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[ 問合せ ]　企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線 1433）

　一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献事業として、地
域のコミュニティ活動に必要な備品などの整備に助成を行っています。
　今年度助成を受けた尾上町会では、コミュニティ活動の向上を目的に、
エアコンやDVDプレーヤー、プロジェクターなどを整備しました。

コミュニティ助成事業で
コミュニティ活動備品を整備しました！

DVDプレーヤー プロジェクターエアコン

２月 27日㈬・28日㈭　10時～ 16 時
（２日間の受講が必要です）

岩木文化センター「あそべーる」
（弘前市賀田一丁目 18 番地４）

講習料は無料ですが、事前に書店などでテ
キストを購入してもらいます。
※講習についての詳細は弘前地区消防事務
組合のホームページでも確認することがで
きます。
HP：http://www.hirosakifd.jp/

甲種防火管理新規講習
＼該当する施設は受講を！／

１月 28日㈪～２月８日㈮まで
申込期間

消防本部予防課か最寄りの消防署・分署で受け付けし
ます。なお、受付期間内であっても定員（120人）に
なり次第、受け付けを終了します。

　平成31（2019）年度の市内業者の一般競争（指名競争）

入札参加資格審査申請を次のとおり受け付けします。

日　時

場　所

受講料

受付期間

提出場所

提出書類

提出方法

１年間（４月１日～翌年３月 31 日）
申請書の有効期間

[問合せ]　弘前消防本部　予防課　☎32-5104
　　[問合せ]管財課　管財係 
☎44-1111（内線1413・1414・1415）

２月１日㈮～２月 28日㈭
※土日・祝日を除く

管財課　管財係（本庁舎４階）

市ホームページに掲載しています。

持参のみ

※Ａ４フラットファイルに綴じて提出す

ること。

入札参加資格審査申請を
受け付けします

2019-１　広報ひらかわ　⑪

●開設場所●

[ 問合せ ]　子育て健康課　子ども支援係　☎44-1111（内線 1151）

　　  学区 名称 開設場所 定員 連絡先

 柏木小学校区 かしわっこクラブ 柏木小学校内 30 名 平川中央こども園　☎44-2624
 高城クラブ 高城こども園内 19 名 高城こども園　☎44-3121
 なかよし BANBANクラブ  

50 名
 

小和森小学校区 (１・２年生 ) 
平賀保育園内

  
平賀保育園　☎44-3078

 ちゃれんじ BANBANクラブ  20 名 
 （３年生～）   

  松崎小学校区 第１あおぞらクラブ (１年生 ) 松崎保育園内 20 名 松崎保育園　☎44-3168
 第２あおぞらクラブ (２年生～ ) 平賀農村婦人の家内 40 名 
 大坊小学校区 だいぼうっこクラブ 大坊こども園内 19 名 大坊こども園　☎44-3120

 竹館小学校区 たけっこクラブ からたけこども園内 30 名 からたけこども園　☎44-8222
 あすかクラブ 町居飛鳥会館内 35 名 町居保育園　☎44-3174
 わくわくクラブ１(１・２年生 ) こども園あらや内 40 名 こども園あらや　☎44-3170平賀東小学校区

 わくわくクラブ２(３年生～ )  20 名 
 さわやかクラブ 広船地区構造改善センター内 19 名 平賀あすなろ保育園　☎44-8181
 はすねジュニアクラブ  

40 名
 

 猿賀小学校区
 (１・２年生 ) 

はすね子ども園内
  はすね子ども園　☎57-3430

 はすねキッズクラブ  
30 名

 
 (３年生～ )   
 リトルクラブ (１年生 )  40 名 

日の出こども園　☎57-3431
 

   金田小学校 スマイルクラブ (２年生 ) 日の出こども園内 40 名
 ハッピークラブ (３年生～ )  20 名 
碇ヶ関小学校区 関っこクラブ 碇ヶ関コミュニティ児童館内 25 名 碇ヶ関中央こども園　☎45-2001

　保護者が就労などで昼間家庭にいない小学生(ただし、祖父
母などが監護できる場合を除く)
※対象となる新１年生には個別に、新２～６年生には各小学
校を通して別途通知します。

月曜日～金曜日／授業終了後～ 18時
土曜日・長期休業期間・学校休業日 ／９時～ 18時
※各クラブで開設時間が異なります。

日曜日、祝日、年末年始、その他クラブが必要と認めた日
※悪天候などによる臨時休校、風邪などによる学級・学校閉
鎖の場合は基本的に休会となります。

　　　　　　 

○各クラブで教材費・おやつ代など実費を徴収します。
○その他に諸経費として年額2,000円(保険料など)
　を徴収します。  

〔申込場所〕
・子育て健康課　子ども支援係（健康センター内）
・尾上・碇ヶ関総合支所　市民生活課　市民係
・各クラブ

〔提出書類〕
放課後児童クラブ入会申込書（表面）および家族の状況確
認調書（裏面）
※書類は申込場所に用意しています。

〔注意事項〕
※審査により入会基準に該当しない場合や、申込状況に
よっては低学年を優先することがあります。また、申込期
間を過ぎて提出された場合、利用できない場合があります
ので、あらかじめご了承ください。
※各種費用を滞納された場合、利用承諾を取り消すことが
ありますのでご注意ください。

2019年度

放課後児童クラブ

入会の申し込みに

ついて

放課後児童クラブ

入会の申し込みに

ついて

１月21日㈪～２月６日㈬　８時15分～ 17時
（土日・祝日を除く）

申込期間

放課後児童クラブとは？

　保護者が就労などで昼間家庭にいない児童に対して、
保護者に代わり適切な遊びや生活の場を提供します。
　また、家庭的な雰囲気の中で基本的な生活習慣を身に
つけるとともに、異なる年齢集団の中で、個性を大切に
し、健やかな成長を支援することを目的としています。

対象児童

開設時間

休会日

費用

⑩　広報ひらかわ　2019-１
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