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▽応募資格　次の①～④のすべてに該当する人
①市内に居住する20歳以上の人で、市のほかの附属
機関の委員に選任されていない人
②国・地方公共団体の議員・職員でない人
③任期中２回程度、平日の日中に開催される会議に出
席できる人
④過去に弘前市学校給食懇談会の公募委員に選任され
たことのない人
▽募集人員　３人程度
▽募集期間　５月13日～ 30日（当日消印有効）
▽謝礼など　１回の開催につき、謝礼１万円と交通費
を支給
▽委員の任期　委嘱の日から平成 27年３月 31日ま
で

▽応募方法　「弘前市学校給食審議会委員応募申込書」
に必要事項を記入の上、郵送、ファクス、持参または
Ｅメールで学務健康課へ。
　なお、詳しい資料「弘前市学校給食審議会公募委員
案内書」および「応募申込書」（様式）は、学務健康
課窓口に備え付けているほか、市ホームページからダ
ウンロードできます。
※提出された応募申込書は返却しません。
▽選考方法　応募者が多数の場合は、書類選考後、公
開抽選で決定し、結果は応募者全員に通知します。
▽問い合わせ・提出先　学務健康課（〒 036・
1393、賀田１丁目１の１、岩木庁舎３階、☎
82・1835、 フ ァ ク ス 82・2313、 Ｅ メ ー ル
gakumukenko@city.hirosaki.lg.jp）

 
市民の皆さん
から公募します
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弘前市学校給食審議会の委員を募集
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弥生いこいの広場
「動物広場イベント」
　エサをあげたり、獣舎の中を見た
りして、動物のことをもっと知ろ
う！
▽とき　５月25日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　弥生いこいの広場（百沢
字東岩木山）動物広場
▽内容　エサやり体験、獣舎バック
ヤードツアー、ヤギのつめ切り見学
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。動物広場
入場料が必要。
■問問 弥生いこいの広場（☎ 96・
2117）

第16回レクリエーション
スポーツ祭
　レクリエーションスポーツの普及
を図るとともに、市民の健康保持や
親ぼくを図るために開催します。
▽とき　５月25日（日）
　　　　午前９時半～
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　バウンドテニス、インディ
アカ、グラウンドゴルフ、ターゲッ
トバードゴルフなどのレクリエー
ションスポーツ（参加賞もあり）
▽対象　市民
▽参加料　無料（申し込みは不要。
当日直接会場へ）  
※初心者には指導します。また、用
具の無い人には貸し出しします。
■問問弘前市レクリエーションスポーツ
協会（奥出さん、☎33・8908）

追手門広場フリースタイル
マーケット2014
　追手門広場フリースタイルマー
ケットを、今年も開催します。日用
品や雑貨、衣類など、出店者の皆さ
んが持ち寄った商品が販売されま
す。探し物や掘り出し物が見つかる

かもしれませんので、ぜひお越しく
ださい。
▽とき　５月25日（日）
　　　　午前10時～午後３時
▽ところ　追手門広場（下白銀町）
▽入場料　無料
■問問市立観光館（☎37・5501）

「弘前×フランス」プロジェクト
「ペタンクであそぼう！」
　「まちをキャンパスに！」をスロー
ガンに、地域の皆さんとつながる弘
大生プロデュース企画シリーズで
す。
▽とき　５月31日（土）
　　　　午後１時半～４時半
▽ところ　弘前公園レクリエーショ
ン広場
▽内容　フランス発祥の球技「ペタ
ンク」を通して、フランスの文化や
ことばを楽しく学びます。
▽対象　ペタンクをやってみたい人
▽参加料　無料
▽申し込み方法　氏名、年齢、電話
番号を記入し、５月 28日までにＥ
メール、またはファクスで申し込み
を。
■問問弘前大学フランス語ホームペー
ジ・プロジェクト（■ＥＥ frenchpj@
cc.hirosaki-u.ac.jp）、 弘 前 市
ペタンク協会（葛西さん、☎兼■ＦＦ
88・3480）

水道週間の催し

　６月１日～７日の水道週間にちな
み、イベントを開催します。
【家庭巡回サービス】
　６月２日～６日に、ひとり暮らし
の高齢者や体の不自由な人の家庭を
対象に、給水装置の無料点検を行い
ます。
▽申込先　上下水道部営業課 ( ☎
36・8115)
【アンケート調査・給水体験】
　６月２日～６日に、上下水道部（茂
森町）１階の窓口でアンケート調査
にご協力いただいた人に、ペットボ
トル水（ひろさきの水）などを差し
上げます。また、６月 3日の午前
10時から、石川公民館で給水車に

