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国勢調査 ただいま集計中

　調査票へのご記入
　　　　　ありがとうございました

みなさまの調査票は、厳重な管理
の下、集計中です。
年内には速報結果として日本の人
口が明らかになります。

平成22年度介護福祉士試験勉強会のお知らせ

　デイサービスセンターえびすでは、今年度介護福祉士試験を受験され
る方を対象に勉強会を開催します。はじめて受験される方、再度受験さ
れる方歓迎いたします。受講者の守秘義務については厳守いたします。

☆日　　　時　平成22年11月９日～平成23年１月18日までの毎週火曜日
　　　　　　　午後６時～午後８時
☆場　　　所　デイサービスセンターえびす
☆参加対象者　介護福祉士試験を受験される方※市町村を問いません
☆受 講 科 目　社会福祉概論、老人福祉論、障害者福祉論、
　　　　　　　リハビリテーション論、社会福祉援助技術、
　　　　　　　医学一般　計６科目
☆受　講　料　3,000円(全日程を終了した時点で徴収します)
　　　　　　　※資料については、当センターで準備します。

☆申　　　込
　デイサービスセンターえびす　担当　野呂　ＦＡＸ89ー7733
　※氏名と連絡先を記入し、ＦＡＸで申込ください。電話での受付はしません。

特別養護老人ホームさんふじ　　職 員 募 集

◇産休代替職員

　①職　　　種　介護職員　

　②資格・経験　不　問

　③雇 用 期 間　平成22年11月～平成23年12月

　④勤 務 時 間　

　　・・早出　午前６時～午後３時

　　・・通常　午前８時30分～午後５時30分

　　・・遅出　午前10時30分～午後７時30分

　　・・夜勤　午後７時30分～午前６時30分

　⑤休　　　日　変則４週８休

　⑥賃　　　金　月給142,000円～220,000円

　⑦社 会 保 険　加　入

広報お知らせ号有料広告

　　☆応募締切　10月21日(木)　　☆面接日　10月22日(金)　午前９時

　　☆面接場所　特別養護老人ホームさんふじ　75ー3511

　　※応募者は、事前に電話申込のうえ、履歴書を持参し面接においでください。

◇警 備 員

　①職　　　種　警備一般および施設外清掃

　　　　　　　　(断続的宿直または日直勤務)

　②資格・経験　不　問

　③雇 用 期 間　平成22年11月～平成23年10月

　　　　　　　　　　　　　　　　(以後更新)

　④勤 務 時 間　

　　・・宿直(隔日)　午後５時～午前９時

　　・・日直(土、日、祝日交代)　

　　　　　 午前８時30分～午後５時30分

　⑤賃　　　金　宿・日直とも１回5,000円　

　⑥社 会 保 険　加　入

まだ提出してい
ない方は、お急
ぎください。

国民年金保険料収納業務の民間委託について

　日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れている方に対する
「電話や文書、戸別訪問による納付督励や保険料の収納業務」につい
て、民間委託を実施しています。これは、「競争の導入による公共
サービスの改革に関する法律」に基づいて、従来官公庁が行ってきた
事業に民間事業者が参入することで、創意工夫やノウハウを活用し、
低コストでより良いサービスの提供を目指す「市場化テスト事業」と
して導入されたものです。また、当地域における市場化テスト事業者
は次のとおりです。

　◎委託事業者(平成22年10月１日現在)
　　日立キャピタル債権回収・日立キャピタル共同企業体
　　(仙台市青葉区本町１-12-７-７Ｆ)　022ー211ー7290

※市場化テスト事業者には、個人情報保護の管理を徹底していますの
　で、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

☆お問合せ　弘前年金事務所国民年金課　27ー1337

親子でふれあうスキンシップ体操

　子育て支援センターでは、今年も親子で一緒に楽しめるスキンシッ
プ体操を行います。お子さんとスキンシップを図りながら楽しく体を
動かしてみませんか？たくさんのご参加をお待ちしています。

☆日　　時　10月27日(水)　午前10時30分～正午
☆場　　所　藤崎保育所　地域子育て支援センター
☆対 象 者　在宅の未就学児と保護者
☆講　　師　小関　潤子先生
☆持 ち 物　汗ふきタオル(動きやすい服装でおいでください)
☆申込締切　10月22日(金)　※体操後は給食会もあります

