 

 





財 青森県市町村職員福祉互助会では､ 公益事業の一

環として地域住民のために活動する団体を支援し､ 地
域社会振興発展に寄与する事業を実施しています｡
次の助成金支給要綱をご覧のうえ､ ご希望の方は役
場総務課 (TEL57−2111 内線17) までお問い合せく
ださい｡ (助成申請書の記入があります)
金 とさせていただきます｡
なお､ 締切は11月25日

 !"
(１) この事業は教育機関､ 福祉団体等に対し､ 適当
と認める物品等を寄贈するものです｡
(２) 助成の対象は､ 福祉互助会を組織する市町村の
推薦を受けた ｢教育｣ ｢福祉｣ ｢文化｣ ｢環境保護｣ 等､
地域住民のために活動している団体で､ 次の条件を満
たす団体とし､ 個人は対象としません｡
①団体の意思を決定し､ 執行する組織が確立されてい
ること｡
②自ら経理し､ 監査する等会計組織を有すること｡


中泊町心配ごと相談所では､ 特設合同相談所を次の
とおり開催します｡
当日は､ 行政に関する専門官がおいでになり相談に
応じます｡
悩みごとや心配ごとがありましたらお気軽においで
ください｡ 秘密は必ず守ります｡




金
平成17年12月２日

午前９時〜午後２時




中里会場：中泊町老人福祉センター
小泊会場：中泊町日本海漁火センター

  

無料

中泊町社会福祉協議会
中里本所

TEL

57−4841

小泊支所

TEL

64−2905
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中央公民館では､ 毎年恒例となっている ｢門松づく
り教室｣ を今年も下記のとおり実施しますので､ 受講
を希望される方は電話等でお申込ください｡
木 午前９時〜11時

 12月22日

 中泊町中央公民館・大ホール
 
 児童と父母､ 中泊町民

 40人
   材料代として1組 (2個) 1,500円
月 まで
 11月28日
(材料注文の関係上､ 厳守にてお願いします)
※ただし､ 募集人数に達した時点で申込締切となりま
すので､ 受講希望者は早めにお申込ください｡
   中央公民館 TEL 57−2341





北五地方でとれた野菜・果物・花・魚介類などの農
林水産物や加工品等が販売されます｡
各団体がたくさんの自慢の味・自慢の物を販売しま
す｡ 今年度最後の ｢北地方産直の日｣ に､ 是非足を運
んでみてください｡
日

 平成17年11月20日
８：30〜15：00

 道の駅 ｢鶴の里あるじゃ｣ (鶴田町)
#$%&'()*+,
・ピュア 加工サークル
・福浦営農組合
・小泊漁協婦人部
・下前漁協婦人部
-
北地方産直ネットワーク協議会連絡窓口
西北地方農林水産事務所 農業振興課
TEL 0173‑34‑2111 (内線236)
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平成18年４月に高等学校等に進学または修業施設に
入所を希望する者を現に扶養している配偶者のいない
女子等
 !
①修学資金 ②修業資金 ③就学支度資金
"#$%
(１)提出書類
①申請書
②保証人の保証書
③貸付申請者の戸籍謄本
④配偶者のない女子であって現に児童を扶養している
ことを証する書類
⑤家計費申告書 ⑥進学証明書 ⑦経費申告書
(２) 申請書提出先
中泊町役場健康福祉課 TEL 57−2111
火
(３) 提出締切 平成17年12月13日
(４) 期限後も随時､ 貸付申請を受け付けます｡
&'(
平成17年２月末日までに通知
)'( !*
…仮決定された者の児童が高等学校等
に合格または修業施設に入所し､ 合格証明書 (合格通
知) の提出がなされた者に対して３月中に本決定し､
４月末日までに資金を交付する｡
  …仮決定された者の児童が高等
学校等に入学または修業施設に入所し､ 在学証明書の
提出がなされた者に対して４月中に本決定をし､ ５月
末日までに資金を交付する｡







日
平成17年12月４日
開場16：30 開演17：00

 五所川原市 ｢オルテンシア｣ 大ホール
 
 エリック・ミヤシロ氏
(トランペット奏者：当地区初)

 坂本睦子 (フリーアナウンサー)


 500円 (幼児無料)
 高橋 TEL 35−1081




スイッチやコンセント､ プラグやコード等が使用中
に熱くなる原因は､ 電気の使いすぎか､ スイッチやコ
ンセント､ プラグ等の接触不良が多いようです｡
そのまま使用しておりますと､ 過熱して火災の原因
になることもあります｡ 最寄りの電気工事店または家
電販売店に相談してください｡

