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（必着）までに、河西体育センター
（〒 036・8316、石渡１丁目 19
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 河西体育センター（☎ 38・
3200）

介護食士３級養成講座

　介護食作りの基本を学んでみませ
んか。
▽とき　５月９日～ 11月 14日の
隔週土曜日、午前９時～午後２時
50分
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）
▽定員　30人（先着順）
▽受講料　65,500 円（実習材料費・
テキスト・資料代などを含む。分納
可）
■問 4月 28日までに、弘前医療福祉
大学短期大学部介護食士養成講座係
（☎27・1001）へ。

水泳教室（平泳ぎ）

▽とき　５月 11日～ 27日の毎週
月・水曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　平泳ぎの基本練習
▽対象　クロールで 25ｍ泳ぐこと
ができる市民＝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、４月30日（必着）までに、
温水プール石川（〒 036・8123、
小金崎字村元125）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問温水プール石川（☎49・7081）

ヒロロ健康サークル
～みんなで体を動かそう！～
　日ごろ運動しない人でも、無理な
く参加できるサークルです。一緒に
体を動かしてみませんか。
▽とき　５月 12日～ 26日の毎週
火曜日、午前 10 時半～ 11 時 50
分（受け付けは午前10時から）

▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ひろさき健幸増進リーダー
による体操
▽対象　毎回継続して参加できる
40歳以上の市民＝25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、
室内用シューズ、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・生年月日・
電話番号・サークル名を記入し、４
月 27日（必着）までに健康づくり
推進課（〒036・8711、野田２丁
目７の１）へ。
※はがき１枚で１人とし、応募多数
の場合は抽選で決定します。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750）

幼児体操教室・レディース
体験スポーツ教室・スナッ
グゴルフ教室
【幼児体操教室】
▽とき　５月 12日～６月 30日の
毎週火曜日、午後３時～４時
▽ところ　弘前市民体育館（五十石
町）
▽内容　マット、平均台、トランポ
リンなど用具を使用した運動、走る、
跳ぶ、投げるなどの全身運動
▽対象　４～６歳（就学前）＝ 20
人
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ
【レディース体験スポーツ教室（前
期）】
▽とき　５月 12日～７月 14日の
毎週火曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前市民体育館
▽内容　ラケットテニス、バドミン
トン、ソフトバレーボール
※１～３回目はローテーションをし
て３種目を体験。４回目以降は種目
を固定します。
▽対象　女性＝各種目10人
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ
【スナッグゴルフ教室】
▽とき　５月 14日～６月 18日の
毎週木曜日、午後１時半～３時
▽ところ　岩木川市民ゴルフ場（清
野袋２丁目）

テニス体験教室

▽とき　午前コース＝５月１日～６
月 19日の毎週金曜日、午前 10時
～正午／夜コース＝５月 13日～７
月１日の毎週水曜日、午後７時～９
時
▽ところ　運動公園（豊田2丁目）
▽内容　基本のストローク
▽対象　市民＝各10人（未経験者、
ラリーが続かない人）
▽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
と希望するコース名を記入し、４
月 24日（必着）までに、運動公園
（〒036･8101、豊田 2丁目 3）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定しま
す。
■問運動公園（☎27･6411）

プールで体力づくり教室・
かけっこ教室
【プールで体力づくり教室】
▽とき　５月８日～６月 12日の毎
週金曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　水中での体操、ウオーミン
グアップを兼ねた水中ウオーキン
グ、ストレッチ、簡単な筋力トレー
ニング、ゲームなど
▽対象　市民＝20人
【かけっこ教室】
▽とき　５月 13日～６月 12日の
毎週水・金曜日、午後４時半～５時
半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　走る・跳ぶ・ける・投げる
などの全身運動、ラダー、ミニハー
ドルなどの用具を使って足を動かす
トレーニングなど
▽対象　小学校１～３年生＝20人
～共通事項～
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
室内用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・希望
する教室名を記入し、４月 28 日
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▽内容　クラブの握り方・振り方、
ルール説明、コース実習
▽対象　市民＝15人
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物
～共通事項～
▽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（ふりがな）・年齢・電話
番号・希望教室名を記入し、４月
30 日（必着）までに市民体育館
（〒036・8362、五十石町７）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。
■問市民体育館（☎36・2515）

