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有 料 広 告 有 料 広 告

■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

でに中央公民館（〒 036・8356、
下白銀町 19の４、■ＦＦ 33・4490、
■ＥＥ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp）へ。
■問問中央公民館（☎ 33・6561、火
曜日は休み）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授の今充さん (医
学博士 )のボランティアによる無料
健康相談を開催します。からだのこ
となどで気になる人はご相談くださ
い。
　また、ヒロロ（駅前町）３階健康
広場のセルフチェックコーナーでの
計測結果について、専門的なアドバ
イスを希望する人も気軽にご相談く
ださい。
▽とき　６月７日・14 日、７月
12日・26日の午後１時～４時
▽ところ　健康広場相談室（ヒロロ
３階）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問問健康広場（☎35・0157）

ほっと・ぼらんてぃあ
参加者募集

　　　　　
　気軽に誰でも参加し、情報収集が
できるボランティア講座です。
▽とき　６月20日（金）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽内容　「夢に向かって一緒に走ろ
う！～難病の子どもたちの夢をかな
えるお手伝い～」をテーマに、夢を
かなえた子どもたちのことやボラン

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
抽選で決定します。
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

リーダー養成事業

あそび　まなび　なかまづくり～
とっても大事なこと・もの～を学ぼ
う！
　学校の勉強や、便利な生活から離
れて、自分の大切なことや自分がで
きることを楽しみながら考える宿泊
研修です。
▽とき　①初級研修＝８月 19日の
午前８時半～ 20日の午後５時／②
上級研修＝８月 18日の午前８時半
～20日の午後５時
※集合、解散場所は弘前文化セン
ター（下白銀町）
▽ところ　①②ともに青森県立梵珠
少年自然の家（五所川原市神山字殊
ノ峰）
▽内容　①②共通…自然と親しむ、
危険予知トレーニング、炊事／②の
み…コーチングの基礎
※変更となる場合があります。
▽対象　①小学４～６年生＝ 30人
／②中・高校生＝20人
※応募多数の場合は抽選を行い、結
果を７月上旬に通知します。
▽参加料　① 500 円／② 1,000
円（食事代として）
▽その他　参加者を対象に、７月
27 日に事前説明会を開催します。
時間と場所については、参加者決定
通知で案内します。
▽申し込み方法　はがき、ファクス
またはＥメール（住所、氏名、ふり
がな、性別、電話番号、学校名、学年、
保護者名を記入）で６月 30 日ま

優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽申し込み方法　はがきに、住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を記入し、
６月 13日（必着）までに、健康づ
くり推進課健康増進係「市民健康
クッキング講座」（〒036・8045、
野田２丁目７の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
当選者のみに連絡します。
■問問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

ノルディックウオーキング
体験教室
▽とき　７月２日～ 30日の毎週水
曜日（23日を除く）、午前10時～
11時半
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）多目的広場・弘前
公園（雨天時は弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター体育館）
▽内容　ポールを使ったウオーミン
グアップ、クーリングダウンスト
レッチ、ノルディックウオーキング
の基礎
▽対象　市民＝14人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、薄手の手袋（軍
手でも可）、室内用シューズ（雨天
時のみ使用）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・身長・電話番号・
教室名・貸し出しポール必要の有無
を記入し、６月24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
は抽選で決定します。
■問問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

体力UP＆脳トレで楽しく
運動教室
▽とき　７月７日～ 17 日の毎週
月・木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）
▽内容　簡単なストレッチ体操、体

を使った簡単なリズム体操、楽しく
汗をかける運動、ゲーム
▽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　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・教
室名を記入し、６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。
※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。
■問問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
からのお知らせ
【ストレッチ体操教室】
▽とき　７月７日～８月 25日の毎
週月曜日、午後１時半～２時半 (全
７回 )
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）武道場
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、体を使った脳トレ
▽対象　市民＝30人
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル
▽申込期限　６月25日（必着）
【ちびっこ集まれ♪みんなで楽しく
運動能力ＵＰ教室】
▽とき　７月 23日、①幼児の部＝
午前 10時～ 11時、②小学生の部
＝午前11時～正午
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
競技場
▽内容　縄跳びやボールを使った運
動、鬼ごっこなど自分の足を使った
運動など
▽対象　①５～６歳の幼児＝ 15人
／②小学校１・２年生＝15人　　
▽持ち物　飲み物、室内用シューズ、
汗ふきタオル
▽申込期限　６月27日（必着）
～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・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（〒036・8057、八幡町１丁

岩木Ｂ＆Ｇ水泳教室

【幼児・児童水泳教室】
▽とき　７月８日～ 24 日の毎週
火・木曜日、午後４時～５時
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）幼児用プール
▽内容　水慣れ、潜水、けのび、キッ
ク、ノーブレスクロールなど
▽対象　保育園・幼稚園などの年長
児～小学校２年生＝20人
【ジュニア水泳教室】
▽とき　７月８日～８月７日の毎週
火・木曜日、午後６時～７時
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
▽内容　水慣れからクロールまで
▽対象　身長 130㎝以上の小学生
＝15人
【一般初心者・中級者水泳教室】
▽とき　７月８日～８月７日の毎週
火・木曜日、午後７時 15分～８時
半
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
▽内容　各泳法指導
▽対象　初心者＝５人、中級者（種
目を問わず 25メートル泳げる人）
＝15人
～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）・保護者氏名
（幼児・児童のみ）・生年月日・電話
番号・教室名を記入し、６月 10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。
※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。
■問問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

市民健康クッキング講座

▽とき　①７月３日（木）、②８月
８日（金）、③９月11日（木）
※時間はいずれも午前 10時半～午
後１時。
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　①～③すべてに参加できる
市民＝ 15人（初めて参加する人を

ティアについてお話しします。
▽講師　大野寿子さん（メイク・ア・
ウィッシュオブジャパン事務局長）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問問ボランティア支援センター（市民
参画センター内、☎38・5595）

６月は土砂災害防止月間

　土砂災害から身を守るために、日
ごろの備えと早めの避難が必要で
す。土砂災害は、台風などの大雨の
時期に特に多く発生します。身の危
険や周囲に異変を感じたら、ただち
に避難するとともに、市役所などへ
連絡しましょう。土砂災害警戒情報
や土砂災害警戒区域等マップなど、
土砂災害に関する情報は、青森県庁
ホームページから、「防災情報（砂
防）」で検索するとご覧いただけま
す。
　また、市では、地震・水害・土砂
災害の危険度や被害想定などを小学
校区ごとにまとめた防災地区別カル
テを配布しています。お住まいの地
域や職場などにおいて、どのような
自然災害の危険性があるのかを知る
目安となりますので、ご自身や家族、
あるいは地域や職場において、どの
ような備えが必要かを考える際に活
用してください。
※想定は、実際の災害を確約するも
のではありません。
■問問 防 災 安 全 課（ ☎ 40・7100、
■ＨＨ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/kurashi/kinkyu/
karte/index.html）／青森県県
土整備部河川砂防課砂防グループ
（ ☎ 青 森 017・734・9670、 ■ＨＨ
http://www.pref.aomori.lg.jp/
kotsu/build/H25doshagekkan.
html）

 その他
  

有 料 広 告 有 料 広 告 教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、①だよ。白い花びらとピンク色
のつぼみがかわいいね。毎年桜の花から
少し遅れてりんごの花が見ごろを迎える
んだけど、品種によって花の大きさや
花びらの色に違いがあるから、
どの品種か当ててみるのも楽
しいね。
※質問は13ページに掲載。


