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▼とき　７月27日（火）
　　　　午前10時～正午
▼ところ　県立障害者職業訓練
校体育館
▼内容　介護実習や清掃実習の
訓練見学、訓練内容や就職支援
などの説明、実習棟や園地（畑）
の見学
▼対象　知的障がいのある人と
その家族、支援機関などの人
▼持ち物　内履き
※園地（畑）を見学するため、
汚れてもいい履物で参加を。
▼申し込み方法　７月５日（月）
～ 16日（金・必着）に、申込
書に必要事項を記入の上、郵送
かファクス、または Eメール
で申し込みを。申込書は県立障
害者職業訓練校ホームページか
らダウンロードできるほか、ハ
ローワークでも入手できます。
■■問問県立障害者職業訓練校訓練課
（〒036-8253、緑ケ丘１丁目
９の１、☎ 36-6882、■■ＦＦ 36-
7255、 ■■ＥＥ shokunko@pref.
aomori.lg.jp）

　令和４年度の入学者・転入学
者を募集します。
▼対象　知的障がいがあり、愛
護手帳（療育手帳）を持ってい
る人、または医師による知的障
がいがあることを証明する書類
を提出できる人で、通学時間が
おおむね片道１時間以内の人
▼募集人員　小学部第１学年＝
３人、第３学年＝１人、第６学
年＝１人／中学部第１学年＝６
人（小学部連絡進学予定者３人
を含む）／高等部第１学年＝８
人（中学部連絡進学予定者６人

青森県立障害者職業訓練校
作業実務科オープンスクール

弘前大学教育学部附属特別
支援学校の入学者などを募集

を含む）
※連絡進学予定者…現在本校に
在籍していて、本校内での進学
を希望している児童生徒。
▼出願書類の交付　９月 17日
（金）までの平日、午前８時
30分～午後３時
▼出願書類の受付　９月 27日
（月）～10月８日（金）の平日、
午前８時30分～午後３時
※出願前に入学相談が必要で
す。申し込みは９月３日（金）
まで受け付けますので、事前に
お電話でご連絡ください。
■■問問弘前大学教育学部附属特別支
援学校（☎36-5011、■■ＨＨ htt
ps://home.hirosaki-u.
ac.jp/futoku/）

▼とき・会場
第１回＝７月17
日（土）、市民会
館（下白銀町）
／第２回＝８月 21 日（土）、
弘前学院聖愛中学校／第３回＝
９月 16 日（木）、青森県武道
館（豊田２丁目）／第４回＝
10 月８日（金）、スポカルイ
ン黒石（黒石市ぐみの木３丁目）
／第５回＝ 12月 11 日（土）、
弘前学院聖愛中学校
※詳細は、聖愛中学校ホームペ
ージをご覧ください。
■■問問弘前学院聖愛中学校（原ケ平
字山元、☎ 87-1411、■■ＦＦ 87-
1413、■■ＥＥ jimu@seiai.ed.jp、
■■ＨＨ https://seiai.ed.jp/）

▼職種　上級（一般行政、電気、
機械、化学）
▼第一次試験日・会場　８月
29日（日）、市民文化交流館（ヒ

弘前学院聖愛中学校
体験入学・学校説明会

津軽広域水道企業団津軽事
業部職員採用資格試験

ロロ〈駅前町〉４階）
▼採用予定人数　若干名
▼応募方法　７月１日（木）～
８月 10日（火・必着）に、受
験申込書に必要事項を記入し、
必要書類を添えて郵送または持
参で提出してください（受け付
けは平日の午前８時 30分～午
後５時）。
※詳しくは、津軽広域水道企業
団ホームページ（http://www
.tusui.jp/）で確認するか、問
い合わせを。
■■問問津軽広域水道企業団津軽事業
部 総 務 課 総 務 係（ 〒 036-
0342、黒石市大字石名坂字姥
懐２、☎52-6033）

【航空学生】
▼受験資格　高卒者で（見込み
の人を含む）、海上は 18 歳以
上 23歳未満、航空は 18歳以
上 21歳未満の人
▼試験日・会場　９月 20 日
（月・祝）、弘前医療福祉大学（小
比内３丁目）
▼受付期限　９月９日（木）

【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 18 日
（土）、弘前医療福祉大学
▼受付期限　９月６日（月）

