
24

学生企画コーナーもっと②　弘前！！♥

 ひろ♡レポとは…若者目線で弘前のことを伝えようと発足された、広報ひろさきで学生企画コーナーを担当する女子大
生グループです。問い合わせやご意見・ご感想はＥメール（hiro.repo@gmail.com）で。Facebook（http://www.
facebook.com/hiro.reporters）、Twitter（@HiroRepo）もやってます！興味のある人はどうぞ（^ *^）

就職支援セミナー

　若年求職者などを対象とした「ヤ
ル気を引き出す心のスイッチの入れ
方」セミナーを開催します。仕事や
就職活動へのヤル気を引き出す方法
を、実践的なワークを通して学びま
す。
▽とき　３月21日（土・祝）
　　　　午後１時半～４時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）２階視聴覚室
▽講師　津村柾広さん（チームフ
ロー認定プロコーチ）
▽対象　若年求職者など（45歳未
満）＝30人程度（先着順）
▽参加料　無料
■問ジョブカフェあおもり（青森市
安方１丁目、☎青森 017・731・
1311、■Ｈ http://www.jobcafe-
aomori.jp/）

運動公園リニューアル

　運動公園の球技場が新たに人工芝
になって生まれ変わります。また、
照明灯が新設され、夜間の使用が可
能となったほか、観覧席も設置され
ましたので、各種スポーツ大会など
にご利用ください。
　なお、雪解けを待ってからの使用
開始となりますので、詳しい使用開
始時期や使用料については問い合わ
せを。

　また、４月から克雪トレーニング
センター内にウエイトリフティング
場を開設します。そちらもぜひご利
用ください。
■問運動公園管理事務所（☎ 27・
6411）／克雪トレーニングセン
ター（☎27・3274）

多重債務相談窓口

　借金などでお困りの人は、気軽に
ご相談ください。相談は無料で、秘
密は厳守します。
▽とき　月～金曜日（祝日・年末年
始を除く）の午前８時半～午後４時
半（正午～午後１時を除く）
▽ところ　青森財務事務所（青森市
新町２丁目、青森合同庁舎３階）
▽電話番号　相談専用ダイヤル…☎
青森017・774・6488
■問青森財務事務所（☎青森 017・
722・1463）

ブランデュー弘前ＦＣ
サポーターズクラブ会員募集
　弘前からＪリーグを目指すサッ
カーチーム「ブランデュー弘前ＦＣ」
では、サポーターズクラブの会員を
募集しています。特典満載のサポー
ターズクラブに入会して、ブラン
デュー弘前ＦＣを熱く応援しましょ
う。
▽カテゴリーと年会費　①レギュ
ラー＝ 3,000 円／②Ｕ－ 18（18

歳以下対象）＝ 1,000 円／プレミ
アム＝3万円
▽会員特典　会員証発行／オリジナ
ルグッズの進呈／会員限定マガジン
の無料送付（年３回を予定）／ホー
ムゲーム来場数に応じてグッズ進呈
／サポートショップでのご優待など
▽申し込み方法　ブランデュー弘前
ＦＣ公式ホームページから申し込み
を。
■問 ブランデュー弘前ＦＣ事務
局（ ☎ 35・2012、 平 日 の 午
前 9 時 ～ 午 後 ６ 時、 ■Ｈ http://
www.blancdieu-hirosaki.com/
supporter_top.php）

 暮らしのinformation
■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

●弘前市役所　☎ 35・1111／●岩木庁舎　☎ 82・3111
／●相馬庁舎　☎84・2111

 

　弘前保健所、中南地方福祉事務所、弘前児童相談所および青森県障害者相談
センターは、現在建設中の青森県弘前健康福祉庁舎（下白銀町 14 の２）へ
３月30日に移転し、同日から業務を行うこととなりました。各機関の役割や
業務内容には変更がありません。
■問青森県健康福祉部健康
福祉政策課（☎青森017・
734・9277） ／ 弘 前 保
健所（☎ 33・8521）／
中南地方福祉事務所（☎
35・1622）／弘前児童
相 談 所（ ☎ 36・7474）
／青森県障害者相談セン
ター（☎32・8437）

弘前保健所、中南地方福祉事務所、弘前児童相談所
および青森県障害者相談センター移転のお知らせ

 

①弘前公園の「桜守」
である小林さんの取材
です。毎年きれいな桜
を咲かせるために、欠
かせない存在だと感じ
ました。
②これまでの活動を通
して、弘前のことに多
く関わることができて
良かったです！卒業し
ても色んなことに積極
的に参加していこうと
思っています！

①学生交流についての取材で
す。学生主体でイベントを行
いそれぞれつながりを持つこ
とができ、学生のこれからに
大きな可能性を感じました！
②ひろ♡レポでは、結成当初
からの 3年間活動してきま
した。その中で悩むこともた
くさんありましたが、活動を
通して弘前の良さを感じるこ
とができました。これからは、
地域に貢献できるよう頑張り
ます。

①初めての取材だった
「街歩き」です。今まで
知らなかった弘前の魅力
を発見でき、もっと弘前
が好きになりました。
②２年間の活動を通し
て、たくさん貴重な経験
ができ、多くの人の優し
さに触れることができま
した。大変なこともあり
ましたが、ひろ♡レポに
参加してよかったです。

①昨年の 8 月 1 日号の
町内会への取材です。今
後、町内会と学生の交流
がより活発になってほし
いと感じました。
②活動を重ねる度に弘前
が大好きになりました。
仲間や地域の皆さん、市
職員の皆さんの支えがあ
り、2年間活動すること
ができました。引き続き
ひろ♡レポをよろしくお
願いします！

わたしが選ぶ弘前の風景
　今回は年度末ということで、ひろ♡レポメンバー
が今年撮影した弘前の風景を集めてみました！

お地蔵さん ＠五重塔

絶景のさくら　

　　　　　＠弘前公園

街がりんご！　

　　　　＠りんご公園

夕刻 ＠弘前大学

↑公園内のすり鉢山
からは、りんごのフ
レームをつけたかの
ようなかわいい写真
が撮れます！ ↑弘前といえばやっぱりこれ！

↑最勝院五重塔に赤いず
きんをかぶったかわいい
お地蔵さんがいるのを
知っていましたか？ (^^)
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朝焼け ＠岩木川河川敷

今回、ひろ♡レポから４人が卒業します！

①印象に残っている
　取材エピソード
②最後に一言

福田由美
福士実波

竹内麻里子
相馬すみれ

 
 皆さんありがとうございました♡これからもひろ♡レポを
よろしくお願いします！　　　　　　　　卒業生一同より
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教えて！たか丸くん
クイズの答え

お詫びと訂正

　現在配布中の「市民便利帳くら
し弘前 2015」の 72ページに掲
載した『エコール居宅介護支援セ
ンター』の住所は「駅前町 10－
６」の誤りでした。また、同 73
ページに掲載した『居宅介護支援
事業所なごみの里ひろさき』の住
所および電話番号は「三和字川合
59-16」「93-3330」の誤り、『ま
ごころ介護』の住所は「西ケ丘町
３-11」の誤り、『居宅介護支援
事業所りんご』の住所は「取上２
丁目14-1」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。
■問介護福祉課（☎40・7099）

答えは、③の約 175 万回だ
よ。青森県内の市町村のホー
ムページで１番多い数字なん
だ。今回のリニューアルでさ
らに見やすくなったから、み
んなも市のホームページ
でいろんな情報
を見てみよう！

※ 質 問 は 17
ページに掲載。
閲覧数は平成
26 年の１年間
の数。


