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　皆さんが住んでいる、学んで
いる弘前の魅力を短歌で表現し
てみませんか。
▼募集期間　９月 24日（金・
必着）まで
▼テーマ　①弘前をテーマにし
た短歌（弘前城・さくら・りん
ご・岩木山・禅林街・堀越城跡
など）、②自由なテーマで作る
短歌（自分の気持ちや日常など）
※未発表の作品に限ります。
▼対象　市内の小・中学生、高
校生
▼参加料　無料
▼応募方法　はがきや原稿用紙
など任意の紙に、①と②の作品
２首（どちらか１首でも可）・
郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号・学校名・
学年を記入し、郵送または E
メールで提出を。
▼結果発表　入賞作品は報道機
関等で発表するほか、入賞者に
は学校を通して賞状と記念品を
贈ります。
▼賞　小学校低学年・小学校高
学年・中学校・高校の各部・テ
ーマで、金・銀・銅各１首、秀
逸７首、佳作10首を選出。
■■問問弘前市歌人連盟（端田さん、
〒 036-8336、栄町２丁目４
の ８、 ☎ 090-7562-3336、
■■ＥＥ linkface0626@yahoo.
co.jp)
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　マイナポイントの申し込み期
限は令和３年９月末（予定）ま
でとなっていますので、忘れず

～あなたが想うひろさきを
詠む～「第２回小・中・高生
ひろさき短歌大会」作品募集

マイナポイントの手続きを
お忘れなく

に手続きしてください。また、
窓口の混雑が予想されるため、
マイナンバーカ
ードの受け取り
もお早めにお願
いします。
▼マイナポイントの付与対象者
　令和３年４月末までにマイナ
ンバーカードを申請し、申し込み
手続きの上、令和３年９月末（予
定）までにチャージか買い物を
した人
※ポイント付与のタイミングな
ど、詳しくは各決済事業者に問
い合わせを／手続きの詳細は総
務省ホームページ（https://
mynumberca rd .po in t .
soumu.go.jp/）で確認を。
■■問問マイナンバー総合フリーダイ
ヤル（☎0120-95-0178〈音
声ダイヤルに従って「５番」を
選択〉、平日午前９時 30 分～
午後８時、土・日曜日、祝日の
午前９時 30 分～午後５時 30
分）／マイナンバーカード普及
促進対策室（☎40-0506）

　国では、近年のス
マートフォンの普及
などに伴う携帯電話の通信量の
急増、地上デジタル放送への完
全移行などを踏まえ、周波数の
再編を行っています。
　今後、携帯電話事業者が新た
に 700MHz（メガヘルツ）帯
の周波数を使った携帯電話シス
テムの運用を開始することに伴
い、電波の影響で、テレビ放送
の画像が乱れたり映らなくなっ
たりするなどの受信障害が発生
することがあります。影響の出
る可能性がある地域では、携帯
電 話 事 業 者 が 設 立 し た
「700MHz 利用推進協会」の
担当者が、チラシの配布、家庭

テレビ受信障害に関する
重要なお知らせ

への訪問および対策作業（テレ
ビブースターの交換やテレビア
ンテナへの対策用フィルタの取
り付け）を行うことがあります。
※対策作業に費用は一切発生し
ません／担当者はテレビ受信対
策員証を携行していますので、
不審に思った場合は提示を求
め、コールセンターへお問い合
わせください。
■■問問 700MHz テレビ受信障害対
策コールセンター（☎ 0120-
700-012、午前９時～午後
10時、年中無休）
※ IP電話等でつながらない場合
は、050-3786-0700（有料）へ。

▼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、令和４年３月
31 日までに満 15 歳以上にな
る人
②保護者が就学させる義務の猶
予または免除を受けず、かつ、
令和４年３月 31 日までに満
15歳に達する人で、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ことについ
てやむを得ない事由があると文
部科学大臣が認めた人
③令和４年３月 31日までに満
16歳以上になる人（①および
④に掲げる人を除く）
④日本の国籍を有しない人で、
令和４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・願書受付期限
　９月３日（金）まで
▼試験日　10月 21日（木）
▼合格発表　12月１日（水）
■■問問文部科学省総合教育政策局生

