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●弘前市役所　☎ 35-1111 ／●岩木庁舎　☎ 82-3111 ／●相馬庁舎　☎ 84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

■■問問 津軽広域連合総務課（〒
036-8003、駅前町９の 20、
ヒロロ 3階、☎ 31-1201、■Ｅ
rengou@tsugarukoiki.jp 、
■Ｈ http://tsugarukoiki.jp/）
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

相

弘こ

図書館休館日５月

 各種スポーツ・体操教室
教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参 加 料 問い合わせ・申込先

①ビギナー
ズゴルフス
クール

令和３年３月 31 日
まで（木曜日を除く）
の❶午前 10 時～
11 時 30 分、❷午
後１時～２時 30 分

岩木川市民ゴ
ルフ場（清野
袋２丁目）ゴ
ルフコース、
練習場、管理
棟

クラブの握り
方、基本技術、
ルールなどの個
人レッスン

ゴルフを始め
たい人、ビギ
ナーゴルファ
ー（学生も可）

１回 3,000 円
（回数券もあり）

岩木川市民ゴルフ場
（☎ 36-7855）へ。
※事前の予約が必
要。

②～認知症
を予防しよ
う！～☆楽
しく健康教
室☆

５月 26 日～６月
30 日の毎週火曜日

（６月 23 日を除く）、
午後１時 30 分～２
時 30 分

金属町体育セ
ンター集会室

軽いリズム体操
や脳トレなど 市民＝ 10 人 無料

５月 15 日（金・必着）
までに、金属町体育
センター（〒 036-
8245、金属町1の9、
☎ 87-2482）へ。

（※ 1）、（※ 2）

③夏泊半島
シーサイド
ノルディッ
クウォーキ
ング

５月 31 日（日）、
午前８時～午後４時
ごろ

集合場所…河
西体育センタ
ー（石渡１丁
目）、活動場所
…夏泊半島・
大島～椿山海
岸沿い（約７
㎞）

ノルディックウ
ォーキング基本
レクチャー、海
岸沿いをノルデ
ィックウォーキ
ング、温泉入浴・
昼食会

20 人（長距
離歩行が可能
な人で、傷病
者は除く）

3,000 円（バ
ス代・温泉入館
料・昼食代・ポ
ールレンタル代
含む）

弘前 B ＆ G 海洋セ
ンター（☎ 33-
4545、■Ｅ hirobg2
@jomon.ne.jp）へ。

④トータル
フィットネ
ス・前期

６月１日～７月 27
日の毎週月曜日、午
前 10 時 30 分～
11 時 30 分

弘前 B ＆ G 海
洋センター（八
幡町１丁目）
武道館

呼吸法・ストレ
ッチ・筋力トレ
ーニング・軽い
有酸素運動の４
つの総合的な運
動で健康な体作
り

一般＝ 20 人
１回 300 円（ヨ
ガマットのレン
タルあり）

⑤第 14 回
B&G 会長
杯グラウン
ドゴルフ大
会

６月７日（日）、午
前９時～（受け付け）

（雨天時は６月８日
に順延）

弘前 B ＆ G 海
洋センター（八
幡町１丁目）
多目的広場

グラウンドゴル
フの個人戦、団
体戦

市民 １人 500 円
５月 24 日（日）ま
でに、弘前 B ＆ G
海洋センター

（☎ 33-4545）へ。

（※１）…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名（希望コース）を記入の上、各申込先まで郵送を。家族や友人同士での参加ははがき1枚で応募可。応募多数の
場合は抽選で決定。／（※２）…室内シューズが必要。／共通事項…飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装
で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

求人説明会・ミニ面接会

　市内企業の人事担当者が、仕
事内容などを生の声でお伝えし
ます。求職中であれば誰でも無
料で参加でき、面接も可能です。
▼とき　５月 14日（木）・25
日（月）の午後１時 30分～４
時 30分（受け付けは午後１時
～）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼定員　20人程度（ハローワ
ークに未登録の人も参加可）
▼参加企業数　３～５社（予定）
▼その他　雇用保険受給者は求
職活動実績の対象になるため、
雇用保険受給資格者証の持参
を。参加企業は、青森労働局ま
たは市ホームページでご確認く
ださい。
■■問問 I･M･S（弘前就労支援セン
ター内、駅前町、ヒロロ３階、
☎55-5608）

労働相談会

　青森県労働委員会では、個々
の労働者と事業主との間に生じ
た労働条件などのトラブルを解
決するため、無料の相談会を開
催します。
▼とき　５月 12日（火）の午
後１時 30 分～３時 30 分／
17 日（日）の午前 10 時 30
分～午後０時30分
▼ところ　青森県労働委員会
（青森市新町２丁目）
▼対象　県内の労働者、事業主
※事前の予約を優先します。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎

017-734-9832、 ■Ｆ 017-
734-8311、労働相談ダイヤ
ル☎0120-610-782）

令和２年度労働保険年度
更新の手続きについて

　平成 31年度確定保険料と令
和２年度概算保険料の申告・納
付手続きを行っていただく時期
となりました。
　令和２年度の申告・納付期間
は、６月１日（月）から７月
10日（金）までですので、お
近くの金融機関・郵便局などで
手続きをしてください。
■■問問青森労働局総務部労働保険徴
収室（青森市新町２丁目、☎
017-734-4145）

津軽の名人・達人バンク

　「津軽の名人・達人バンク」
とは、学校や施設、企業などの
地域活動で講師が必要なとき、
皆さんの希望や目的に合わせて
活用できる事業です。
　どなたでも自由に利用できま
すので、学校行事や各種団体の
イベントで楽しく学んでみませ
んか。

【指導内容一例】
　伝統工芸（こぎん刺し・津軽
塗・金魚ねぷたなど）、フラワ
ーアート、クラフト製作、健康
づくりの指導など。

【利用方法】
　希望する講師を見つけたら、
名簿に掲載されている連絡先へ
直接日程や費用などをお問い合
わせください。

【その他】
　自分の特技を講師として指導
できる「名人・達人」も募集し
ています。／名簿は津軽広域連
合のホームページからダウンロ
ードできるほか、郵送もできま
すのでご連絡ください。

おたのしみおはなし会に
ついてのお知らせ
　おたのしみおはなし会は、
新型コロナウイルスの感染
予防と拡大防止の観点から、
５月開催分を中止します。
今後の予定については弘前
図書館へ問い合わせを。

※変更となる場合があります。


