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　求職中であれば誰でも無料で
参加でき、面接も可能です。
27日（金）は医療従事者に関
する内容です。
▼とき　①８月10日（火）・②
27日（金）、午後１時30分～
４時30分（受け付けは午後１
時～）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼定員　①…20人程度、②…
制限なし
▼参加企業数（予定）　①…３
社以上、②…３～６社程度
▼その他　参加希望者は当日ま
でに申し込みを。ハローワーク
に未登録の人も参加可。雇用保
険受給者は雇用保険受給資格者
証の持参を。参加企業は、青森
労働局または市ホームページで
ご確認ください。UJI ターン求
職者は、スカイプ（インターネ
ットによるテレビ電話）での面
談ができます（開催日の７日前
までに申し込みが必要）。
■■問問 I・M・S（弘前就労支援セ
ンター内、ヒロロ〈駅前町〉３
階、☎55-5608）

　市内企業の採用
担当者からオンラ
インで仕事の内容
や福利厚生などの
説明が受けられるほか、チャッ
ト機能を利用した意見交換タイ
ムも設けています。気軽にお申
し込みください。
▼とき　８月26日（木）
　　　　午後１時～５時
▼対象　高校生や大学生、U
ターン希望者など、市内企業へ
の就職を検討している人

求人説明会・ミニ面接会

スマホから「オンライン企業
説明会」に参加しませんか？

▼参加料　無料
▼参加企業・申し
込み方法　特設ホ
ームページ（QRコ
ード）でご確認く
ださい。
■■問問 I・M・S（土手町、☎ 32-
5801）

　これからのキャリアプランを
考える、女性限定のオンライン
セミナーです（希望者にはキャ
リアコンサルティングも実施）。
▼とき　セミナー…8月 19日
（木）、午前 10 時～ 11 時 30
分／キャリアコンサルティング
…8月 19日（木）・21日（土）・
25日（水）
※時間等の詳細はホームページ
を確認してください。
▼講師　中野綾子さん（キャリ
アコンサルタント）
▼対象　在職中または求職中の
女性＝30人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料（ただし閲覧に
かかる通信料は自己負担）
▼申込期限　８月15日（日）
■■問問青森キャリア形成サポートセ
ンター（☎ 017-723-5315、
■■ＨＨ https://carisapo.mhlw.
go.jp）

　女性を応援する個別相談会で
す。女性アドバイザーが優しく
丁寧に対応します。

▼とき　毎月第３金曜日、①午
前 10 時～ 11 時 30 分、②午
後１時～２時 30分、③午後２
時30分～４時

私のための「私」活躍セミナー

女性創業相談 DAY

▼ところ　青森県信用保証協会
弘前支所（弘前商工会議所〈上
鞘師町〉３階）
▼対象　創業予定または創業後
間もない（５年未満）女性
▼受講料　無料
※事前の申し込みが必要。
■■問問 青森県信用保証
協会創業支援課（☎
017-723-1356）
または右の QR コ
ードから申し込みを。

▼とき　８月24日（火）
　　　　午後３時～３時20分
▼対象　高校生、大学生、短大
生、専門学校生ほか、45歳未
満の求職者
▼参加料　無料（ただし閲覧に
かかる通信料は自己負担）
▼その他　オンライン会議シス
テム「Zoom」を使用。詳しく
はホームページで確認を。
■■問問ジョブカフェあおもり（☎
017-731-1311、 ■■ＨＨ http://
www.jobcafe-aomori.jp/
aozemi/）

　農林部、JAつ
がる弘前、JA相
馬村および JA
津軽みらいの無
料職業紹介所で
は、りんご生産作業に従事した
い人を募集しています。
▼作業期間　８月下旬から 11
月の収穫終了まで
▼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／半日や短時間など相談
に応じます）
▼作業内容　りんごの葉取り、
玉回し、収穫など
※りんご以外の農作業について