☆申込・お問合せ　○藤崎保育所　　　　　　　75ー3305
　　　　　　　　　○地域子育て支援センター　75ー6131

平成23年版青森県民手帳の販売について

　　☆新青森駅発着の全便の新幹線ダイヤを掲載！
　　☆カバーは黒・青・赤・緑の４種類
　　☆１冊430円(税込)　　

　　☆申込締切は10月26日(火)まで【完全予約販売】

☆申込・お問合せ　企画課調整係(内線2226)

ふじさきいきいきまつり～作品展示一般参加者募集～

【一般作品展示】
　○日　　時　11月２日(火)～３日(水・祝)
　○会　　場　常盤生涯学習文化会館・資料館あすか
　○作品搬入　10月31日(日)、11月１日(月)
　○作品搬出　11月３日(水)午後３時～、11月４日(木)
　※絵画・書・写真・工芸・手芸・生け花・盆栽等種類を問いません。
　　町民のみなさんの丹精込めた作品をご披露ください。

☆申込方法　常盤生涯学習文化会館にある「作品出品申込書」に必要
　　　　　　事項を記入し、申込ください。(電話でも受付します）
☆申込締切　10月26日(火)※厳守でお願いします

☆申込・お問合せ　常盤生涯学習文化会館　65ー3100

非正規労働を考えるシンポジウムのご案内

　社会問題となっている非正規労働者雇用問題について、県内の労・
使・学・官がぞれぞれの立場から意見を発言してもらう中で、お互い
の立場を超えた共通の理解を深め、県民の意識の向上を図ることを目
的としたシンポジウムを開催します。

☆日　時　11月24日(水)　午後１時～午後４時
☆会　場　ホテルニューキャッスル
☆講　師　弘前大学人文学部附属雇用政策研究センター長　李永俊氏
☆参加料　無　料
☆申　込　11月15日(月)までに電話で申込ください。

☆申込・お問合せ
　青森県商工労働部労政・能力開発課　017ー734ー9397



藤崎老人福祉センターへの送迎バス運行について

　冬期間における｢藤崎老人福祉センター｣への送迎バスを、週２回程度・２コースに分けて運行します。詳しくは次の表のとおりですので、
ご利用くださるようお知らせします。

☆お問合せ　福祉課福祉係(内線2115)

年 月 送 迎 バ ス 運 行 日

22年
11月 ５日(金) ８日(月) 16日(火) 18日(木) 24日(水) 26日(金)
12月 ６日(月) 10日(金) 14日(火) 17日(金) 20日(月) 24日(金) 27日(月) 28日(火)

23年

１月 ５日(水) ７日(金) 11日(火) 14日(金) 17日(月) 21日(金) 24日(月) 28日(金)
２月 １日(火) ４日(金) ７日(月) 10日(木) 14日(月) 17日(木) 21日(月) 25日(金)
３月 １日(火) ４日(金) ７日(月) 11日(金) 14日(月) 18日(金) 22日(火) 25日(金) 28日(月) 31日(木)

 
Aコース 出発時間 Bコース 出発時間
地区名 停車場所 午 前 午 後 地区名 停車場所 午 前 午 後
東町 十文字前 8:40 1:10 みつや 兵藤酒店前 9:10 1:40

葛野・伝馬 じゅん理容店前 8:42 1:12 舟　場 福嶋礼三宅前 9:11 1:41

林　崎
駅入口　葛西勝彦宅前 8:46 1:16 表　町 佐藤商店前 9:12 1:42
研修センター前 8:47 1:17 曲新田 東奥信用金庫前 9:13 1:43

新　町 ふじ保育園前 8:49 1:19 館川町 旧和田商店前 9:14 1:44
新町・横町・伝馬 三浦良一宅前 8:51 1:21 白　子 福田商店前 9:16 1:46
本町・木挽町 オートショップナリタ前 8:53 1:23 緑　町 集会所前 9:18 1:48

