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　青森県営農大
学校では、農業
機械の適正な導
入と、効率的で
安全な利用を推進するため、次
の研修を実施しています。
①農作業安全研修
　農業機械の取扱操作と農作業
安全に関する知識・技能を習得
するとともに、大型特殊自動車
免許またはけん引免許（いずれ
も農耕作業用自動車限定）の取
得を目的に行う研修です。一般
農業者コースと新規就農者コー
スがあります。
▼研修内容（各コース共通）
農業機械の構造・機能と取扱、
農業機械の作業安全、トラク
ター・けん引運転の安全教則、
農業機械の運転操作と取扱作
業、道路交通法に則った基本走
行、トラクター・けん引の安全
運転操作法
※免許取得には、青森県運転免
許センター（青森市）で技能試
験を受験し、合格する必要があ
ります。
▼研修期間と対象　農作業安全
（一般）…５日間、対象＝一般
の農業者と農業関係者／農作業
安全（新規就農）…５日間、対
象＝新規就農者（就農からおお
むね５年以内）と社会人の就農
希望者
②農業機械整備研修
　農業機械の性能や安全性を確
保し、農業機械費のコスト低減
を促進するため、農業機械の整
備と管理方法についての知識・
技能を習得できる研修です。
▼研修期間　１日間
～共通事項～
▼受講資格　市内に居住する
満 18歳以上の農業者、農業後
継者、市内の農業法人等への就

農業機械利用技能者育成研修
業者と農業関係者／運転免許証
（住所が青森県内となっている
こと）を所持していること／け
ん引免許受講者は原則として大
型特殊自動車免許を取得してい
る人
▼受講願提出方法　「農業機械
利用技能者育成研修受講願」（営
農大学校ホームページからダウ
ンロード）に必要事項を記載し、
運転免許証の写しを添えて農政
課へ提出してください。
※提出の際は必ず「令和４年度
青森県農業機械利用技能者育成
研修実施要領」の確認を。
▼受講願提出期間　4月 21日
（木）～５月９日（月）
※受講が適当と認められた人
は、６月 10日までに青森県営
農大学校が直接通知します（応
募多数の場合は青森県営農大学
校で選定の上、通知）。
■■問問農政課担い手育成係（☎40-
0767）

①「管理職のための問題解決力
向上」
▼とき　６月７日（火）
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼対象　管理職在職者（管理職
層）
▼受講料　3,300円
▼申込期限　５月24日（火）
②「表計算ソフトの基本操作と
応用」
▼とき　６月３日（金）
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸
町）
▼対象　在職者
▼受講料　2,200円
▼申込期限　５月18日（水）
③「業務に役立つ関数有効活用」
▼とき　６月６日（月）
▼ところ　旧弘前偕行社

生産性向上支援訓練
受講生募集

▼対象　在職者
▼受講料　2,200円
▼申込期限　５月18日（水）
～共通事項～
▼時間　午前９時 30分～午後
４時30分
▼定員　15人
▼申し込み方法　ファクスで申
込書の提出を（申込書はホーム
ページからダウンロード可）。
■■問問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、 ■■ＦＦ 017-
777-1187、■■ＨＨ https://www
3.jeed.go.jp/aomori/poly/）

　求職者支援訓練は、仕事を探
している人を対象とした厚生労
働大臣認定の公的職業訓練で
す。スキルアップを通して、早
期就職を目指します。
　各コースの詳細は、ハロー
ワークに設置している「コース
案内」リーフレットで確認を。
　高齢・障害・求職者雇用支
援機構青森支部ホームページ
（https://www.jeed.go.jp/
location/shibu/aomori/
kyu_course.html）でも確認
できます。
▼参加料　無料（テキスト代等
は自己負担）
■■問問ハローワーク青森（☎ 017-
776-1561）

　巡視月誌の
提出（月１回）、
岩木川に関す
る情報提供や
河川の異常を発見したときの通
報、河川関係行事への参加など
の活動をする河川愛護モニター
を募集します。
▼任期　７月１日から１年間

