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弘大附属幼稚園の園児募集

▼資格　保護者と同居し、通園
に要する時間が片道１時間以内
であること（青森市からの通園
は浪岡地区のみ可）
※通園には付き添いが必要。
▼募集対象児　平成 29年４月
２日～ 30年４月１日生まれの
３歳児＝30人
※４歳児・５歳児については、
問い合わせを。
▼願書交付・受付　交付＝９
月４日（金）～ 18日（金）の
午前９時 10 分～午後４時 30
分／受付＝９月 29日（火）～
10 月９日（金）の午前９時
10分～午後４時30分
※土・日曜日、祝日を除く。
■■問問弘前大学教育学部附属幼稚園
（学園町、☎32-6815）

令和３年度生県立弘前高等
技術専門校入校生募集

▼定員　自動車システム工学
科・建築システム工学科＝各
20人（訓練期間は２年間）
※推薦試験合格者を含む。
▼応募資格　学校教育法による
高卒者（令和３年３月卒業見込
みの者を含む）または高卒以上
の学力を有する人
▼受付期間　９月 28 日（月）
～11月 18日（水）
▼試験日　11月 27日（金）
※詳しくは問い合わせを。
■■問問県立弘前高等技術専門校（緑
ケ丘１丁目、☎32-6805）

青森県学生寮入寮生募集

▼対象　保護者が青森県民で、
東京都またはその近郊の大学、
専修学校等に在学または入学見
込みの男子学生
▼ところ　東京都小平市鈴木町

１丁目103の１
▼部屋・設備　個室（ベッド、机、
エアコン等備え付け）
▼経費　入寮費年額３万円、寮
費月額３万円、食費１食 450
円（平日の夕食のみ・希望制）、
電気料金実費（上・下水道料金
無料）
■■問問青森県育英奨学会（青森県
教育委員会教職員課内、☎
017-734-9879、■Ｈ https://
syougakukai.wixsite.com/
aomori-ryo）

自衛官募集

【航空学生】
▼受験資格　高卒者で（見込み
の者を含む）、航空は 21 歳未
満、海上は23歳未満の人
▼試験日・会場　９月 22 日
（火・祝）、弘前医療福祉大学（小
比内３丁目）
▼受付期間　９月 10 日（木）
まで

【一般曹候補生】
▼受験資格　18 歳以上 33 歳
未満の人
▼試験日・会場　９月 19 日
（土）、弘前医療福祉大学
▼受付期間　９月 10 日（木）
まで

【自衛官候補生（男女）】
▼受験資格　18 歳以上 33 歳
未満の人
▼試験日・会場　男子：９月26
日（土）・27日（日）、弘前駐屯
地（原ケ平）／女子：９月15
日（火）、青森駐屯地（青森市浪館）
▼受付期間　９月 10 日（木）
まで

【予備自衛官補（一般・技能）】
▼受験資格　一般は 18歳以上
34歳未満、技能（国家免許を
有する人）は 18歳以上 55歳
未満の人
▼ 試 験 日・ 会 場　10 月３日
（土）、弘前駐屯地

▼受付期間　９月 11 日（金）
まで
※詳しくは問い合わせを。
■■問問自衛隊弘前地域事務所（☎
27-3871）

仲町の町並み子ども絵葉書
作品募集

　町並み保存地区「仲町」の景
色や武家屋敷をスケッチした絵
はがきで応募してみませんか。

【作品の募集】
▼対象　市内の小、中学生
▼募集期間　９月１日（火）～
15日（火）
▼応募方法　はがきの宛名面に
郵便番号・住所・氏名・学校名・
学年・電話番号を記入の上、下
記の問い合わせ先まで郵送して
ください。

【応募作品の展示】
▼とき　９月 19 日（土）～
21日（月・祝）、午前10時～
午後３時30分
▼ところ　公開武家住宅「旧伊
東家住宅」（若党町）
※優秀作品はホームページ
（http://nakachou.main.
jp/）でも紹介します。また、
応募作品は原則返却しませんの
であらかじめご了承ください。
■■問問弘前市仲町地区伝統的建造物
群保存会（今井さん、〒 036-
8333、若党町 75 の２、☎兼
■Ｆ 32-9272）
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

