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 暮らしのinformation

６歳も含む）＝20人
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
室内用シューズ
～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・
希望の教室名１つを記入し、８月
25日（必着）までに、市民体育館
（〒036・8362、五十石町７）へ。
■問市民体育館（☎36・2515）

ウオーキング教室

▽とき　９月４日～ 10月 30日の
毎週月・木曜日、午前 10 時～ 11
時半（祝日を除く）
▽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、ウ
オーミングアップ、クーリングダウ
ンストレッチ、簡単な筋力トレーニ
ングなど
▽対象　市民＝40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）、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・生年月日・電話番号・教
室名を記入し、８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。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

オレ達の厨房

　誰にでも簡単に作れる料理教室で
す。あなたも始めてみませんか。
▽とき　９月３日・17 日、10 月
１日・15日の午前 10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽対象　市内の男性＝ 20人（先着
順）
▽参加料　１回＝750円
▽持ち物　エプロン
■問８月５日～ 16日に、清水交流セ
ンター（☎ 87・6611、月曜日と

祝日の翌日は休み）へ。

ストレッチ体操教室

▽とき　９月 22 日～ 10 月 27 日
の毎週月曜日、午後１時半～２時半
（９月15日、10月 13日を除く）
▽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、簡単な筋
力トレーニング、体を使った脳トレ
▽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
▽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、８月 29 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。 
■問弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
33・4545）

日本舞踊教室

　日本舞踊を通して、礼儀作法や所
作を学んでみませんか。浴衣・帯は
無料で貸し出します。
▽とき　平成 27年１月 31日まで
の毎週水・土曜日
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）ほか
▽持ち物　足袋
※詳しい日程、場所などは問い合わ
せを。また、８月に３日間の集中教
室を予定しています。
■問弘前市日本舞踊教室弘扇会（西
川 さ ん、 ☎ 携 帯 090・3365・
3628）

一日体験ボランティア

▽とき　８月９日（土）、午前９時
半～午後２時半（午前９時半集合）
▽集合　市民の森駐車場（座頭石地
区）
※送迎希望の場合は申し出を。
▽内容　弘前市民の森の会が行う、

ストレッチと水中ウオーキング

▽とき　８月 29日～ 10月３日の
毎週金曜日（９月 12 日を除く）、
午前９時半～11時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　軽いストレッチ、水中ウ
オーキング
▽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・電話番号・
教室名を記入し、８月 15 日（必
着）までに、運動公園（〒 036・
8101、豊田２丁目３）へ。
■問運動公園（☎27・6411）

市民体育館の教室

【スナッグゴルフ教室】
▽とき　８月 28日～９月 25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（向
外瀬字岩木地内）
▽内容　用具の説明、ローラー・ラ
ンチャーの握り方と振り方、コース
実習をしながらのルール説明
▽対象　市民＝15人
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
運動靴
【運動が苦手な人のカンタンスト
レッチ】
▽とき　９月２日～ 16日の毎週火
曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　市民体育館競技場（五十
石町）
▽内容　筋力トレーニング法、股関
節のバランスと柔軟性を高める体
操、脚の筋肉を鍛え転倒を予防する
運動、骨を強くする運動
▽対象　市民＝15人
▽持ち物　汗拭きタオル、飲み物、
室内用シューズ
【幼児体操教室】
▽とき　９月２日～ 10月 28日の
毎週火曜日、午後３時～４時
▽ところ　市民体育館競技場（五十
石町）
▽内容　マット運動、平均台、トラ
ンポリン、ボール運動など用具を使
用した運動
▽対象　４～５歳の幼児（就学前の

 その他
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門（法律・税金・年金）相談＝毎月
１回（事前の予約が必要）
▽ところ　弘前市社会福祉センター
（宮園２丁目）
■問弘前市社会福祉協議会（☎ 33・
2220）

戦没者・原爆死没者の追悼

　８月 15日は「戦没者を追悼し平
和を祈念する日」です。先の戦争で
亡くなった人々を追悼し、世界の恒
久平和を祈るため、正午から１分間
の黙とうをささげましょう。
　また、広島市と長崎市に原爆が投
下された時刻から１分間の黙とうに
もご協力ください。
◎８月６日（広島平和記念日）
　午前８時15分
◎８月９日（ながさき平和の日） 
　午前 11時２分
◎８月 15 日（戦没者を追悼し平
和を祈念する日） 、正午
■問子育て支援課家庭支援係（☎
40・7039）

就職支援プログラム
「ホンキの就職」
　就職活動中で、「応募に対する不
安が強い」「自分に自信が持てない」
などの不安を抱えた人が、仲間と一
緒に就職を目指すプログラムです。
▽とき　８月19日・22日・26日・
29日、午後１時～５時半
※初日は開始15分前にお越しを。
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク（土手町）コミュニケーションプ
ラザ２階地域交流室
▽内容　適職診断で自分を知り、就
職マーケットを知る／「就職するっ
てどういうことか」をみんなで考え
る／面接練習で自己PRと志望動機

自然治癒力を高める五感の癒やし体
験（森林散策、押し花作りなど）の
お手伝い
▽対象　市民＝15人程度（先着順）
▽参加料　500 円（茶菓子代とし
て）
▽持ち物　昼食、飲み物、帽子、動
きやすい服装
■問８月５日までに、ボランティア支
援センター（元寺町、市民参画セン
ター内、☎38・5595）へ。

墓地公園までバス運行

　８月 13日のお盆の日に、久渡寺
線の路線バスが墓地公園を経由して
運行します。
▽臨時停留所　墓地公園、墓地公園
入り口（２カ所）
▽料金　バスターミナルから臨時停
留所まで片道390円
■問環境管理課環境保全係（☎ 40・
7035）

行政書士弘前コスモス会
による無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で
す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　８月19日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
■問弘前コスモス会ふたば行政書士事
務所（二葉さん、☎88・8781）

ふれあい相談所

　日常生活での心配事や悩み事およ
び法律・税金・年金の相談に無料で
応じます。
▽とき　一般相談＝毎週月曜日～金
曜日の午前９時半～午後３時半／専

を伝えるコツをつかむ
▽対象　就職活動をしている 15歳
～ 39歳の人で、全日程の参加がで
きる人＝20人（先着順）
▽参加料　無料
■問８月 15日までに、ひろさき若者
サポートステーション（駅前３丁目、
藤田ビル１階、☎32・2005）へ。

シニアワークプログラム
高年齢者技能講習
▽とき　８月 20日～ 26日、午前
９時～午後４時
▽ところ　市内のりんご園
▽対象　就職・就業を希望する 55
歳以上の人＝10人
▽内容　りんご栽培スタッフ講習
▽受講料　無料
▽その他　申し込みにはハローワー
クカードが必要です
■問８月４日～ 13日の土 ･日曜日を
除く午前９時～午後４時に、弘前
市シルバー人材センター（☎ 36・
8828）へ。

市民参画センターの臨時休館

　設備の点検などのため、次の期間、
休館します。
▽期間　８月27日・28日
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

泉野多目的広場の利用制限

　泉野多目的広場（泉野３丁目）内
へコミュニティ施設を建設します。
　工事期間中は、広場および駐車場
の利用が制限されますので、ご理解
とご協力をお願いします。
▽工事期間（予定）　10月～３月
■問財産管理課（☎40・7111）
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