求職者支援訓練
受講生募集

河川愛護モニター募集

定）
▼申し込み方法　５月 13 日
（金・必着）までに、郵送（履
歴書と「川とのかかわり」につ
いて簡単に記述したもの〈任意
様式〉を同封）で申し込みを。
　詳細は、青森河川国道事務所

（予定）
▼活動地区　岩木茜橋～清瀬橋
区間（岩木川左右岸）
▼募集人数　活動地区付近に居
住している満 20歳以上の人＝
１人
▼報酬　月額4,500円程度（予

ホームページ（http://www.
thr.mlit.go.jp/aomori/）で確
認するか問い合わせを。
■■問問青森河川国道事務所河川占
用調整課（〒 030-0822、青
森市中央３丁目 20 の 38、☎
017-734-4537）

各種スポーツ・体操教室など

（※１）…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名を記入の上、申込先まで郵送を。家族や友人同士での参加ははがき1枚で応募可。応募多数の場合は抽選で決定。
／（※２）…室内用シューズの持参を。／（※３）…水着、水泳帽、ゴーグルの持参を。
共通事項…飲み物、汗拭きタオルなどを持参し、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入してください。詳しく
は各施設に確認を。

教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参加料 問い合わせ・申込先

ゆったり体
力UPスト
レッチ教室

４月27日～６月29日の
毎週水曜日（５月４日を
除く）、午後１時30分～
２時30分

市民体育館
（五十石町）
フィットネ
スルーム

ストレッチ体
操と簡単な筋
トレ、脳トレ
の紹介

市民＝12人 無料

４月20日（水・必着）まで
に、金属町体育センター（〒
036-8245、金属町１の９、
☎87-2482）へ。
（※１）（※２）

ストレッチ
体操＆ウォ
ーキング教
室

①５月２日～７月 11日
の毎週月曜日（５月 16
日、７月４日を除く）、
午後２時～３時30分
②５月 19 日～７月 21
日の毎週木曜日（７月７
日を除く）、午後１時
30分～３時

市民体育館
競技場

ストレッチや
筋トレ、障害
物を使用した
ウオーキング
など

市民＝20人

無料

４月25日（月・必着）まで
に、市民体育館（〒 036-
8362、五十石町７、☎36-
2515）へ。
（※１）（※２）

ラケット
テニス教室

５月２日～６月 27日の
毎週月曜日（５月16日、
７月４日を除く）、午前
10時～ 11時 45分

ラケットテニ
スの基本から
ゲームまで

市民＝15人

テニス体験
教室（夜）

５月 10 日～６月 28 日
の毎週火曜日、午後７時
～９時

運 動 公 園
（豊田２丁
目）庭球場

基本の
ストローク

未経験者で
ラリーが続
かない人（学
生 は 除 く ）
＝10人

無料

４月25日（月・必着）まで
に、市民体育館（〒 036-
8362、五十石町７、☎36-
2515）へ。
（※１）テニス体験

教室（午前）

５月 11 日～７月 13 日
の毎週水曜日（５月 25
日、７月６日を除く）、
午前10時～正午

未経験者で
ラリーが続
かない人（学
生 は 除 く ）
＝10人

水泳教室
（クロール）

５月 16 日～６月 20 日
の毎週月曜日、午後１時
～２時

温水プール
石川 息継ぎ練習

息継ぎが苦
手で 25m泳
げない市民
＝15人

無料

４月27日（水・必着）まで
に、温水プール石川（〒
036-8123、小金崎字村元
125、☎ 49-7081）へ。
（※１）（※３）

体力づくり
教室

５月 20 日～７月 22 日
の毎週金曜日（６月 17
日、７月１日・８日を除
く）、午前 10 時 30 分
～ 11時 30分

市民体育館
競技場

ストレッチ体
操と筋力トレ
ーニング

市民＝20人 無料

４月30日（土・必着）まで
に、市民体育館（〒 036-
8362、五十石町７、☎36-
2515）へ。
（※１）（※２）
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