脳トレ＆
ミニバランスボール教室
▽とき　５月 20日～６月 24日の
毎週水曜日、午前 10時半～ 11時
半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ミニバランスボールを使っ
たストレッチ体操・ミニゲーム、脳
トレーニングをしながらストレッチ
▽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　飲み物、汗ふきタオル、
運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・生年月日・電話番号・希
望教室名を記入し、４月 30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）

キッズ☆ワールド会員募集

　いろんな学校や学年の子と楽しい
活動ができるよ！大学生のお兄さん
やお姉さんが、毎回みんなをサポー
トします。
▽活動日　６月６日・20日、８月
29日、10月 31日、11月 21日、
12月12日、平成28年１月23日、
２月 20日の午前 10時～午後４時

※活動内容により変更になる場合が
あります。
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）、弘前公園ほか
▽内 容　アイスブレーキング、
ウォークラリー、ワールドカップ（運
動会）など（予定）
▽対象　市内在住の小学生＝60人
▽会費　年額2,000円
▽申し込み方法　住所・氏名（ふり
がな）・性別・電話番号・学校名・
学年・保護者氏名を記入し、５月８
日（必着）までに、はがきかファク
ス、またはＥメールで申し込みを。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
全員に結果をお知らせします。
■問中央公民館「キッズワールド」係
（〒036・8356、下白銀町19 の４、
☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）

地域経営アンケートの実施

　市では、市政に対する市民の意識・
意向を把握し、施策の企画・改善な
どに活用するため、平成 26年度よ
り「地域経営アンケート」を実施し
ています。
　調査の結果は、「弘前市経営計画」
での目標に対する現状を把握するた
めの重要な基礎資料として利用しま
すので、ご協力をお願いします。
▽とき　４月下旬～５月中旬
▽対 象　16 歳以上の市民＝約
2,400人
▽調査方法　調査員が対象世帯を訪
問する調査員調査
■問ひろさき未来戦略研究センター情
報分析担当（☎40・7016）

御所温泉からのお知らせ

　４月１日から、御所温泉（五所字
野沢）の使用料が、６歳未満の子ど
もは無料になりました。「小人（小
学校児童以下）」の入浴回数券をお
持ちの場合は、未使用分の払い戻し
を受けることができます（小学生が
温泉を利用する場合は、そのまま使
用できます）。
▽対象回数券　「小人（小学校児童

以下）」の回数券（青色）
▽払戻金額　未使用入浴回数券１枚
＝100円（上限 1,000円）
▽申請手続き　受付場所に備え付け
の「御所温泉未使用入浴回数券払戻
し承認申請書」に必要事項（口座情
報を含む）を記入、押印（認め印可）
の上、未使用入浴回数券を添えて申
請してください。
▽受付場所および時間
①御所温泉＝午前 10時～午後９時
（水曜日を除く）／②相馬総合支所
総務課＝午前８時半～午後５時（土・
日曜日、祝日を除く）
▽払い戻し方法　口座振替
▽申請受付期間　９月30日まで
■問相馬総合支所総務課地域振興係
(☎ 84・2111)

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」第1回公開講座
　「認知症、精神障がいの理解」を
テーマに開催します。　
▽とき　５月24日（日）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽講師　佐藤靖さん（弘前大学医学
部附属病院精神科医）
▽定員　40人（先着順）
※事前に予約できます。
▽受講料　500円
■問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■Ｆ 38・
1829、北川さん、☎33・0393）

平成27年度協会けんぽ　
青森支部の健康保険料率
　全国健康保険協会（協会けんぽ）
青森支部では、県内の中小企業の従
業員とその家族が加入する健康保険
事業を運営しています。
　平成 27年度の健康保険料率は、
例年より１カ月遅れの４月分（５月
納付分）保険料より 10.00％から
9.98％に変更になります。
　皆さんの医療を支えるため、ご理
解をお願いします。
■問全国健康保険協会青森支部（青
森市長島２丁目、☎青森 017・
721・2713、 ■Ｈ http://www.
kyoukaikenpo.or.jp/shibu/
aomori/）
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