
15広報ひろさき　２０２２. ８.15

●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

30分（悪天候時は中止）
▼ところ　①藤田記念庭園（上
白銀町）、②弘前城植物園（弘
前公園内）
▼内容　①ハナショウブの株分
け、②アジサイのせん定・花が
ら取り
▼持ち物　汚れてもいい服装、
飲み物、手袋、タオルなど
■■問問藤田記念庭園（☎37-5525）

▼募集対象　平成 31年４月２
日～令和２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）
▼選考日程　募集要項交付…９
月２日㈮～16日㈮／願書受付
…９月26日㈪～10月７日㈮
／入園選考日…10月17日㈪
■■問問弘前大学教育学部附属幼稚

弘前大学教育学部附属幼稚園
令和５年度新入園児の募集

　りんご園の敷きわら
や、家庭菜園などに
使う稲わらを無料
で提供する「稲わらふりーでん」
を、９月末頃から実施します。
希望する人に提供場所の地図を
送付しますので、直接現地へお
いでください。申込時、必要な
稲わらの量をお知らせください。
※確保できる量によって、提供
量を制限する場合があります。
■■問問９月９日㈮までに、農政課
農産係（☎40-0504）へ。

▼とき　①９月３日㈯・４日
㈰、② 10 日㈯・11 日㈰の
午前９時 30 分～午前 11 時

「稲わら」を活用しませんか

ボランティア活動「みどりフ
レンズ」大募集！

園（☎32-6815）

　国では病気などのやむを得な
い事情で中学校に行けなかった
人のために、中学校卒業程度認
定試験を実施しています。受験
資格、試験科目など、詳しくは
問い合わせを。
▼日程　願書受付期限…９月２
日㈮／試験日…10月 20日㈭
／合格発表…11月 29日㈫
■■問問文部科学省総合教育政策局生
涯学習推進課（☎ 03-5253-
4111〈内線3267・2024〉）

▼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

令和４年度就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度認定試験

青森県学生寮入寮生募集

▼ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
▼内容と講師　①「ぐるぐる思考を
整理しよう！」…園木圭織さん（ひ
ろさき若者サポートステーション）、
②「働く意義・ワークバランスを考
える」…三上友子さん（I・M・S）
▼対象　就労をめざす人
▼受講料　無料
▼持ち物　筆記用具
■■問問９月７日㈬までに、来所または
電話でひろさき生活・仕事応援セン
ター（ヒロロ３階、☎36-3776）へ。

生産性向上支援訓練生産性向上支援訓練
▼とき　①９月 22日㈭・② 10月
３日㈪、午前９時 30 分～午後４
時 30分
▼ところ　旧弘前偕行社（御幸町）
▼内容　①効率よく分析するための
データ集計、②相手に伝わるプレゼ
ン資料作成
▼対象　会社から受講指示を受けた
在職中の人＝ 15人
▼受講料　2,200 円
▼申し込み方法　①９月８日㈭、
②９月 16日㈮までに、ファクスで
申込書（ホームページでダウンロード
可）を提出

就労に関するお知らせ

企業説明会・仕事体験会企業説明会・仕事体験会
▼とき　８月31日㈬、午後１時～４
時（受付は午後０時30分～）　
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４階市
民文化交流館ホール
▼内容　市内企業の企業ブースでの
仕事体験・説明会
▼参加企業数　10社程度（予定）
▼対象　市内企業への就職希望者
※求職を申し込む場合はハローワー
クの登録が必要。
▼持ち物　ハローワーク受付票
▼申し込み方法　申込書をファクス
かハローワーク窓口へ提出
※当日参加も可／入退場自由／当日
はヒロロ３階の託児室を利用可（事
前の申し込みが必要）／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。
■■問問 I・M・S（☎ 55-5608、■Ｆ 55-
5607）

就労準備セミナー就労準備セミナー
▼とき　①９月14日㈬・②21日
㈬、午前10時～11時 30分

■■問問ポリテクセンター青森（☎017-
777-1186、 ■Ｆ 017-777-1187、
■Ｈ https://www3.jeed.go.jp/
aomori/poly/）

在職者向けの講習会在職者向けの講習会
①職業訓練指導員試験事前講習（指
導方法）
▼とき　９月27日㈫・29日㈭・10
月４日㈫・６日㈭、午後６時～９時
▼対象　在職中の人＝20人
▼受講料　1,000 円
② CAD 基本操作講習
▼とき　10月３日㈪・５日㈬・７日㈮・
11日㈫・13日㈭、午後６時～９時
▼対象　在職中の人＝15人
▼受講料　1,300 円
～共通事項～
▼ところ　弘前高等技術専門校（緑
ヶ丘１丁目）
■■申申①９月５日（月・必着）、②９月
12 日（月・必着）までに、電話ま
たは郵送、ファクスで申込書（ホーム
ページでダウンロード可）を提出。詳
しくはホームページで確認を。
■■問問弘前高等技術専門校（☎ 32-
6805、 ■Ｆ 35-5104、 ■Ｈ https://
www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/
job/hi-gisen_zaishokusha.html）

