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　事業継続に意欲的に取り組む
県内中小企業者等に対し、支援
金を給付します。
▼支援金額　法人＝ 60 万円、
個人事業主＝ 30万円（１事業
者あたり／定額／１回まで）
▼対象　県内に事業所がある大
企業以外の法人・個人事業主
▼申請期限　10月 31日（日・
当日消印有効）
　給付には要件があります。詳
しくは「青森県　事業継続支援
金」で検索を。申請書の様式も
ダウンロードできます。
■■問問青森県中小企業者等事業継
続支援金電話相談窓口（☎
0120-740-361）

▼とき　９月28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
▼内容　面接対策
▼参加料　無料（通信費は自己
負担）
▼その他　オンライン会議シス
テム「Zoom」を使用します。
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/）

　求職中であれば誰でも無料で
参加でき、面接も可能です。
▼とき　９月17日（金）・28
日（火）の午後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

青森県中小企業者等
事業継続支援金

就活あおゼミ

求人説明会・ミニ面接会

階市民文化交流館ホール
▼定員　20人程度
▼参加企業数　３社以上（予定）
▼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）

　介護現場へ就労意欲のある人
を対象にした、基本的な知識・
技術が習得できる講習です。
▼とき　10 月 12 日（火）～
15 日（金）の午前 10 時～午
後５時
▼ところ　市民会館（下白銀町）
▼対象　県内在住で４日間の講
習に全て参加できる人＝20人
▼受講料　無料
▼申込期限　９月21日（火）
■■問問介護労働安定センター青森支
部（ ☎ 017-777-4331、 ■■ＨＨ
http://www.kaigo-center.
or.jp/）

　ひろさき若者サポートステー
ションは、働くことに踏み出し
たい若者や就職氷河期世代のた
めの就労相談窓口です。
　自分に向いている仕事が分か
らない、ブランクがあり再就職
が不安、働く自信がない、人と
話すことが苦手などの悩みに対
応します。

介護基本技術講習
受講生募集！

働くことに悩む若者を支援

▼対象　15 歳～ 49 歳の人と
その家族
▼利用料　無料
■■問問ひろさき若者サポートステー
ション（☎35-4851、■■ＨＨ https://
hirosapo.ims-hirosaki.
com）

　日本遺族会では、先の大戦で
父などを亡くした遺児を対象
に、父などが戦没した旧戦地（東
南アジア・中国など）を訪れて
慰霊追悼を行うとともに、現地
の人との友好親善を深めること
を目的に、「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」を実施して
おり、参加者を募集しています。
詳しい日程や訪問地、申し込み
方法については問い合わせを。
■■問問日本遺族会事務局（☎ 03-
3261-5521）

　西目屋村にある白神山地は、
２年後の 2023 年に世界自然
遺産登録 30 周年を迎えます。
白神山地PRラッピングバス２
台が市内各所を運行中ですの
で、ぜひご覧ください。
■■問問 国際広域観光課（☎ 40-
7017）

　収納課では、平日の日中に納
税相談ができない人のために、
夜間・休日納税相談日を設けて
います。
▼夜間納税相談　９月 21 日
（火）・22日（水）・24日（金）・

戦没者遺児の皆さんへ

白神山地PRラッピングバス

夜間・休日納税相談

27 日（月）・28日（火）の午
後５時～７時30分
▼休日納税相談　９月 26 日
（日）、午前９時～午後４時
　納期限までに納付できない事
情がある人は、未納のままにせ
ず、相談においでください。
　納税相談日は電話での相談や
市税などの納付もできます。
※特別な理由がなく、納付およ
び連絡がない場合、差し押さえ
処分を執行することがあります。
■■問問 収納課（市役所２階、☎
40-7032、40-7033）