農作業従事者を募集

　JAつがる弘前、JA相馬村お
よび JA津軽みらいの無料職業
紹介所では、りんごの生産に従
事したい人を募集しています。
▼作業期間　８月下旬から 11
月の収穫終了まで
▼作業時間　原則、午前８時～

午後５時（休憩含む。時間外勤
務なし。半日や短時間など相談
に応じます。）
▼作業内容　りんご生産の農作
業
▼対象　園地まで通勤可能で、
はしごでの作業ができる人
▼賃金　園主との話し合いで決
定
▼採用方法　面接による選考
■■問問 JAつがる弘前農作業従事者
無料職業紹介所（☎82-1052）
／ JA相馬村農作業従事者無料
職業紹介所（☎ 84-3215）／
JA津軽みらい石川グリーンセ
ンター（☎92-3311）

「第１回　小・中・高生ひろ
さき短歌大会」作品募集

　皆さんが住んでいる、学んで
いる弘前の魅力を短歌で表現し
てみませんか。自分の中に眠っ
ている才能が見つかるかもしれ
ません。
▼募集期間　９月 23日（水・

必着）まで
▼対象　市内の小・中・高校生
▼テーマ
①弘前をテーマにした短歌（弘
前城・さくら・りんご・岩木山・
禅林街・堀越城跡など）
②自由なテーマで作る短歌（自
分の気持ちや日常など）
※①と②の作品を、それぞれ１
首ずつ作ってください（発表し
ていない作品に限ります）。
▼応募方法　はがきや原稿用紙
に、作品２首、郵便番号、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号、学校名、学年を記入し、
郵送で提出を。
▼郵送先　〒 036-8336、栄
町２丁目４の８、弘前市歌人連
盟「第１回　小・中・高生ひろ
さき短歌大会」宛て
▼参加料　無料
▼結果発表　入賞作品は報道機
関等で発表するほか、入賞者に
は賞状と記念品をお贈りしま
す。
■■問問弘前市歌人連盟（端田さん、

☎ 090-7562-3336、■Ｆ 40-
0605、■Ｅ linkface0626@
yahoo.co.jp )
※令和２年度市民参加型まちづ
くり１％システムの採択事業。

ひろさき広域出愛サポート
センター休日登録会

　結婚を希望する独身男女が会
員に登録し、お見合いをする支
援をしています。なお、来場の
際は新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のためマスクの
着用をお願いするほか、体調に
不安のある人は来場をご遠慮く
ださい。
▼とき　８月23日（日）
　　　　正午～午後４時
※事前の申し込みは不要。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室A
■■問問ひろさき広域出愛サポートセ
ンター（☎ 35-1123〈日・月
曜日、祝日を除く、午前 10時
～午後 7時〉）

▼とき　９月 19日（土）、①午前の部：午前
10時～ 11 時 30 分／②午後の部：午後１時
～２時30分
▼集合場所　りんご公園（清水富田字寺沢）
▼内容　りんごの除袋・着色管理の研修（作業
DVDの視聴、実技研修）
※①、②ともに内容は同じです。
▼講師　青森県りんご協会職員、市内ＪＡ職員
▼対象　りんご補助作業に関心のある人、また
は就農を希望する人＝①、②それぞれ25人
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、汗拭きタオル、作業用手袋、
雨がっぱ（雨天時）
▼申し込み方法　９月 16日（水）までに農政
課へ申し込みを。氏名、電話番号、りんご作業
経験のの有無、参加希望の部（午前または午後）

をお知らせください。
※希望者には託児サービスがあります。利用希
望の場合は 9月９日（水）までに申し込みく
ださい。荒天の場合は、翌週９月 26日（土）
に順延します。
■■問問農政課地域経営係（☎ 40-7102、■Ｆ 32-
3432、■Ｅ nousei@city.hirosaki.lg.jp）

          初心者向けりんご研修会
（除袋・着色管理編）


