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集部ライター」を募集します。
▼募集期間　４月 30 日（金）
～５月31日（月）
▼募集人員　10人程度
▼活動期間　令和４年３月 31
日まで
▼応募条件　①市の魅力を市内
外に情報発信する意欲がありボ
ランティアとして活動できる人
／②応募時に市内在住・在勤・
在学（高校生以上）の人（ただ
し応募者が高校生または未成年
者の場合は保護者等の同意が必
要）／③パソコン、スマートフ
ォン、タブレットのいずれかを
所有し基本的な操作ができる人
／④育成講座に参加できる人
▼活動内容　ローカル情報の取
材・記事執筆など、経験豊富な
編集長のもとで、市民ライター
育成講座などに参加しながら、
市の移住ポータルサイト「弘前
ぐらし」や自身の SNSなどで
市の魅力を情報発信します。
▼応募方法　応募用紙に必要事
項を記入し、必要書類を添えて、
５月 31日（月・必着）までに
Eメール、郵送、持参で提出を。
応募用紙は「弘前ぐらし」ホー
ムページからダウンロードでき
るほか、企画課（市役所２階）
でも配布しています。
▼選考方法　書類選考の上、６
月中旬頃に Eメールで結果を
通知します。
※詳細は、「弘前ぐ
らし」ホームページ
をご覧ください。
■■問問企画部企画課人口
減少対策担当（〒036-8551、
上白銀町１の１、☎40-7121、
■■ＥＥ kikaku@city.hirosaki.
lg.jp）

　市内企業の人事担当者が、仕
事内容などを生の声で伝えま
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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
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図書館休館日５月

　城西小学校
地区（市道袋
町線）では、
歩行者が安全
に通行できる
ように「生活道路の交通安全対
策事業」を実施し、国土交通省
の技術支援を受けながら生活道
路の安全対策を推進するため、
対策の効果検証等を平成 28年
度から行ってきました。
　運転者の皆さんは、当該地区
はもとより他地区を走行する場
合でも、通学児童などの歩行者
や自転車利用者への配慮にご協
力をお願いします。
検証結果などの詳細は、市ホー
ムページをご確認ください。
■■問問土木課（☎40-7051）

生活道路の交通安全対策

　ホンデリングとは、寄付して
いただいた本の売却代金を、「全
国被害者支援ネットワーク」が
行う支援活動に役立てるもので
す。全国被害者支援ネットワー
クでは、犯罪被害に遭われた
人々への精神的ケアや、警察や
病院等への付き添い支援、経済
的支援などを行っています。
　昨年度は多くの人に賛同いた
だき、約 3,000 冊を寄付する
ことができました。今年度も引
き続きご協力をお願いします。
▼実施期間と寄付ボックス設置
場所　①市役所（上白銀町）２
階市民協働課前通路…令和４年
３月 31日（木）までの年末年
始（12 月 29 日～１月３日）
を除く平日、午前８時 30分～
午後５時／②市民参画センター
内（駅前町、ヒロロ３階）…令
和４年３月 31日（木）までの
年末年始（12 月 28 日～１月
３日）を除く午前９時～午後９
時
▼寄付対象となる本　ISBNコ
ード（下図）がついた本

※ ISBN コードがついていな
い本、個人出版の本、古書、マ
ンガ雑誌、コンビニコミック、
百科事典などは対象外です。寄
付いただいた本は返却できませ
んのでご了承ください。
■■問問市民協働課（☎40-0384）

　弘前に住む人の生活や日常、
市に移住してきた人ならではの
気づきや発見など、弘前の魅力
を発信する「弘前ぐらし市民編

本で広がる支援の輪
「ホンデリング」にご協力を

市民ライターを募集

※変更となる場合があります。

※事前の予約が必要。
▼予約方法　６月 17 日（木）
までに、電話で青森県男女共同
参画センター相談室へ（受け付
けは午前９時～午後４時〈水曜
日を除く〉）。
※弁護士への相談がスムーズに
できるように、予約の際に相談
員が相談内容を伺います。
■■問問青森県男女共同参画センター
相談室（☎017-732-1022）

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（金）・26
日（水）、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）４
階市民文化交流館ホール
▼定員　20人程度
▼参加企業数　３社以上（予定）
▼その他　参加希望者は当日ま
でに申し込みを。ハローワーク
に未登録の人も参加可。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。UJI ターン
求職者を対象とした、スカイプ
（インターネットによるテレビ
電話）での面談ができます（開
催日の７日前までの申し込みが
必要）。詳しくは問い合わせを。
■■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）

【生産現場の問題解決】
▼とき　６月９日（水）、午前
９時30分～午後４時30分
▼ところ　総合学習センター
（末広４丁目）
▼対象　在職者（中堅層）＝
15人
▼受講料　3,300円
▼申込期限　５月26日（水）

【業務効率を向上させるワープ
ロソフト活用】
▼とき　６月 11 日（金）、午
前９時30分～午後４時30分
▼ところ　JMTC弘前教室（御
幸町）
▼対象　在職者＝15人
▼受講料　2,200円
▼申込期限　５月28日（金）
～共通事項～
▼申し込み方法　ファクスで申

生産性向上支援訓練

し込みを（申込書はホームペー
ジからダウンロード可）。
■■問問ポリテクセンター青森（☎
017-777-1186、 ■■ＦＦ 017-
777-1187、 ■■ＨＨ https://
www3.jeed.go.jp/aomori/
poly/）

　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 11 日（火）、午
後１時 30分～３時 30分／５
月 16日（日）、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
※随時受け付け（事前予約優先）。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎
017-734-9832、 ■■ＦＦ 017-
734-8311、労働相談ダイヤ
ル☎0120-610-782）

　相続、遺言、成年後見などの
無料相談会です。
▼とき　５月 19 日（水）、午
後１時30分～３時 30分
※事前の予約は不要。
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室
■■問問弘前コスモス会（ふたば行政
書士事務所、☎88-8781）

　法律問題について、女性弁護
士がアドバイスします。
▼とき　6 月 22 日（火）、午
後２時～４時（１人30分）
▼ところ　市役所３階会議室
▼定員　３人（先着順）

労働相談会

行政書士弘前コスモス会に
よる無料相談会

女性のための無料法律相談
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緑の相談所 ５月の
催し

【講習会】
●山野草の増やし方
▼とき　15日（土）、午後１
時30分～３時30分
●コチョウランの栽培管理
▼とき　22日（土）、午後１
時30分～３時30分
※定員は各20人。事前に電
話で予約が必要。

【展示会】
●春の山野草展
14日（金）～ 16日（日）
の午前９時～午後４時30分

【弘前城植物園での催しなど】
●深山霧島展
29日（土）・30日（日）
●移動緑の相談所
29日（土）・30日（日）

【植物園・弘前城有料区域無
料開放】
　植物園では園内観察会や高
所作業車乗車体験、ハーバリ
ウム作り体験を行いますの
で、この機会にぜひおいでく
ださい（一部有料）。
▼とき　30日（日）
　　　　午前9時～午後5時

【今月見られる花】
ハンカチツリー、ツツジ、西
洋シャクナゲ、ボタンなど
■■問問緑の相談所（弘前公園内、
☎33-8737）




