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▼とき　10月 19 日㈬、午後
２時から（受け付けは午後１時
30分～ 50分）
▼ところ　岩木庁舎（賀田１丁
目）２階多目的ホール
▼受験料　8,000 円（振込手
数料は別途）
▼申し込み受け付け　７月１日
㈮～ 29 日㈮の平日に受け付
け（申込書の配布も行います）
▼合格発表　11月８日㈫の午
前９時に、上下水道部窓口に合
格者一覧を掲示します。
■■問問上下水道部営業課給排水係
（岩木庁舎１階、☎55-6895）

　市内企業
の情報を３
分程度の動
画などで紹
介している
ほか、インターンシップの実施
状況や内容が確認できるなど、
企業の雰囲気や仕事がわかりや
すい内容となっています。
　ホームページの情報は随時更
新しますので、高校生や大学生、
Ｕターン希望者など、市内企業
での就業を考えている人はぜひ
ご覧ください。
■■問問 I・M・S（土手町、☎ 32-
5801、■■ＨＨ https://hirosaki-
corporate-appeal.jp/）

　スマートフォンの操作方法を
学びながら、マイナンバーカー
ドの申請ができるイベントを開
催します。
▼とき　７月 20 日㈬、⑴午

排水設備工事責任技術者試験

市内企業の魅力発信サイト
がリニューアル

マイナンバーカードの申請が
できる無料スマホ教室

前 10 時～正午／⑵午後２～
４時
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）第２・３研修室
▼対象　スマートフォンを持っ
ている市民で、マイナンバーカ
ードを申請したい人＝各回 15
人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼持ち物　スマートフォン、本
人確認書類（運転免許証や健康
保険証など）
▼申し込み方法　７月 13日㈬
までに、電話で参加者氏名・住
所・生年月日・電話番号・参加
希望の回をお知らせください。
■■問問市民課（☎40-7020）

　総務省が実施するマイナポイ
ント第２弾の施策のうち、健康
保険証利用申し込みと公金受取
口座登録に対するマイナポイン
ト受け取りの申し込み・付与が
６月 30 日㈭の午後から開始
しました。すでに健康保険証利
用申し込みと公金受取口座登録
をしている人も、改めてポイン
ト付与の申し込みが必要です。
▼注意事項　マイナポイントの
申し込み・付与が開始された直
後は、マイナンバーカードの交
付申請や電子証明書の更新等で
窓口の混雑が予想されるため、
次のことにご注意ください。
◎マイナポイントの申し込みは
先着順ではありません。令和５
年２月末まで手続きできます。
◎利用者証明用電子証明書の発
行および更新から１時間は、マ
イナポイントの申し込みができ
ないため、時間を空けてお申し
込みください。
※令和４年９月末までにマイナ
ンバーカードを申請し、期限ま

マイナポイントの申し込みと
付与開始のお知らせ

でにマイナポイントの申し込み
をした人が対象です。
　詳細はインターネットで「マ
イナポイント」と検索して確認
の上、専用ページ（https://
id.mykey.soumu.go.jp/
mypage/MKCAS010/） で マ
イナポイントの予約・申し込みを。
■■問問マイナンバーカード普及促進
対策室（☎40-0506）

　創業に必要な知識・情報、各
共催機関の施策・補助金の情報
を紹介します。
▼とき　７月20日㈬
　　　　午後６時～７時30分
▼講師　日本政策金融公庫融資
担当者
▼対象　創業予定の人、創業に
興味がある人＝20人
▼受講料　無料
▼申し込み方法　７月19日㈫
までに、申込フォーム
（QRコード）または
電話で申し込みを。
■■問問日本政策金融公庫弘前支店国
民生活事業（高山さん・明治さ
ん、☎36-6303）

【弘前会場】
▼とき　７月 13 日㈬、午前
10時～正午（受け付けは午前
９時45分から）
▼ところ　旧弘前
偕行社（御幸町）
▼参加特典　スイ
ーツとコーヒーを
プレゼント
▼その他　無料託児付き（７月
７日㈭までの予約が必要）／
雇用保険受給者は求職活動実績
の対象になります。

創業支援オンラインセミナー
～創業計画書の作り方～

再就業支援こそもりセミ
ナーおしゃべりサロン

【オンライン】
▼とき　８月 29 日㈪、午前
10 時 30 分～午後０時 30 分
（受け付けは午前 10 時 15 分
から）
～共通事項～
▼内容　第１部…ミニセミナー
／第２部…トークセッション／
第３部…情報提供
※各開催日のテーマなど詳しく
はホームページで確認を。
▼対象　未就業の女性
▼定員　会場参加・オンライン
それぞれ20人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　開催日の前日
までに、ホームページ掲載の専
用フォーム、電話または Eメ
ールで申し込みを。
■■問問こそもり事務局（I・M・S内、
☎ 32-5801、■■ＥＥ kosomori22
@gmail.com、■■ＨＨ https://www
.kosomori.net）

▼とき　７月 20
日㈬、午後１時
30分～３時30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）４階第４研修室
▼内容　採用されるための就職
活動のポイント（仕事の探し方・
応募書類作成・面接など）
▼対象　45歳以上で求職中の
人＝20人
※事前の申し込みが必要。

再就職支援セミナー

▼参加料　無料
▼その他　セミナー終了後、個
別相談にも応じます／雇用保険
受給者は求職活動実績の対象に
なります。
■■問問電話かEメール（氏名・年齢・
電話番号を記入）で、ネクスト
キャリアセンターあおもり（☎
017-723-6350、■■ＥＥ chuukou
nen@ims-hirosaki.com）へ。

▼とき　７月26日㈫
　　　　午前10時～正午
▼ところ　県立障害者職業訓練
校体育館
▼内容　介護実習や清掃実習の
訓練見学、訓練内容や就職支援
などの説明、実習棟や園地（畑）
の見学
▼対象　知的障がいがある人と
その家族、支援機関などの人
▼持ち物　内履き（スリッパな
ど）
※園地（畑）を見学するため、
汚れてもよい靴で参加を。
▼申し込み方法　７月４日㈪
～15日（金・必着）に、申込
書に必要事項を記入し、郵送か
ファクスまたは Eメールで申
し込みを。
※申込書はホームページからダ
ウンロードできるほか、ハロー
ワークでも入手できます。
■■問問県立障害者職業訓練校訓練課

青森県立障害者職業訓練校
作業実務科オープンスクール

（〒036-8253、緑ケ丘１丁目
９の１、☎ 36-6882、■■ＦＦ 36-
7255、 ■■ＥＥ shokunko@pref.
aomori.lg.jp）　

　県内の農業法人や市町村担当
者が参加する就農相談会を開催
します。「農業法人への就職」、
「自ら経営者として就農」の両
方の情報を一度に集めることが
できる機会ですので、参加して
みませんか。
▼とき　７月30日㈯
　　　　午後１時～５時
▼ところ　東奥日報ビル（青森
市新町２丁目）３階Ｄ催事場
▼参加団体　県内農業法人等、
ひろさき農業総合支援協議会、
青森県営農大学校ほか
▼対象　就農を検討している人
▼参加料　無料
▼申し込み方法　７月 29 日
㈮の午後５時までに、専用フ
ォーム（QRコード）
で申し込みを。当日
の参加も可。
■■問問青森県構造政策課（☎ 017-
734-9463）

あおもり
新・農業人フェア2022
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