募

令和４年度慰霊巡拝
参加者を募集

厚生労働省では、ご遺族を対象とし
た旧主要戦域等での慰霊巡拝を実施し
ています。令和４年度は次の地域で実
施予定ですので、参加を希望される場
合は下記までお問い合わせください。
なお、新型コロナウイルス感染症の
感染状況により、実施を見合わせる場
合があります。
⃝実施地域 カザフスタン、
旧ソ連、
イン
ド ネ シ ア 、中 国 、東 部
ニューギニア、
インド、
ビス
マーク諸島、
トラック諸島、
ミャンマー、硫黄島、
フィリ
ピン
問 県健康福祉部福祉政策課
（☎860・1318）

募

高齢者体力づくり教室の
受講生を募集

町では、
60歳以上の方を対象に、
それ
ぞれの適正にあった運動を継続し、健
康で快適な生活を送ることや、体力づ
くりに取り組む機会をつくることを目
的として「高齢者体力づくり教室」を
開催します。
ぜひ、ご参加ください。
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令和４年度
（第37回）
水難事故防止ポスターの図案を募集

▶応募資格 ど
 なたでも自由に応募で
きます。
※応募された場合は、応募要領に記載
された各事項を承諾されたものとみ
なします。
▶応募上の注意
❶画 材・色数・大きさは自由、PC等
を使用した作品の応募も可能です。
ただし、向きは縦とします。
❷自作・未発表の作品に限ります。他
者の作品や商標、既存のキャラク
ター、他に著作権のあるもの、肖像
権の侵害に当たる写真等は使用しな
いでください。
❸ポスターに採用された場合、図案中に
「水難事故防止」の文字が大きく印刷
されますので、文字を入れないでくだ
さい。
❹応募数に制限はありません。
▶応募期間 ４月１日㈮〜５月23日㈪
※当日消印有効
▶応募先 〒010−8572 秋田市山王
3丁目1−1 県庁第二庁舎
４階 総合防災課内 秋田
県水難救済会事務局
（☎／5862・0851）

防衛省採用試験の
お知らせ

防衛省では、令和４年度採用試験を
次のとおり行います。
⃝予備自衛官補（一般・技能）
▶受験資格
・一般 18歳以上34歳未満の方
・技能 18歳以上で国家資格を有する
方
▶受付 １回目 ４月８日㈮まで
２回目 ６月１日㈬〜
９月16日㈮
▶試験 １回目 ４ 月11日㈪〜17日
㈰の間で指定する１
日
２回目 ９ 月25日㈰〜10月
10日㈪の間で指定す
る１日
⃝一般曹候補生
▶受験資格 18歳以上33歳未満の方
▶受付 ５月10日㈫まで
▶試験 ５月20日㈮〜29日㈰
⃝自衛隊幹部候補生（一般）
▶受験資格
・大卒 2 2歳以上26歳未満の方（20
歳以上22歳未満の方は大卒
（見込含む）
、
修士課程修了者等
（見込含む）は28歳未満の方）
・院卒 修士課程修了者等（見込含む）
で、20歳以上28歳未満の方
▶受付 １回目 ４月14日㈭まで
２回目 ６月16日㈭まで（飛
行要員除く）
▶試験 １回目 ４月23日㈯、24日㈰
※24日は飛行要員のみ
２回目 ６月25日㈯
⃝自衛隊幹部候補生（歯科・薬剤科）
▶受験資格
・歯科幹部候補生
20歳以上30歳未満の歯学の課程を
修めて卒業（見込含む）した方
・薬剤科幹部候補生

