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●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

各種スポーツ・体操教室

（※）…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（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、（室内の場合）室内シュー
ズを持参し、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。

ソフトバレーボール体験教室

■■時時 11月４日～12月16日の毎週
金曜日、午前10時 30分～正午
■■所所金属町体育センター　■■内内ボール
慣れ、ゲーム　■■定定市民＝ 15人　
■■￥￥無料　■■問問 10月17日（月・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。

ストレッチ体操教室

■■時時 11月７日～12月26日の毎週
月曜日、午後１時30分～２時30
分　■■所所市民体育館フィットネスル
ーム　■■内内簡単なストレッチ体操、
筋力トレーニングなど　■■定定市民＝
10 人　■■￥￥ 無料　■■問問 10 月 20 日
（木・必着）までに、往復はがき（※）
で市民体育館（〒036-8362、五
十石町７、☎36-2515）へ。

体力づくり教室

■■時時①11月10日～１月19日（12
月 22日・29日を除く）、毎週木
曜日／②11月18日～１月20日
（12月30日を除く）、毎週金曜日
※時間はいずれも午後１時30分
～２時30分。　■■所所市民体育館フ
ィットネスルーム　■■内内ストレッチ
体操、筋力トレーニング、脳トレ
など　■■定定市民＝各 10人　■■￥￥無料
■■問問 10 月 20日（木・必着）までに、
往復はがき（※）で市民体育館（〒
036-8362、 五 十 石 町 ７、 ☎
36-2515）へ。

ヨネックスソフトテニス
キッズアカデミー

■■時時 11月３日㈭㈷、①午前10時
～正午／②午後１時30分～３時
30分　■■所所岩木山総合公園（百沢
字裾野）体育館　■■内内ソフトテニス
の初心者講習　■■定定①…５～８歳の
子ども／②…８～ 10歳の子ども
＝各 24 人　■■￥￥ 無料　■■問問 10 月
31日㈪までに、岩木総合公園（☎
83-2311）へ。

弓道教室

■■時時 11 月７日～２月 16日の毎週
月・木曜日、午前 10時～正午
■■所所青森県武道館（豊田２丁目）弓
道場　■■内内弓道の作法・心構えと基
本的な技術　■■定定高校生以上＝ 10
人　■■￥￥無料　■■問問 10 月 31日㈪ま
でに、青森県武道館（☎ 26-
2200）へ。

ラージボール卓球大会

■■時時 11 月６日㈰、午前８時 30分
から受け付け　■■所所弘前B＆G海
洋センター（八幡町）競技場　
■■内内ラージボール卓球の大会　■■定定大
学生を除く市民および弘前ラージ
ボール卓球協会会員　■■￥￥ 1,300
円（昼食弁当代を含む）　■■問問協会
所属会員はサークルの代表へ。個
人会員や会員以外の人は、10月
19日㈬までに、弘前ラージボー
ル卓球協会（菊池さん、☎ 070-
1159-5151）へ。

走り方教室

■■時時 10 月２日～ 30日の毎週日曜
日、午前９時～10時 30分　
■■所所千年小学校（小栗山字川合）体
育館・校庭　■■内内プロのトレーナー
による走り方教室　■■定定小学校４～
６年生＝６人（各回先着順で事前
の予約が必要）　■■￥￥１回 900円　
■■問問スポーツクラブwith ファイテ
ン（山崎さん、☎ 090-7930-
0180）へ。

市民太極拳教室

■■時時 10 月７日～ 11 月 25 日の毎
週金曜日、午後３時～４時 30分
■■所所笹森記念体育館（下白銀町）武
道場　■■内内太極拳の基本　■■定定 20 人
※事前の申し込みは不要。　
■■￥￥無料　■■問問弘前市武術太極拳連盟
（ 鹿 内 さ ん、 ☎ 080-1809-
1273）

■■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　■■問問…問い合わせ・申込先daywork（デイワーク）アプリとは
　仕事を探す「求職者」と人手が欲しい「生
産者」をスマートフォン等で結びつけるサ
ービスです。
　１日や時間単位の短期雇用が基本で、必
要な日・必要な時間だけ求人募集を出した
り、働くことが可能です。学生や主婦、定
年退職者、副業を行うサラリーマンなど、
幅広い世代が利用しています。

バイトをしたい皆さんへ
▼利用方法
①アプリをダウンロードし、アカウントを
作成する。
②求人情報を確認して希望するアルバイト
先へ応募する。
③採用後、必要に応じてチャットを行う。

人手が欲しい農家の皆さんへ
▼利用方法
①アプリをダウンロードし、アカウントを
作成する。
②農協組合員の人は農協へ、組合員以外の
人は市へ連絡する。
③アプリで求人内容を入力して募集を開始
する。
④応募に対して採用の可否を決定した後、
必要に応じてチャットを行う。
※市ホームページ（QRコード）に、利用
にあたっての「厳守事項」
と「操作マニュアル」を掲
載しています。アプリを利
用する前に必ず確認してく
ださい。

（◆）…求職者は完全無料。生産者は令和４年中
は無料で、令和５年から有料となる予定。

■問い合わせ先
①ひろさき農業総合支援協
議会事務局（農政課内、☎
40-7102）
②つがる弘前農業協同組合
（☎82-1052）
③津軽みらい農業協同組合
（☎92-3311）
④相馬村農業協同組合（☎
84-3215）

ソフトバレーボール体験教室 ヨネックスソフトテニス
キッズアカデミー

ストレッチ体操教室

弓道教室

走り方教室

市民太極拳教室

ラージボール卓球大会
体力づくり教室

教 室 名 と　き
①柔道教室 毎週火・金曜日、午後6時 30分～ 9時
②空手道教室 毎週月・木曜日、午後７時～9時
③少林寺拳法教室 毎週火・土曜日、午後７時～9時
④剣道教室 毎週土曜日、午後４時～７時
⑤なぎなた教室 毎週金曜日、午後７時～９時

青森県武道館の教室

▼対象　小学生以上
▼参加料　それぞれ月額500円
※③は協会への登録が必要／各自、
傷害保険に加入を。
■■問問青森県武道館（豊田
２丁目、☎26-2200）

　それぞれ月額500円
※③は協会への登録が必要／各自、

青森県武道館（豊田
２丁目、☎26-2200）

　それぞれ月額500円
※③は協会への登録が必要／各自、※③は協会への登録が必要／各自、

アプリのダウンロード方法
　App Store（アップストア）
またはGoogle Play（グーグル
プレイ）にアクセスし「daywork」
で検索するか、QRコードからダ
ウンロードしてください。
※アプリは無料でダウンロードで
きますが、ダウンロードや利用時
の通信料は自己負担となります。

▲ App Store ▲ Google Play

利用は
無料！（◆）

初心者
OK！

短時間
OK！

求人募集

応募 求職者

～利用者の声～

生産者

マッチング率が高く、若い人
が来てくれて助かっている。

面接や履歴書が不要で、スマホ
で簡単にできるところがいい！

休日に副業でちょっとしたお小
遣い稼ぎに丁度いい！

操作が簡単。一度作成した募集内
容を、次回以降コピーできるから
使いやすい！