よる給水体験を実施します。
■問問 上 下 水 道 部 総 務 課 ( ☎ 36・
8100)

高長根レクリエーションの森
「初心者山菜採り体験」
　初心者を対象にハイキングをしな
がら、山菜採り体験を行います。
▽とき　６月１日（日）、午前９時
半～正午（雨天中止）
▽ところ　高長根レクリエーション
の森（高杉字神原）
※現地集合。
▽定員　50人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　飲料水、長靴、軍手、タ
オル
■問問市みどりの協会（☎33・8733）

りんご公園企画展
「りんごの木工展」
　りんごをモチーフに考えた作品
や、りんごの木で作った作品など、
木のぬくもりを感じられる作品の
数々を、ぜひご覧ください。
▽とき　５月 30日～６月 29日の
午前９時～午後５時
▽ところ　りんご公園（清水富田字
寺沢）
■問問りんご公園（☎36・7439）

第8回B&G会長杯
グラウンドゴルフ大会
　グラウンドゴルフを通して親ぼく
を深め、健康維持、体力増進が図ら
れます。
▽とき　６月１日（日）、午前９時
～（受け付けは午前８時半～）
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）多目的広場
▽対象　市民
▽内容　24ホールを個人戦、団体
戦で競います。
▽参加料　１人 500 円（保険料含
む）
■問問申込用紙に参加料を添えて、５
月 21日までに弘前B&G海洋セン
ター（☎33・4545）へ。

【上級一般行政、上級建設（土木・建築・電気）、社会
人一般行政、社会人建設（土木・電気）、社会人福祉】
▽採用予定　上級一般行政＝20人／上級建設（土木）
＝６人／上級建設（建築）＝１人／上級建設（電気）
＝１人／社会人一般行政＝９人／社会人建設（土木）
＝４人／社会人建設（電気）＝１人、社会人福祉＝２
人
▽第１次試験　６月 22日（日）、県立弘前工業高等
学校（馬屋町）
▽受験申込書の提出方法　人材育成課（市役所３階、
窓口 302）で交付する受験申込書に必要事項を記入

し、6月２日（必着）までに郵送または持参を（受け
付けは、土・日曜日を除く午前８時半～午後５時）。
※募集要項は、市ホームページにも掲載しています。
▽ 問 い 合 わ
せ・提出先　
人 材 育 成 課
人 事 評 価 担
当（ 〒 036・
8551、上白銀
町１の１、☎ 
35・1119）

あなたの力を
市民・市のために 市職員募集（上級・社会人）

　市民の皆さんのご意見・ご提案を市政に反映させる
広聴事業の一環として実施する「市長車座ミーティン
グ」の開催団体を募集します。
　市長とさまざまなテーマで、ざっくばらんに話がで
きる絶好の機会です。奮ってお申し込みください。
▽とき　第３回＝７月３日／第４回＝７月29日 /第
5回＝9月4日
※時間はいずれも午後２時～３時。
▽対象　市内に在住、在勤または在学するおおむね５

人～ 15 人で構成
された団体（営利
目的、宗教・思想・
政治活動などの目
的で開催しようと
する団体は除く）
▽申し込み方法　
開催希望申込書に、

テーマや開催場所など所定の事項を記入の上、各開催
日の１カ月前までに広聴広報課（市役所３階、窓口
308）へ持参するか、郵送またはファクスで申し込ん
でください。
※開催希望申込書は、広聴広報課に備え付けてあるほ
か、市ホームページからもダウンロードできます。
▽その他　申込団体が複数の場合は、抽選により決定
します／会場の準備および費用負担は開催団体が行っ
てください／開催結果は、写真を添えて市のホーム
ページで概要を公表するほか、ミーティングの様子を
インターネット上で動画配信します
※今後実施予定のミーティングは、平日夜間・休日の
実施が可能な場合もありますので、実施を希望する団
体はご連絡ください。
▽問い合わせ・申込先　広聴広報課（〒 036・
8551、上白銀町１の１、☎ 35・1194、ファクス
35・0080）

 
市長と気軽に話し
ませんか 市長車座ミーティング