各種スポーツ・体操教室など

（※）…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（コースがある場合は希望コース）の記入を。
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。
共通事項…飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動のできる服装で参加を。各自
傷害保険に加入を。詳しくは各施設に確認を。

プールで筋トレ・脳トレ
水中ウォーキング教室
■■時時９月５日～10月 31日の毎週月
曜日、午前９時30分～10時 30分
■■所所河西体育センター（石渡１丁目）　
■■内内水中ウオーキングの基本など　■■定定
市民＝15人程度　■■￥￥無料　■■持持水着・
水泳帽　■■問問８月26日（金・必着）
までに、往復はがき（※）で河西体
育センター（〒036-8316、石渡１
丁目19の１、☎38-3200）へ。

ストレッチポール×ストレッチ教室
■■時時９月７日～10月 26日の毎週水
曜日、午前 10時～ 11時　■■所所克雪
トレーニングセンター（豊田２丁目）
トレーニングルーム　■■内内ストレッチ
ポールの使い方、ストレッチや筋力
トレーニングなど　■■定定市民＝８人　
■■￥￥無料　■■問問８月29日（月・必着）ま
でに、往復はがき（※）で克雪トレ
ーニングセンター（〒036-8101、
豊田２丁目３の１、☎27-3274）へ。

かけっこ教室
■■時時９月９日～９月30日の毎週水・
金曜日、午後４時30分～６時

■■所所弘前B&G海洋センター（八幡町
１丁目）　■■内内走る・跳ぶ等の全身運
動など　■■定定市内の小学生＝30人程
度　■■￥￥無料　■■持持走りやすいシュー
ズ、なわとび　■■問問８月26日（金・
必着）までに、往復はがき（※）で
河西体育センター（〒036-8316、
石渡１丁目19の１、☎38-3200）へ。

水上スポーツ２DAYS
■■時時９月10日㈯・11日㈰、①午前
10時～11時 30分、②午後１時～
２時 30分、③午後２時 30分～４
時　■■所所城北ファミリープール（八幡
町１丁目）　■■内内カヌー、SUP（スタ
ンドアップパドルボード）、水上遊
具など　■■定定各回10人　■■￥￥１人１回
1,000円（傷害保険料を含む／未就
学児は無料、ただし保護者の参加が
必要）
■■問問８月 15日㈪以降に、
QR コードまたは弘前
B＆G海洋センター（☎

■■時時…とき　■■所所…ところ　■■内内…内容　■■定定…定員・対象　
■■￥￥…参加料　■■持持…持ち物

33-4545）へ。

楽しく散策ウォーク
■■時時９月15日～ 10 月 13日の毎週
木曜日、午前10時～正午　■■所所りん
ご公園（清水富田字寺沢）周辺ほか
■■内内ウオーキングの正しい歩き方や姿
勢の指導　■■定定市民＝10人　■■￥￥無料
■■問問８月30日（火・必着）までに、
往復はがき（※）で金属町体育セン
ター（〒036-8245、金属町１の９、
☎87-2482）へ。

プールで体力づくり教室
■■時時９月 26 日～ 11 月 14 日の毎週
月曜日、午後１時～２時　■■所所温水プ
ール石川（小金崎字村元）　■■内内水中
での体操、ウオーキング等　■■定定市民
＝ 30人程度　■■￥￥無料　■■持持水着・水
泳帽　■■問問８月 26日（金・必着）ま
でに、往復はがき（※）で河西体育
センター（〒 036-8316、石渡１
丁目 19の１、☎ 38-3200）へ。

年３月 31日までに大学卒業見
込みの人を除く）
▼申込期限　９月２日㈮
▼試験日程　第一次試験…９月
25日㈰に弘前市・青森市・八
戸市で実施／第一次試験合格発
表…９月30日㈮予定／第二次
試験…11月中旬に青森市で実
施／最終合格発表…12月上旬
　詳しくはお問い合わせを。
■■問問弘前警察署（☎32-0111）

▼試験職種　初級（機械職・電
気職）
▼採用予定人員　若干名
▼試験日　９月25日㈰
▼会場　市民会館（下白銀町）

津軽広域水道企業団
津軽事業部職員募集

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
▼部屋の設備　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・下水道料無料）
■■問問青森県育英奨学会（☎ 017-
734-9879、■■ＨＨ https://syou
gakuka i .w ixs i te .com/
aomori-ryo）

▼受験資格　平成２年
４月２日～平成 17年
４月１日に生まれた人（ただし
大学を卒業した人または令和５

警察官募集（警察官 B）

▼申し込み方法　９月８日（木・
必着）までに願書の提出を。詳
しくはホームページで確認する
か、お問い合わせください。
■■問問津軽広域水道企業団津軽事業
部総務課（☎ 52-6033、■■ＨＨ
http://www.tusui.jp/）

　放送大学はBS放送やインタ
ーネットを利用して授業を行う
通信制の大学です。現在、
2022 年 10月入学の学生を募
集しています。資料は放送大学
ホームページ（https://www.
ouj.ac.jp）から請求を。
▼出願期限　９月13日㈫
■■問問放送大学青森学習センター
（☎38-0500）

放送大学入学生募集

警察官募集（警察官 B）
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