朝日町 白戸商店前 8:54 1:24 松野木 唐糸冷蔵庫前 9:20 1:50

藤　越 墓地前 8:56 1:26 下　町 集会所前 9:22 1:52

藤崎老人福祉センター 9:00 1:30 藤崎老人福祉センター 9:30 2:00

帰　り ｢行き｣の順路で 11:00 3:00 帰　り ｢行き｣の順路で 11:25 3:25

日
程
表

時
刻
表

農地の権利移動は農業委員会の許可が必要です

　農地の売買・貸借をする場合、農地を取得しようとする場合は、農
業委員会の許可を受けなければなりません。
　町農業委員会での申請・許可のながれは下記のとおりです。

※農地の競(公)売について、入札するためには農業委員会が証明する
競(公)売買受適格証明書が必要です。競(公)売買受適格証明書は、
総会で審議し交付されますので、入札期間を考慮して申請してくだ
さい。

☆お問合せ　町農業委員会(内線2145、2251)

申 請 者

町農業委員会

申請書受付締切日（毎月５日)

総会審議日（毎月15日前後）

①申 請 書 提 出

②許可指令書交付

戦後強制抑留者のみなさまへ

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金の請求受付が、10月25
日(月)から始まります。

☆対 象 者　戦後強制抑留者で平成22年６月16日に日本国籍を有する
　　　　　　ご存命の方
☆受付期間　平成22年10月25日～平成24年３月31日
※対象者には請求書類をお送りしますが、平成19年度から平成21年度
　に特別慰労品(旅行券等引換券など)を受けていない方は、下記まで
　お知らせください。請求書類をお送りします。

☆お問合せ　独立行政法人平和祈念事業特別基金　
　　　　　　事業部特別給付金担当　0570ー059ー204

平成22年度青森県シニアリーダー養成研修会受講者募集

　青森県長寿社会振興センターでは、長年にわたって培った豊富な経
験、知識、技能を有する概ね60歳以上の方を対象に、リーダーとして
の基礎的な研修を受けていただき、高齢指導者(シニアリーダー)とし
て認定・登録し、地域で活動していただくことを目的に養成研修会を
開催します。

☆開 催 日　11月16日(火)　
☆会　　場　弘前市総合学習センター
☆対 象 者
　県内に居住する概ね60歳以上の方で、次の各分野で豊富な経験、知
　識、技能を有し、高齢指導者(シニアリーダー)として指導的実践活
　動を行う意欲のある方とします。ただし、すでに高齢指導者として
　登録している方を除きます。
　①技能・技芸分野
　　(囲碁・将棋・詩吟・民謡・手工芸・料理・園芸・茶道など)
　②スポーツ・健康分野(野球・卓球・ウォーキング・体力づくりなど)
　③一般教養分野
　　(短歌・俳句・川柳・ボランティア・自然観察・伝統芸能など)
☆受 講 料　無　料(昼食は各自ご準備ください)
☆募集人員　50名
☆申込締切　10月25日(月)
☆申込方法
　受講申込書に必要事項を記入のうえ、郵送またはＦＡＸにより下記
　宛てに申し込んでください。
　※受講申込書は青森県長寿社会振興センターにありますので、下記
　　までお問合せください。

☆申込・お問合せ　青森県長寿社会振興センター　017－777－6311
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ017－735－1160

「合同就職面接会」のお知らせ

　ハローワーク弘前等との共催により合同就職面接会を開催します。

☆日　　時　11月19日(金)　午後１時～午後４時
☆会　　場　ホテルニューキャッスル
☆対 象 者　離職者および非正規雇用労働者等

☆お問合せ
　青森県地域共同就職支援センター・弘前コーナー　55－0115

中小企業支援セミナー開催のご案内

☆日　　時　11月９日(火)　午後２時～午後４時
☆場　　所　ベストウェスタンホテルニューシティ弘前
☆講　　師　株式会社エスネットワークス　金子剛史氏(公認会計士)
☆対　　象　中小企業者、金融機関、中小企業支援機関の担当者等
☆受 講 料　無　料(定員50名)
☆申込締切　10月29日(金)

☆お問合せ　財団法人21あおもり産業総合支援センター
　　　　　　青森県中小企業再生支援協議会　017－723－1021

パートタイム労働個別相談会を開催します

　パートタイム労働者の雇用の安定を図ることを目的に、個別相談会
を実施します。パートタイム労働に関する疑問点などについて、わか
りやすくご説明します。

☆日　　時　10月20日(水)　午後１時～午後３時
☆場　　所　弘前公共職業安定所大会議室
☆対 象 者　パートタイム労働者(就労希望者、親族等含む)、その他一般の方
☆相 談 料　無　料　※事前予約は不要です

☆お問合せ　青森労働局雇用均等室　017ー734ー4211