令和３年度就学義務猶予免
除者等の中学校卒業程度認
定試験

護学科・自衛官候補看護学生）】
▼受験資格　高卒者で（見込み
の人を含む）、21歳未満の人
▼試験日・会場　医学科…10
月 23日（土）／看護学科・自
衛官候補看護学生…10 月 16
日（土）、ともに青森第二合同
庁舎（青森市長島）
▼受付期間　医学科…10 月
13 日（水）まで／看護学科・
自衛官候補看護学生…10月６
日（水）まで
【一般曹候補生】
▼受験資格　18 歳以上 33 歳
未満の人
▼試験日・会場　９月 18 日
（土）、弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）
▼受付期限　９月６日（月）まで
【自衛官候補生（男女）】
▼受験資格　18 歳以上 33 歳
未満の人
▼試験日・会場　男子…９月
25 日（土）・26 日（日）、会
場未定／女子…10月１日（金）、
青森駐屯地（青森市浪館）
▼受付期間　９月６日（月）まで
※詳しくは問い合わせを。
■■問問自衛隊弘前地域事務所（☎
27-3871）

　自筆証書遺言
書を法務局に預
けることで、遺
言書を他人に見
られることがなく、遺言書の改
ざんや紛失を防ぎ、相続をめぐ
る紛争を防止できる制度です。
自身の財産を確実に家族等に託
すことができ、家庭裁判所の検
認も不要となります。
　今年の４月から、遺言者が希
望すれば、遺言者が亡くなった
後、相続人等からの死亡の連絡
を待たず、法務局が戸籍情報と
連携し、遺言者が指定した人に

自筆証書遺言書保管制度

涯学習推進課（☎ 03-5253-
4111、内線 2643・2024）

　移住・交流フェアに市の相談
ブースを出展します。首都圏に
弘前への移住を検討している知
り合いがいる人は周知のご協力
をお願いします。
▼とき　９月18日（土）
　　　　午前10時～午後６時
▼開催場所　東京会場＝UDX
ギャラリー（東京都千代田区外
神田４丁目）、青森会場＝新町
キューブ（青森市新町２丁目）
※市は東京会場に出展します
が、青森会場や自宅等からオン
ライン（会議システム「Zoom」
を使用）での相談が可能です。
▼その他　専用ホ
ームページ（右の
ＱＲコード）で、
申し込み方法や出
展ブースの確認を。
■■問問青森県企画政策部地域活力振
興課移住・交流推進グループ（☎
017-734-9174）

【防衛大学校（推薦・総合選抜・
一般）】
▼受験資格　高卒者で（見込み
の人を含む）、21歳未満の人
▼試験日・会場　推薦…９月
25 日（土）・26 日（日）、防
衛大学校（横須賀市走水）／総
合選抜…９月 25 日（土）、仙
台駐屯地（仙台市宮城野区）／
一般…11 月６日（土）・７日
（日）、青森第二合同庁舎（青森
市長島）
▼受付期間　推薦・総合選抜…
９月５日（日）～10日（金）
／一般…10月27日（水）まで
【防衛医科大学校（医学科・看

青森県Ｕ・Ｉターン×交流
フェア

自衛官募集

遺言書を法務局が保管している
旨の通知を行うことができるよ
うになりました。遺言を検討し
ている人は、ぜひご利用くださ
い。
※詳しくは問い合わせを。
■■問問青森地方法務局弘前支局（☎
26-1150〈音声案内２番〉）

　副業・兼業の求人情報を提供
し、県内企業の人材確保と副業・
兼業を希望する人の就労を支援
するサイトです。
　求人情報の掲載を希望する事
業所はホームページから登録を
お願いします。
　副業・兼業を希望する人はホ
ームページ内の各求人情報に記
載されている採用担当者に、「あ
おもりサイドジョブセンターの
ホームページを見た」と伝え、
直接問い合わせしてください。
※登録料・利用料はすべて無料。
（追加費用は一切発生しません）
■■問問あおもりサイドジョブセンタ
ー（☎ 080-1515-1501、■■ＨＨ
h t t p s : / /www.aomor i -
fukugyou.com）

　中小企業退職金共済制度は、
中小企業のための国の退職金制
度です。事業主はぜひ活用して
ください。
▼制度の特長　①掛金の一部を
国が助成、②掛金は全額非課税、
③社外積立型で退職金の管理が
簡単、④離転職時に他の年金制
度などに積立資産の持ち運びが
可能
■■問問勤労者退職金共済機構中小企
業退職金共済事業本部（☎03-
6907-1234、■■ＨＨ http://chu
taikyo.taisyokukin.go.jp/）

あおもり副業・兼業情報
サイト

中小企業退職金共済制度


