
24 25広報ひろさき　２０２２.７.１

●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

　弘南鉄道では、通勤時に利用
できるパーク＆ライド駐車場
を、駅付近に設定する実証事業
を開始します。
▼募集台数　普通車３台分（先
着順）
▼対象　弘南鉄道大鰐線の通勤
定期券新規購入者
▼駐車料金　無料
　詳しくは、弘南鉄
道ホームページ（QR
コード）で確認を。
■■問問弘南鉄道活性化支援協議会利
用促進部会事務局（地域交通課
内、☎35-1124）

▼とき　７月12日㈫
　　　　午前10時～午後１時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階ヒロロスクエアイベントスペ
ース
▼内容
①青森県保育
士・保育所支
援センター職
員による個別相談／②青森県内
の保育所・認定こども園等求人
情報の閲覧・紹介
▼対象　保育に興味がある人
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■■問問青森県社会福祉協議会青森県
保育士・保育所支援センター（☎
017-718-2225、■■ＨＨ https://
hoikubnk.pref.aomori .
lg.jp/）

　県が行う原子力広聴広報活動
に対する意見や要望等を把握す

聖愛中高前駅付近の
駐車場利用者を募集

令和４年度保育のお仕事
出張相談会Part1

青森県原子力モニター募集

るためにモニターを募集します。
▼任期　２年間（令和６年３月
31日まで）
▼内容　施設見学や意見交換会
への参加、アンケート調査への
協力等
▼対象　原子力に関心があり、
モニター活動に協力できる 18
歳以上の（高校生を除く）市民
＝８人
※応募者多数の場合はモニター
未経験者を優先。
▼申し込み方法　７月15日㈮
までに、電話か郵送、ファクス
またはEメール（郵便番号・住
所・氏名〈ふりがな〉・性別・生
年月日・電話番号・職業・申し
込み理由を記入）で申し込みを。
■■問問企画課（〒 036-8551、上
白銀町１の１、☎ 26-6348、
■■ＦＦ 35-7956、■■ＥＥ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

　市内の２つの史跡をガイド案
内します。
【大森勝山遺跡（大森字勝山）】
▼ガイド団体　大森勝山縄文遺
跡ガイドの会
▼申し込み方法　見学希望日の
２週間前までに、大森勝山縄文
遺跡ガイドの会ホームページ
（https://omorikatsuyama-
jomonguide.com/） で 申 し
込みを。
【堀越城跡（堀越字柏田）】
▼ガイド団体　史跡堀越城跡管
理事務所
▼申し込み方法　堀越城跡ガイ
ダンス施設（☎ 26-2950）に
申し込みを（当日でも可）。

史跡のガイド案内を
受け付けしています

～共通事項～
▼利用料　無料
▼その他　遺跡までの送迎等は
行っていません。
■■問問文化財課（☎82-1642）

　市内の観光スポットにもなっ
ている日曜朝市に出店してみま
せんか。
▼開催日　10月９日までの毎
週日曜日、午前６時 30分から
１時間程度
▼ところ　津軽藩ねぷた村こみ
せ通り（亀甲町）
　出店者は随時受け付けしてい
ます。詳しくは、津軽藩ねぷた
村ホームページ（http://nepu
tamura.com/parkwalking/）
で確認を。
■■問問津軽藩ねぷた村（檜山さん・
佐々木さん、☎39-1511）

さまざまなことが原因で、不
安や心配を感じて、こころがふ
さぎ込んでいませんか。ひとり
で悩みや問題を抱え込まず、誰
かに相談しましょう。
【相談することのメリット】
①話すことでこころが
軽くなる
②自分を客観視できる
③解決方法のヒントに
気付くことができる
　健康増進課では、「こころの
健康相談（本誌 26 ページ参
照）」を行っています。
※相談内容によっては、専門の
相談窓口を案内する場合があり
ます。
■■問問保健センターこころの健康づ
くり担当（☎ 37-3750、平日
の午前８時30分～午後５時）

日曜朝市の出店者募集

あなたのこころ、ふさぎ込ん
でいませんか
～相談することの大切さ～

　弘前市農業委員会発行の「農
業ひろさき」が第 28回「農業
委員会だより」全国コンクール
での応募 27作品中、最高賞で
ある最優秀賞を受賞しました。
　今回で、平成11年・20年・
26 年に続いて４度目の受賞。
年間発行回数の多さ、タイムリ
ーな情報提供と農業委員５人で

構成する広報委員会が農家の視
点で紙面を作成していることな
どが評価されました。
　「農業ひろさき」は、旧弘前
市での昭和 38年８月の創刊以
来約１万 3,000 部を毎月１回
発行しており、農業を営んでい
る人に配布しています。
※市ホームページでも閲覧可。

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カゼハレ
こども応援
クラブ

７月３日・10日・17日・
24 日・31 日（いずれ
も日曜日）の午後１時～
２時30分

千年小学校（小
栗山字川合）
体育館

鬼ごっこ、器械
運動、レクリエ
ーション運動

小学生＝
8人
（各回先着
順）

1回＝800円
事前にカゼハレこども
クラブ（風晴さん、☎
090-9742-1004）
へ。（※2）

②はるか夢
球場フィー
ルドナイト
ヨガ

７月８日㈮、８月17日
㈬
午後７時～８時（受け付
けは午後６時から）

はるか夢球場
（豊田２丁目）

星空の下、開放
的な「はるか夢
球場」人口芝フ
ィールドの上で
行うヨガ講座

高校生以
上

1回＝ 1,000
円（傷害保険
料込み）

事前に運動公園（☎
27-6411）へ。
※ヨガマットの持参
を。（レンタル＝ 1枚
100円）

③夏休みか
けっこ教室

７月 27 日㈬～ 29 日
㈮、８月３日㈬・４日㈭・
８日㈪・10日㈬
⑴午後０時30分～２時
⑵午後２時30分～４時

河西体育セン
ター

走る・跳ぶ等の
全身運動、音楽
に合わせてのジ
ャンプトレーニ
ングなど

市内の小
学生＝各
コース30
人程度

無料

７月15日（金・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）
※なわとびの持参を。

④硬式野球
体験

８月 10 日～ 12 月 21
日の毎週㈪・㈫・㈬、
午後７時～９時

克雪トレーニ
ングセンター
（ 豊 田 ２ 丁
目）、はるか夢
球場

体づくりの方法
の指導、トレー
ニング、キャッ
チボール、バッ
ティング、守備、
走塁

中学生＝
30人

全 20 回＝２
万円（傷害保
険料含む）
※途中参加は
１回＝ 1,000
円

事前に克雪トレーニン
グセンター（☎ 27-
3274）へ。
※ユニフォーム、帽子、
スパイク、グローブの
持参を。

（※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・教室名（希望コース）・保護者氏名（参
加者が未成年の場合）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。

▲（左から）高橋広報副委員長、成

田会長、櫻田市長、藤田広報委員長

■■問問農業委員会事務局（☎ 40-
7104）「農業ひろさき」が日本一の賞を受賞！

農家のための広報紙

７月10日㈰は
参議院議員通常選挙の投票日です。忘れずに投票を！

■■問問選挙管理委員会事務局（☎35-1129）


