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●弘前市役所　☎35・1111／●岩木庁舎　☎82・3111／●相馬庁舎　☎84・2111 暮らしのinformation

 

 

 かけっこ教室

▽とき　６月 11日～７月 11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
▽対象　小学校１～３年生＝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、
内履き
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・連絡先・教室
名を記入し、５月 28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。
※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。
■問問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

傾聴ボランティア養成講座

▽とき　６月 12 日・13 日の午前
10時～午後３時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）グループ活動室
▽内容　基調講演「いのちの関わり」
…講師・佐藤初女さん（森のイスキ
ア主宰）／特別養護老人ホーム施設
職員による「傾聴ボランティア体験
の分かち合い」ほか
▽対象　市民＝70人（先着順）
▽受講料　無料
※昼食は持参してください。
■問問弘前大清水ホーム（工藤さん、☎
36・2266）

65歳からの
アンチエイジング講座
　テーマは「若々しさと元気は口元
から！～汚れ残しのない歯磨きとお
口の体操で、老け顔にサヨナラ～」
です。
▽とき　６月 30 日（月）、午後２
時～３時（受け付けは午後１時半か
ら）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健

康ホール
▽内容　歯科衛生士による講話とお
口まわりの体操など
▽対象　おおむね 65歳以上の市民
＝50人（先着順）
▽参加料　無料
■問問６月 23日までに、電話で弘前市
保健センター（☎37・3750）へ。

託児付き！
気軽にダンス＆ヨガ
▽とき　平成 27年３月までの毎週
木曜日、午前９時半～11時
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁
目）柔道場
▽内容　音楽に合わせた燃焼系・柔
軟系のエクササイズとヨガ
▽対象　20歳以上の市民＝30人
▽参加料　月額 3,000 円（託児付
きは3,500円）
※初回は無料体験あり。別途傷害保
険料が必要。
▽持ち物　動きやすい服装、タオル
■問問スポネット弘前（☎ 32・6523、
日曜日・祝日を除く午前 10時～午
後７時）

市民乗馬教室

　平成 26 年度の生徒を募集しま
す。
▽とき　11月までの年 8回（月曜
日を除く、予約制）
▽ところ　岩木川河川敷馬場（向外
瀬１丁目）
▽内容　乗馬の基本
▽対象　市民＝20人
▽参加料　２万 8,000 円（レッス
ン８回分、傷害保険料、用具レンタ
ル料を含む）
■問問弘前馬術協会事務局（髙木さん、
☎33・7066、携帯 090・3360・
4419）

手話奉仕員養成講座（入門課程）

▽とき　６月 26 日～ 11 月 27 日
の毎週木曜日（８月７日・１４日を
除く）、午後７時～８時半（計21回）
▽ところ　身体障害者福祉センター
（八幡町１丁目）
▽対象　手話に関心があり、聴覚に
障がいがなく、初級レベルの手話を
学びたい18歳以上の人＝30人（先

着順）
※子ども連れでの参加はご遠慮くだ
さい。
▽受講料　無料（別途テキスト代
1,235円が必要）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・年齢・職業・
電話・ファクス番号を記入し、６月
16日（必着）までに身体障害者福
祉センター（〒036・8057、八幡
町１丁目９の17）へ郵送を。
※受講の可否は返信用はがきでお知
らせします。
■問問身体障害者福祉センター（☎
36・4521、■ＦＦ 32・1144）

危険物安全週間

「危険物　読みはまっすぐ　ゼロ災
害」（平成26年度危険物安全週間
推進標語）
　６月８日～ 14日は危険物安全週
間です。
　近年は全国的に、石油類など危険
物を取り扱う際の事故が増加傾向に
あります。事故の原因は、誤った取
り扱いやうっかりミスなど人的要因
がほとんどです。危険物を取り扱う
ときは、安全を再確認するように心
掛けましょう。
　なお、消防本部では、危険物安全
週間期間中、危険物関係事業所の消
防訓練や立入検査などを実施しま
す。
■問問消防本部予防課（本町、☎ 32・
5104）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～

　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、５月をパトロール強化月間とし、
全国一斉パトロールを実施します。
　当市でも、関係機関と合同でパト
ロールを実施します。係員が解体工
事現場などに立ち入る時は、ご協力
をお願いします。
　また、対象工事は建設リサイクル
法による届出が必要です。工事着手
日の７日前までに建築指導課へ届出

書を提出してください。
▽実施期間　５月26日～ 30日
▽対象工事　建築物の解体工事（床
面積 80㎡以上）、建築物の新築・
増築工事（床面積 500㎡以上）、建
築物の修繕・模様替えなどの工事（請
負代金 1億円以上）、その他の工作
物に関する工事（土木工事、請負代
金500万円以上）
▽その他　分別解体等および再資源
化等の対象となる特定建設資材＝コ
ンクリート、コンクリートおよび鉄
からなる建設資材、木材、アスファ
ルト・コンクリート
■問問建築指導課（☎40・7053）