 





配管工認定講習
月 14:00〜
+,平成18年１月30日
+, 五所川原会場…プラザマリュウ五所川原
-."/-01
月 〜平成17年12月15日
木
平成17年11月28日
火〜
申込書の配布11月22日
2  3
受講資格､ 受講申込みに必要な書類及び受講料等の
詳細についてはお問い合せください｡
4
中泊町役場上下水道課下水道係 TEL 57−2350
責任技術者更新講習
水 14:00〜
+,平成18年２月１日
+, 五所川原会場…プラザマリュウ五所川原
-."/-01
月 〜平成17年12月15日
木 申込書の
平成17年11月28日
火〜
配布11月22日
-. 5
排水設備工事の責任技術者である者で平成18年３月
31日に有効期限満了となるもの｡
※今回の更新講習を受講しなければ､ 取得した資格を
失うことになります｡
※追加講習等は実施しません｡
23
受講申込みに必要な書類及び受講料等の詳細につい
てはお問い合せください｡
4
中泊町役場上下水道課下水道係 TEL 57−2350
配管工更新講習
火 14:00〜
+,平成18年１月31日
+, 五所川原会場…プラザマリュウ五所川原
-."/-01
月 〜平成17年12月15日
木 申込書の
平成17年11月28日
火〜
配布11月22日
-. 5
排水設備工事の配管工である者で平成18年３月31日
に有効期限満了となるもの｡
※今回の更新講習を受講しなければ､ 取得した資格を
失うことになります｡
※追加講習等は実施しません｡
23
受講申込みに必要な書類及び受講料等の詳細につい
てはお問い合せください｡
4
中泊町役場上下水道課下水道係 TEL 57−2350

 

 

       




社会保険庁では､ 平成17年10月31日から ねんき
んダイヤル サービスを開始することとなりました｡
このサービスは､ 年金に関する電話での相談につ
いて､ これまでの年金電話相談センター (全国23ヵ
所) と社会保険業務センター中央年金相談室の電話
番号を２つの全国共通電話番号に集約し､ ネットワー
ク化により効率を図る､ というものです｡
電話番号は､ ▽年金請求などの年金相談が0570−05−
1165 (イイロウゴ) ▽年金を受けている方の年金相
談が0570−07−1165 (イイロウゴ) となります｡
受付時間は午前８時30分から午後５時までです｡
(土・日・祝日を除く)
◎ ねんきんダイヤル は､ 全国の年金電話相談セ
ンター等のうち回線が空いているところにつなが
ります｡
◎通話料金は一般固定電話の場合､ 接続先にかかわ
らず市内通話料金でご利用できます｡
◎電話機の設定､ ＰＨＳなど電話機によってはご利
用できない場合がありますのでご注意ください｡
このような場合は､ 他の電話機でおかけ直しいた
だくか､最寄りの社会保険事務所をご利用ください｡
なお､ 年金電話相談センター (全国23ヵ所)､ 社
会保険業務センター中央相談室のこれまでの電話
番号は､ 10月31日以降ご利用になれませんのでご
注意ください｡
※社会保険庁ホームページ http://www.sia.go.jp/



 !"#$%&' ()*
納付した国民年金保険料は全額が社会保険料控除
の対象になり､ 税金が軽減されます｡
平成17年分の所得の申告から年末調整や確定申告
で国民年金保険料を社会保険料控除として申告する
場合に､ 保険料の支払いを証明する書類の添付が義
務付けられました｡ そのため､ 11月初旬に社会保険

       
青少年が健やかに成長するためのよりよい社会環
境を築いていくのは大人の責任です｡
家庭や地域で次のような取り組みをしてはどうで
しょうか｡
 
・有害な本やビデオを子どもの目にふれさせない｡
・酒やたばこを子どもの手の届くところに置かない｡
・子どもに酒やたばこを買わせない｡
 !"#$ %&'()*+,
・青少年に有害な自動販売機設置のための土地を貸
さない｡
・青少年に有害な自動販売機を置かせない｡
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庁より ｢社会保険料 (国民年金保険料) 控除証明書｣
が発行されることになりましたのでお知らせします｡
年末調整または確定申告の手続きの際は必ずこの証
明書や領収書が必要になりますので､ 申告を行うま
で大切に保管してください｡
詳しくは弘前社会保険事務所までお問い合せくだ
さい｡
TEL 0172−27−1337