就活あおゼミ

農作業従事者を募集

も相談に応じます。
▼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　園主との相談の上決定
▼採用方法　面談による選考
■■問問弘前市農業無料職業紹介所
（ 上 白 銀 町、 ☎ 40-7102）、
JAつがる弘前農作業従事者無
料職業紹介所（五代字早稲田、
☎ 82-1052）、JA相馬村農作
業従事者無料職業紹介所（五所
字野沢、☎ 84-3215）、JA津
軽みらい石川グリーンセンター
（石川字家岸、☎92-3311）
※いずれも受け付けは平日の午
前８時30分～午後５時。

【自分で帳簿をつけて申告して
みよう！農業所得の青色申告】
　ひろさき農業総合支援協議会
では、農業経営力向上のため、
これから青色申告に取り組むこ
とを検討している農業者を対象
に、青色申告研修会を開催しま
す。
▼とき　８月 17 日（火）、午
後１時～５時頃／ 18日（水）、
午前９時30分～午後５時頃
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼内容と講師
17 日…青色申告の始め方、収
入保険について、農業の青色申
告の概要、損益計算書勘定科目
の仕分けの考え方／講師＝税務
署職員、NOSAI 青森、青森県
農業会議、公認会計士等
18日…複式簿記の基礎、青色

農業者向け青色申告研修会

申告ソフト紹介／講師＝青森県
農業会議等
※内容や講師等に変更が生じる
ことがあります。１日目のみ、
２日目のみの参加も可能です
が、できるだけ両日に参加して
ください。
▼対象　これから青色申告を始
めることを検討している市内の
農業者＝各日35人（先着順）
▼参加料　無料
▼申し込み方法　８月 12 日
（木）までに、電話かファクス、
Eメールのいずれかで、ひろさ
き農業総合支援協議会事務局に
申し込みを。
※氏名・電話番号・参加希望区
分（１日目のみ・２日目のみ・
両日）をお知らせください。
■■問問ひろさき農業総合支援協議会
事務局（農政課内、☎ 40-
0767、■■ＦＦ 32-3432、■■ＥＥ nina
ite@city.hirosaki.lg.jp）

　身の回りにあるさまざまな紙
の芯を使った、子どもたちのア
イデアあふれる作品を募集しま
す。作品はプラザ棟に展示し、
来場者の一般投票でプラザ賞を
決定！応募者には全員に参加賞
を贈呈します。
▼対象　弘前市、平川市、大鰐
町、藤崎町、板柳町、西目屋村
の小学生および特別支援学校の
児童（個人またはグループ）
▼応募規定
○材料…メインの
部分が紙の芯であ
れば、他の部分の
材料の種類は問い
ません。
○大きさ…40㎝× 40㎝× 40
㎝以内
○その他…他のコンテスト（学
校内のものを除く）に出品した

「第 16 回廃品おもしろ工夫
展 in プラザ棟」の作品募集！

ことがないもの
▼応募方法　申込用紙に必要事
項を記入し、８月 24 日（火）
～９月５日（日）の午前９時～
午後４時に、弘前地区環境整備
センタープラザ棟（町田字筒井）
へ、個人・グループ・学校ごと
に作品を持ち込んでください。
申込用紙と募集要項は弘前地区
環境整備センタープラザ棟で配
布しているほか、ホームページ
（http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kankyoseibi/
plaza/）からダウンロードで
きます。
▼作品展示期間　９月 11 日
（土）～11月７日（日）
▼一般投票期間　９月 11 日
（土）～10月 31日（日）
※表彰式は中止または内容を変
更する場合があります。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（☎ 36-3388、月曜日
〈月曜日が祝日の場合は翌日〉
は休み）

　10月１日から全国一斉に始
まる「赤い羽根共同募金」運動
に先駆け、今年は８月１日から
ピンバッジ募金を開始します。
　弘前市共同募金委員会事務局
窓口で 500 円以上募金をした
人に、今年は「弘前ねぷた」と
「たか丸くん」
がコラボした
デザインのピ
ンバッジ（数
量限定）を進
呈します。
　集まった募金は、地域の福祉
活動へ役立てられますので、皆
さんのご協力をお願いします。
■■問問弘前市共同募金委員会事務局
（宮園 2丁目、弘前市社会福祉
協議会内、☎33-1161）

「赤い羽根共同募金」運動へ
ご協力を
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