学校】
▽募集人員　165 人（附属小学校
からの進学予定者約110人を含む）
▽資格　
①平成 28年３月に小学校を卒業見
込みの児童
②保護者と同居していること
③通学に要する時間が片道１時間以
内であること（青森市からの通学は
浪岡地区のみ可）

▽応募書類の交付・受付　交付＝
11 月９日～ 17日／受付＝ 11月
13日～ 24日（郵送不可）
※時間は午前９時～正午と午後１時
半～３時（土・日曜日、祝日を除く）。
▽選考日程　選考日＝ 12月 23日
／合格者発表＝12月 26日
■問弘前大学教育学部附属中学校（学
園町、☎33・2159）

自衛官募集

【防衛大学校（推薦）】
▽受付期間　９月５日～９日
▽試験日　９月26日・27日
【防衛大学校（総合選抜）】
▽受付期間　９月５日～９日
▽試験日　９月26日
【防衛大学校（一般前期）】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日　11月７日・８日
【防衛医科大学校医学科学生】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日　10月 31日、11月１日
【防衛医科大学校看護科学生（自衛
官候補看護学生）】
▽受付期間　９月５日～30日
▽試験日　10月 17日
～共通事項～
▽受験資格　高卒者（見込みを含
む）、18歳以上 21歳未満の人
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

建設業退職金共済制度

　安全・確実な国の退職金制度です。
事業主の皆さん、ぜひご活用くださ
い。
▽制度の特長
○退職金は企業間を通算して計算
○掛金の一部を国が助成
○掛金は全額非課税

○公共工事の入札に関する経営事項
審査で加点評価
■問建設業退職金共済事業本部青森県
支部（☎青森017・732・6152）

第８回ふるさとあおもり
景観賞の応募受付中
　ふるさと青森の個性を生かした魅
力ある景観（町並み・活動など）を
応募してみませんか。最優秀賞受賞
者にはクオカード 5,000 円分を贈
呈します。
▽応募締め切り　平成 28 年１月
31日（必着）
※ 詳しくは、募集要項または
県ホームページ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/keikan/
keikanshou.html）をご覧くださ
い。
■問県土整備部都市計画課都市計

画・景観グループ（☎青森 017・
734･9681）／都市政策課（市役
所５階、窓口552、☎ 35・1134）

国民健康保険被保険者証が
新しくなります
　国民健康保険被保険者証が 10月
１日から更新されます。８月末現在
で作成し、９月中旬に個人ごとに発
送しますので、お手元に届いたら次
の内容を確認してください。
①国保喪失の手続きをしていない人
＝社会保険の保険証を持参して手続
きをしてください。
②既に国保喪失の手続きをしている
人＝保険証を返還してください。
③保険証の内容に変更または誤りの
ある人＝保険証を持参し、国保年金
課で訂正の手続きをしてください。
④９月中に市内で転居する人＝保険

証の訂正のほか、郵便局にも「転居
届」を出してください。
　新しい保険証の色は「水色」で、
有効期限は一部を除き平成28 年９
月 30日です。また、昨年と同様に
保険証を入れるカードケースを同封
しますので、ご活用ください。
■問国保年金課国保保険料係（市役所
１階、窓口158、☎ 40・7045）

行政書士弘前コスモス会に
よる無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で
す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　９月８日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階　
多世代交流室１
■問弘前コスモス会（ふたば行政書士
事務所、二葉さん、☎88・8781）
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※質問は 13ページに掲載。

答えは、②の１日３リットルだよ。いつ
起こるかわからない災害に備えるため、
水以外にも食料やラジオ、懐中電灯、
ヘルメットなどの非常用品を家族み
んなが分かるところに準備して
おいて、時々みんなで点検する
ようにしよう！

大石武学流庭園
　津軽地方独自の庭園様式である「大石武学流庭園」は、
その高い文化的価値から、平川市の盛美園、黒石市の金平
成園、そして当市の瑞楽園が国の名勝に指定されています。
　今回、大石武学流庭園を中心とした津軽の庭巡りおよび
シンポジウムを開催しますので、奮ってご参加ください。
【津軽の庭巡り～大石武学流庭園を中心に津軽地域のお庭
について学びます～】
▽とき　９月 20日（日）、午前９時～午後４時（集合は
午前８時45分）
▽集合　ＪＲ弘前駅城東口
▽コース　成田家庭園→貞昌寺→正伝寺→金平成園→鳴海
家→松の湯→レストラン御幸→清藤氏書院庭園→清藤家庭
園→堀越城跡→弘前駅城東口解散
※バス移動あり。
▽定員　40人
▽参加料　4,000円（庭園入園料および昼食代含む）

▽ガイド　今井二三夫さん（青森県文化財審議委員長）
■問弘前観光コンベンション協会（☎35・3131）
【大石武学流庭園シンポジウム～津軽の庭の価値と継承～】
　日本庭園史の中の大石武学流について講演を行います。
▽とき　９月23日（水・祝）、午後１時～４時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）４階市民文化交流館ホール
▽内容　基調講演…講師・
仲隆裕さん（京都造形芸
術大学歴史遺産学科教
授）、パネルディスカッシ
ョン、報告　
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問文化財課文化財保護
係（岩木庁舎内、☎ 82・
1642）


