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を使って簡単な筋力トレーニング
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、３月 20日（必着）まで
に、河西体育センター（〒 036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

ウオーキング教室

▽とき　４月６日～６月 29日の毎
週月・木曜日、午前 10時～ 11時
半
▽ところ　運動公園（豊田２丁目）
ほか
▽内容　ウオーキングの基礎、簡単
な筋力トレーニングなど
▽対象　市民＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　敷物（１畳程度）、持ち
運びできる飲み物、動きやすい服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室
名を記入し、３月 20日（必着）ま
でに、克雪トレーニングセンター
（〒036・8101、豊田２丁目３の１）
へ。

抽選で決定します。
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

初めての水中ウオーキング教室

▽とき　４月２日～５月７日の毎週
木曜日、午後１時～２時
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水中での歩き方、ストレッ
チ方法、筋力トレーニングなど
▽対象　市民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、３月15日（必着）までに、
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒036・
1332、兼平字猿沢32の 11）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

水中ウオーキングで
アンチエイジング教室
▽とき　４月６日～５月 18日の毎
週月曜日、午前 10時～ 11時（５
月４日を除く）
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水中でのストレッチ、用具

※月曜日と祝日の翌日は休館日。
○老人福祉センター瑞風園（高杉字
神原）

教室名 主な活動日程 定員
健康づく
り運動教

室
毎月第１・３火曜日
午後２時～３時 25 人

社交ダン
ス

毎月第２・４木曜日
午後１時～３時 25 人

▽対象　おおむね65歳以上の市民
▽受講料　無料
▽申し込み方法　３月 20 日まで
に、直接来所して申し込みを。
■問老人福祉センター瑞風園（☎
95・3535）
※月曜日と祝日の翌日は休館日。

俺の、私のそば打ち体験

▽とき　３月30日（月）
　　　　午前10時～午後０時半
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場管理
棟（清野袋2丁目）２階
▽内容　手作りそば打ち体験と試食
▽対象　市民＝15人
▽講師　福士博丈さん（弘前マイス
ター）　
▽参加費　1,500円（当日徴収）
▽持ち物　エプロン、タオル、三角
きんまたはタオルなど頭を覆えるも
の　
■問３月 23日までに、電話かファク
ス（氏名・性別・連絡先を記入）で、
岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ 36・
7855）へ。

水中ウォーク体験会

▽とき　３月22日（日）
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　星と森のロマントピア

（水木在家字桜井）
▽内容　アクアジョガーを装着して
水中ランニング、ビート板でアクア
バランスなど
▽対象　市民（大人）＝ 18人（先
着順、初心者歓迎）
▽講師　日本体育協会公認コーチ　
▽参加料　500 円（保険代、プー
ル代として）
※ヘルシーサポートランチを希望の
人は別途500円。
▽持ち物　水着（500 円で貸し出
し有り）、水中帽子、バスタオル、
昼食など
■問電話またはファクス（住所・氏名
を記入）で、青森県ノルディック・
ウォーク連盟（岩木山観光協会内、
☎83・3000、■Ｆ 83・3001）へ。

元気な体づくり教室

▽とき　４月
６日～ 27 日
の 毎 週 月 曜
日、午後１時
半～２時半
▽ところ　弘
前Ｂ＆Ｇ海洋
センター（八幡町１丁目）
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、脳トレーニング
▽対象　市民＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、３月20日（必着）までに、
弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒036・
8057、八幡町１丁目９の１）へ。
※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

生きがい教室

　４月～平成 28年３月の１年間の
受講者を募集します。
○城西老人福祉センター（城西４丁
目）

教室名 主な活動日程 定員
健康体操

教室
毎月第１・３土曜日
午後１時半～２時半 20 人

詩吟教室 毎月第２・４土曜日
午後１時半～３時半 15 人

▽対象　おおむね65歳以上の市民
▽受講料　無料
▽申し込み方法　３月 20 日まで
に、直接来所して申し込みを。
■問城西老人福祉センター（☎ 38・
0858）
※月曜日と祝日の翌日は休館日。
○鷹ケ丘老人福祉センター（西茂森
１丁目、天満宮境内）

教室名 主な活動日程 定員

絵画教室 毎月第１・３火曜日
午後１時～３時 20 人

俳句教室 毎月第１・３木曜日
午後１時～３時 20 人

短歌教室 毎月第２・４木曜日
午後１時～３時 20 人

書道教室 毎月第２・４金曜日
午後１時～３時 20 人

▽対象　おおむね65歳以上の市民
▽受講料　無料（一部の教室は教材
費が必要）
▽申し込み方法　３月 20 日まで
に、直接来所して申し込みを。電話
での申し込みはできません。
※受講希望者が定員を超えた場合
は、抽選で決定します。
■問鷹ケ丘老人福祉センター（☎
32・7260）

※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
抽選で決定します。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

脳＆カラダをスッキリ！
体操教室
▽とき　４月７日～６月 30日の毎
週火曜日、午前10時～ 11時
※１回だけの参加も可。
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）会議室
▽内容　タオル・バランスボール・
ゴムチューブを使ったストレッチ体
操、簡単なリズム体操、脳トレゲー
ムなど
▽対象　市民＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　室内用シューズ、汗ふき
タオル、飲み物、動きやすい服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室
名を記入し、３月 15日（必着）ま
でに、克雪トレーニングセンター
（〒036・8101、豊田２丁目３の１）
へ。
※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
抽選で決定します。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

 

　自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、市町村
や町会などのコミュニティ組織が主体となって実施する地域活動に対
し、各種助成金を交付しています。
　本年度は、浜の町町会が「コミュニティセンター助成事業」の助成
を受け、町会の集会施設「浜の町児童館」の建て替え工事を行いまし
た。なお、助成金を活用したい場合は気軽にご相談ください。
■問市民協働政策課（☎35・1664）

宝くじのコミュニティ助成金を活用

 

ひろみちお兄さんの親子体操実践講座

　NHK「おかあさんといっ
しょ」第10代目体操のお兄さ
んである佐藤弘道さんの考案
した親子体操の効果の発表と
体験会を開催します。
　親子一緒に体を動かし、遊
びを通して楽しみながら覚え
ましょう。

▽とき　3月 25日（水）、午前10時半～ 11時半（開場
は午前10時）
▽ところ　岩木文化センターあそべーる（賀田1丁目）ホー
ル
▽内容　親子体操を６カ月間実践した場合の効果に関する
調査研究結果の発表と、佐藤弘道さんによる親子体操の実
践指導

▽対象　①「ひろみちお兄さんの親子体操教室と健康チェ
ック」に参加した親子／②市内在住の 3歳～ 5歳の子ど
もとその保護者
▽定員　100組（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険などに加入を）
▽持ち物　運動のできる服装、内履きの運動靴、汗ふきタ
オル、飲み物
▽申し込み方法　はがき、メールまたはファクスで、住所・
子どもの氏名（ふりがな）・年齢・保護者の氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号・講座名を記入し、３月 16日（必着）ま
でに、健康づくり推進課（〒036・8711、野田２丁目７
の１、■Ｅ kenkou@city.hirosaki.lg.jp、■Ｆ 37・7749）
へ。
※いずれも１件につき１組の申し込みとします。
■問健康づくり推進課（☎37・3750）