五城目警察署からのお知らせ
秋田県警察官の採用に関するお問合せについて
秋田を愛する心と秋田を守りたい気
持ちがあれば、誰にだって目指せる仕
事。それが、警察官です。
五城目警察署では、随時、採用に関
するお問い合わせに対応しております。
例えば、
⃝警 察官という仕事に興味があるけ
ど、いつ、どこに受験の申し込みを
したらよいのかわからない。
⃝警察の採用試験は一般の公務員試験
と違うのだろうか？
⃝警察学校に入ると聞いたけど、どん
なことをするんだろう？
⃝警察官になるためには剣道や柔道の
経験がないとだめなのかな？
など、
疑問に思うことはありませんか。
このような質問がありましたら、遠
慮なく警察署までお問い合わせくださ
い。
秋田県警察ウェブサイト
にも様々な情報があります。
ぜひご確認ください。
問五
 城目警察署警務課
（☎852・4100）

県では、五城目町と協力して生活観光セミナーを開催します。観光に興味を
お持ちの方はぜひお越しください。
なお、感染症対策として事前申し込み制としますので、下記までお電話でお
申し込みください。
日 時 ３月12日㈯ 午前９時30分～正午
場 所 五城館
内 容 テーマ「五城目町流の “生活観光” に観光客を呼び込むためには」
⃝講演 岩佐十良さん（雑誌「自遊人」編集長）
⃝パネルディスカッション
渡邉康衛さん（株式会社福禄寿酒造代表取締役）
丑田俊輔さん（シェアビレッジ株式会社代表取締役）
沓沢優子さん（インテリアショップ＆カフェももとせ代表）
申し込み先 県秋田地域振興局総務企画部（☎860・3313）
町商工振興課（☎852・5222）
※感染症の状況により開催方法を変更する可能性があります。
※詳細は、県のホームページでご確認いただけます。
県ホームページ「美の国あきたネット」
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/14788
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 2
 0歳以上28歳未満の薬学の課程を
修めて卒業（見込含む）した方
▶受付 １回目 ４月14日㈭まで
２回目 ６月16日㈭まで
▶試験 １回目 ４月23日㈯
２回目 ６月25日㈯
⃝医科・歯科幹部
▶受験資格 医 師・歯科医師の免許取
得者
▶受付 １回目 ６月10日㈮まで
２回目 ８月１日㈪〜
10月28日㈮
▶試験 １回目 ６月24日㈮
２回目 11月18日㈮
問 自衛隊秋田募集案内所
（☎834・5000）

▼


▶対
象 60歳以上の方
▶募集人数
35人程度
環境と文化のむらイベント
▶内
容
軽 スポーツ、レクリエー
体験教室・自然観察会のご案内
ションダンスなど
●春の里山さんぽと花炭づくり
▶会
場 広域五城目体育館
▶日 時 ５月15日㈰
▶開
催 年12回程度
▶会 場 環境と文化のむら
（野鳥の森） ▶時
間 午前９時30分〜
▶時 間 午前10時〜正午
午前11時15分
▶参加費 無料
▶参 加 料 無料
※開催日１か月前の午前９時から、参 ※傷害保険等への加入は各自でお願い
加申し込み受け付けを開始します。
します。
申・問 県環境と文化のむら
▪
▶申込締切 ３月15日㈫
申・問 町教育委員会生涯学習課
（☎852・2202）
▪
（☎852・4411、5852・4414）

『生活観光セミナーin五城目町』
～地域の暮らしこそ魅力的な観光資源～
観覧者を募集します

お問い合わせ 県秋田地域振興局総務企画部地域企画課
（☎860・3313、5860・3860）

令和４年も飲酒運転追放等の競争がスタート！
飲酒運転追放等の競争は、各市町
村の住民の飲酒運転または飲酒運転
が原因の事故の件数などを点数化
し、これに対する当該市町村の運転
免許人口の割合により順位を競うも
のです。なお、重大な事故ほど減点
が大きくなります。
町内会、家族、職場、仲間同士で
呼びかけあい、飲酒運転根絶を目指
しましょう。
みんなで、
飲酒運転をなくしましょう。

令和4年飲酒運転等追放競争結果 1位（全県25市町村） 令和4年1月末現在
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