　地方税ポータルシステム
「eLTAX」は、法人県民税・法
人事業税・特別法人事業税の申
告などの手続きをインターネッ
トで行うシステムです。
　eLTAXを利用すると、オフ
ィスや自宅のパソコンから申告
できるため、申告書を窓口に持
参したり、郵送したりする必要
がなく、とても便利です。
　詳しくは eLTAXホームペー
ジ（https://www.eltax.lta.
go.jp/）をご覧ください。
■■問問中南地域県民局県税部課税第
一課（☎ 32-1131、内線 228）

▼実施日　第３回＝
10月６日（水）・７日
（木）、第４回＝ 12月
９日（木）・10日（金）、
第５回＝来年３月３日
（木）・４日（金）
※２日間の受講が必要。
▼実施時間　１日目…午前９時
30分～午後４時／２日目…午
前９時30分～午後４時20分
▼ところ　第３回・第５回＝岩

地方税の申告などは eLTAX
（エルタックス）が便利です

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を

木文化センター（賀田１丁目）
１階ホール、第４回＝黒石消防
署（黒石市追子野木１丁目）２
階講堂
▼定員　第３回・第５回＝ 70
人、第４回＝40人
▼受付期間　第３回＝９月６日
（月）～ 10日（金）、第４回＝
11月８日（月）～12日（金）、
第５回＝来年１月 31 日（月）
～２月４日（金）
※定員になり次第、受付終了。
▼受講料　無料（事前に書店な
どでテキストの購入が必要）
※詳細はホームページ（http://
www.hirosakifd.jp/）で確認
できます。
■■問問 弘前消防本部予防課（☎
32-5104）、最寄りの消防署・
分署へ。

▼対象　保護者が青森県民で、
東京都またはその近郊の大学、
専修学校等に在学または入学見
込みの男子学生
▼ところ　東京都小平市鈴木町
１丁目103の１
▼部屋・設備　個室（ベッド・机・
エアコンなど備え付け）
▼経費　入寮費年額３万円、寮
費月額３万円、食費１食450円
（平日の夕食のみ・希望制）、電
気料金実費（上・下水道料無料）
■■問問青森県育英奨学会（県教育委
員会教職員課内、☎ 017-734-
9879、■■ＨＨ https://syougaku
kai.wixsite.com/aomori-ryo）

▼資格　保護者
と同居し、保護
者またはこれに準ずる人の送迎
による通園時間が片道１時間以
内であること

青森県学生寮入寮生募集

弘前大学教育学部附属
幼稚園の園児募集

▼募集対象　平成 30年４月２
日～ 31年４月１日生まれの３
歳児＝30人
※４歳児・５歳児については問
い合わせを。
▼願書交付・受付　交付＝９月
３日（金）～17日（金）、受付
＝９月28日（火）～10月８日（金）
▼入園選考日　10 月 14 日
（木）・15日（金）
■■問問弘前大学教育学部附属幼稚園
（学園町、☎32-6815）

　受検希望者はご参加ください。
▼とき　10月 21日（木）
　　　　午後２時30分～
▼ところ　弘前大学教育学部附
属小・中学校（学園町）体育館
※説明会の詳細と募集要項は、
10月１日（金）以降に各学校
のホームページに掲載します。
■■問問弘前大学教育学部附属小学校
（☎ 32-7202）、弘前大学教育
学部附属中学校（☎32-7201）

▼募集科・定員　自動車システ
ム工学科・建築システム工学科
＝各20人（訓練期間２年間）
※定員は推薦試験合格者を含む。
▼応募資格　公共職業安定所に
求職申し込みをし、受講指示、
受講推薦または支援指示を受け
られる見込みの人で、学校教育
法による高卒者（令和４年３月
卒業見込みを含む）またはこれ
と同等以上の学力を有する人
▼受付期間　10月 12日（火）
～11月 17日（水）
▼試験日　11月 26日（金）
※詳しくは問い合わせを。
■■問問県立弘前高等技術専門校（☎
32-6805）

弘前大学教育学部附属
小・中学校　合同学校説明会

県立弘前高等技術専門校
入校生募集

９月28日（火）

介護基本技術講習

弘前大学教育学部附属
幼稚園の園児募集