健康相談・禁煙相談

　「生活習慣病の予防について」「健
診結果を詳しく知りたい」「健診受
診後の生活について」「禁煙したい」
など、健康や栄養について保健師や
栄養士が無料で相談に応じます。
▽６月の相談日
〇ヒロロ会場（駅前町、３階健康広
場）＝８日・27 日の午前 10 時～
午後３時
〇弘前市保健センター会場（野田２
丁目）＝ 16日の午前９時～午後３
時
▽予約受付時間　午前８時半～午後
５時（土・日曜日、祝日を除く）
■問問健康づくり推進課（弘前市保健セ
ンター内、☎37・3750）

弘前市奨学生の募集

▽対象　経済的な理由により修学が
困難で、次の①および②に該当する
人
①市内に住所がある家庭の被扶養者
で、高等学校以上の学校（専門学校
を含む）に在学している人
②ほかの奨学金の貸与または給付を
受けていない人
▽奨学金の額（月額）
○大学（大学院、短大含む）・専門
学校＝２万5,000円
○高等学校・中等教育学校後期課程
＝１万3,000円
▽貸与期間　在学する学校の正規の
修学期間（４月分からさかのぼって
貸与）
▽返還方法　卒業後１年経過してか
ら 10年以内で、年賦・半年賦・月

賦のいずれか
▽申し込み　６月 13日までに、各
学校、教育政策課（岩木庁舎２階）、
学務健康課弘前分室（市役所１階）
へ。
※家庭の経済状況や学力などを基に
選考し、結果を７月下旬に通知しま
す。
■問問教育政策課（☎82・1639）

ベビーレッスン

▽とき　６月 15
日（日）、午前の
部＝ 10 時 ～正
午、午後の部＝
２時～４時
▽ところ　ヒロ
ロ（駅前町）３階健康広場
▽内容　パパとママの育児体験、赤
ちゃんのお風呂実演、マタニティ相
談など
▽対象　弘前市民で開催日現在妊
娠16週～ 31週（５か月～８か月）
の人とその家族＝各５組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳
▽その他　駐車場はヒロロ駐車場
（３時間無料）または、おおまち共
同パーク（２時間無料）をご利用く
ださい。
■問問６月２日～ 11日に、健康づくり
推進課（弘前市保健センター内、☎
37・3750）へ。

中央公民館相馬館「長慶閣」
リニューアルオープン！
　空調、照明、音響設備も新しくな
り、使いやすくなりました。会場は
いす席で 350 人利用可能です。大
きな催しに、ぜひご利用ください。
■問問中央公民館相馬館（五所字野沢、
☎84・2316）

筋トレ・脳トレ
水中ウオーキング教室
▽とき　６月 12日～７月 17日の
毎週木曜日、午前 10時半～ 11時
半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水中ウオーキングの基本か
ら応用まで、水中でのストレッチ、
バランスを重視したトレーニング
▽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・生年月日・連絡先・教室
名を記入し、５月 28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。
※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。
■問問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

東北女子短期大学公開講座

▽日程と内容　①６月 28日の午後
１時～３時＝放射線量を測ってみま
せんか（自家製食品の放射線量を測
定します）／②７月 12日の午前９
時半～午後１時＝「おいしい津軽の
おかず」を作りましょう（４）／③
７月 12日の午後１時～２時＝法律
学をのぞいてみよう！／④６月 22
日、７月 19日、８月２日の午前９
時半～午後０時半＝中・高生のため
のクッキングレッスン！／⑤６月
29 日、８月 24 日の午前 10 時～
11時半＝保育講座（親子で楽しむ
わらべうたと絵本など）
▽ところ　①②③④＝東北女子短期
大学（上瓦ケ町）／⑤＝ヒロロ（駅
前町）３階多世代交流室２
▽対象　①高校生以上＝ 10人／②
③高校生以上＝ 30人／④中学 ･高
校生＝各回20人／⑤親子＝20組
▽受講料　①③④⑤＝無料／②＝
300円（食材料費）
※申し込み方法など詳しくは問い合
わせを。
■問問東北女子短期大学公開講座係
（ ☎ 32・6151、 ■ＦＦ 32・6153、
■ＥＥ tibunken@toutan.ac.jp、 ■ＨＨ
http://www.toutan.ac.jp）

前月比

 

人の動き PopulationPopulationPopulation

 その他
  

・人口　   178,399人    （－849）
　 男　　   81,586人　 （－506）
　 女　　   96,813人　 （－343）
・世帯数　  72,365世帯（－125）
平成 26年４月１日現在（推計）

■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