  !
"#$%&'()*+,-./0
123456789
これまで､ 国民年金保険料が未納となっている方
に対する保険料の収納業務は､ 弘前社会保険事務所
の職員や国民年金推進員が電話やご自宅へ直接お伺
いする方法で行っていましたが､ 平成17年10月から
民間事業者 (株式会社 もしもしホットライン 東
京都渋谷区代々木２−６−５) が行っております｡
戸別訪問で､ 国民年金保険料のお支払いをお願い
する際は必ず
①顔写真入りの納付督励員証明書を提示します｡
②社会保険庁から国民年金保険料の収納業務を委託
されている㈱もしもしホットライン
の○○△△と名乗ります｡
また､ その場で保険料をお預かりして保険料を収
納する場合は､ お客様が保険料納付書をお持ちの場
合に限ります｡ 納付書をお持ちでない場合に現金を
受け取ったり領収書を発行したりすることはありま
せん｡
ご不審な点がありましたら
弘前社会保険事務所 国民年金第一課・第二課
TEL 0172−27−1337､ 1338
にお問い合せください｡

  
・青少年に有害なものを自動販売機から買わない｡
-./01234567
89:;<
・携帯電話の隠れた危険性に子どもたちが巻き込ま
れています｡ 犯罪の被害者にならないように見守っ
ていきましょう｡
=>?@ABAC A
家庭でのしつけ､ ふれあいと信頼関係の大切さな
ど､ 家庭のあり方をもう一度見直してみましょう｡
青少年育成青森県民会議
中泊町青少年問題協議会
DEF 中泊町教育委員会社会教育係
TEL 69−1112
FAX 69−1115
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今年も年末調整の時期となりました｡ 適正な年末調整を行っていただくために､ 次のとおり源泉徴収義務者
への説明会を開催いたします｡
木 13：30〜15：30

 平成17年11月17日

 ふるさと交流圏民センター ｢オルテンシア｣ 小ホール
 
 出席の際は､ 事前に郵送されている関係書類を持参してください｡

 五所川原税務署 法人課税部門 TEL 34−3279
○平成17年に新たに課税事業者となった
○平成18年において課税事業者である
個人事業者の方へ
消費税の簡易課税制度を選択するには
までに
 !"#の提出が必要です｡





個別の労働者と事業主の間の労働条件､ 募集・採用､
セクハラ等労働関係のあらゆる紛争を対象に､ 次の制
度を無料でご利用いただけます｡
１. 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
２. 青森労働局長による助言・指導
３. 青森紛争調整委員会 (弁護士・大学教授等により
構成) によるあっせん
(あっせんは募集・採用に関するものを除く)
お問い合せは､ 青森労働局総務部企画室 (017−734−
4212) または五所川原労働基準監督署庁舎内総合労働
相談コーナー (35−2309) までお寄せください｡
☆青森労働局ホームページ
http://www.aomori.plb.go.jp/
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 !
○アンボス・ムンドス 桐野夏生 (文藝春秋)
○浜町河岸の生き神様 佐藤雅美 (文藝春秋)
○恋のちから愛のススメ 黒木 瞳 (ニッポン放送)
○告 白
チャールズ・Ｒ・ジェンキンス (角川書店)
○ネクロポリス
恩田 陸 (朝日新聞社)
$%"&'()*( +
特別蔵書点検のため､ 次のとおり図書館を休館とさ
せていただきます｡
お間違いのないようにご注意ください｡
火 〜平成17年12月９日
金 まで
,& 平成17年12月６日
※なお､本の返却については返却箱をご利用ください｡(24時間利用可)






青森県立弘前高等技術専門校つがる校では､ 厚生労
働省が実施する11月の ｢職業能力開発促進月間｣ にあ
わせて､ 学校を地域住民に開放して訓練内容を紹介す
るとともに､ 実習作業の体験を通じて技能尊重の理解
を図るため一日技能教室を開催します｡




金
平成17年11月18日
午前９時から12時

 青森県立弘前高等技術専門校つがる校
R S T 地域住民
UVWXMY
(１) 溶接科
焼肉鉄板
(２) 建築科
鉢上げ台
(３) 配管科
プランター台
Z
[ 実習のできる着衣､ ズック等の着用
\ ] ^ 無料
_`ab 各コースとも､ 先着20名で締切
火 から15日
火
\c3d 11月８日
(土､ 日曜日を除く９：00〜16：30)
efg

青森県立弘前高等技術専門校つがる校
TEL 42−2424
FAX 42−5050
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