【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
25 日（土）・26 日（日）、弘
前駐屯地（原ケ平）／女子…
10月１日（金）、青森駐屯地（青
森市浪館）
▼受付期限　９月６日（月）

【防衛大学校（一般）】
▼受験資格　高卒者で（見込み
の人を含む）、18歳以上 21歳
未満の人

自衛官募集

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リフレッシ
ュ☆ストレッ
チ教室

７月17日～９月11
日の毎週土曜日（た
だし８月 14 日を除
く）、午前 10 時 30
分～11時 30分

金属町体育
センター集
会室

自宅でもできる簡
単なストレッチの
紹介

市民＝12人

 無料

７月 10日（土・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）

②夏休みかけ
っこ教室

７ 月 26 日（ 月 ）・
28 日（ 水 ）・30 日
（金）、８月２日（月）・
４日（水）・６日（金）、
午後０時 30 分～２
時もしくは午後２時
30分～４時

河西体育セ
ンター

上手に体を使うた
めの運動や、音楽
に合わせたトレー
ニングなど

市内の小学生
＝各コース 30
人程度

７月 14日（水・必着）ま
でに、河西体育センター（〒
036-8316、石渡１丁目
19の１、☎38-3200）へ。
（※１）、（※２）…希望時
間帯を記入

③チェア体操
教室

７月 29 日～９月９
日の毎週木曜日（た
だし８月 12 日を除
く）、午後１時～２時

市民体育館
（五十石町）
フィットネ
スルーム

いすに座ってでき
るストレッチ、音
楽に合わせてのリ
ズム体操など

市民＝10人

７月 14日（水・必着）ま
でに、河西体育センター（〒
036-8316、石渡１丁目
19の１、☎38-3200）へ。
（※１）、（※２）

④市民ソフト
テニス教室

８月１日～ 22 日の
毎週土・日曜日、午
前９時 30 分～正午

鷹揚園庭球
場（下白銀
町）１～３
コート

初心者・中級者・
上級者に分かれて
練習方法の習得

市民（未成年者
は保護者同伴
か保護者送迎）

当日会場で受け付け。
弘前ソフトテニス協会（築
舘さん、☎ 090-3694-
0796）

（※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）・
教室名を記入の上、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。

▼ 試 験 日・ 会 場　11 月６日
（土）・７日（日）、青森第二合
同庁舎（青森市長島）
▼受付期限　10月 27日（水）

【防衛医科大学校（医学科学生・
看護学科学生）】
▼受験資格　高卒者で（見込み
の人を含む）、18歳以上 21歳
未満の人
▼試験日・会場　医学科学生…
10月 23日（土）、青森第二合
同庁舎／看護学科学生…10月
16 日（土）、青森第二合同庁
舎
▼受付期限　医学科学生…10
月 13日（水）／看護学科学生
…10月６日（水）

【予備自衛官補（一般・技能）】
▼受験資格　一般…18歳以上
34 歳未満の人、技能…18 歳
以上 55歳未満で、国家免許を
保持している人

▼ 試 験 日・ 会 場　10 月２日
（土）、青森駐屯地
▼受付期限　一般・技能ともに
９月17日（金）
※詳しくは問い合わせを。
■■問問自衛隊弘前地域事務所（☎
27-3871）

▼職種　消防職
Ｂ＝平成 12 年
４月２日～平成 16年４月１日
に生まれた人
▼応募資格　日本国籍を有し、
採用時において弘前市、黒石市、
平川市、藤崎町、板柳町、大鰐
町、田舎館村、西目屋村に居住
でき、矯正視力を含み両眼で
0.7 以上かつ一眼でそれぞれ
0.3 以上、男性は身長おおむね
160cm以上、女性はおおむね

消防職員募集

155cm以上の人
▼採用予定人数　４人
▼第一次試験日・会場　９月
19 日（日）、弘前医療福祉大
学（小比内３丁目）
▼試験科目　高校卒業程度の教
養試験、適性検査、体力試験
▼応募方法　８月 27日（金・
消印有効）までに、受験申込書
に必要事項を記入し、必要書類
を添えて郵送または持参してく
ださい（受け付けは平日の午前
８時30分～午後５時）。
※受験申込書は消防本部人材育
成課および各消防署で交付して
いるほか、弘前地区消防事務組
合ホームページ（http://www.
hirosakifd.jp/）からダウンロ
ードできます。
■■問問 消防本部人材育成課（〒
036-8203、本町２の１、☎
32-5109）


