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▽休 館 日　12 月 22 日、29 日～
１月３日、５日
▽受け付け開始　12月 21日から
■問弘前地区環境整備センタープラザ
棟（☎ 36・3388、受付時間は午
前９時～午後４時）

子どもの救急対応講習会

「たべものアレルギー～その子にお
やつあげてもいいですか～」
▽とき　１月12日（月・祝）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽内容　アレルギーの初期症状やよ
くある症例と注意点、ショック症状
に対するＢＬＳ一次救命処置の重要
性とエピペンなどについて学びま
す。
▽対象　少年教育に関わる人および
一般市民＝80人（先着順）
▽参加料　2,000 円（昼食弁当・
教材費として）
※アレルギー対応の弁当を昼食で体
験します。
■問１月８日までに、津軽広域救急支
援機構事務局（佐藤内科医院内、☎
34・2126、■Ｆ 34・2317）また
は對馬さん（☎携帯 090・4887・
5469）へ。
※平成26 年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

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　１月13日～ 27 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　健幸増進リーダーによる体
操
▽対象　毎週継続して参加できる
40 歳以上の市民＝ 25 人（先着順）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動できる服装、室内用
シューズ、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・生年月日・電話番号・サー

クル名を記入し、12月 25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。
※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）

ベテランズセミナー

▽とき　１月15日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽集合　弘前文化センター（下白銀
町）２階中会議室
▽テーマ　工業試験場～弘前地域研
究所－地域の産業とともに－②「青
森のお酒～日本酒からシードルま
で」
▽内容　日本酒やシードルについて
弘前地域研究所（旧工業試験場）で
研究している内容についての学習
▽講師　齋藤知明さん（青森県産業
技術センター弘前地域研究所生命科
学部研究管理員）
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問１月 11日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、火曜日は休み）へ。

子育て女性のお仕事復帰
応援セミナー
　出産や育児のために退職した女性
の職場復帰を応援するためのメイク
アップ・パソコン・ビジネスマナー
がセットになった講座（全９回）を
開催します。
◎メイクアップ講座
▽とき　１月23日
　　　　午後１時～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
◎パソコン基礎講座
▽とき　１月 26日～ 30日、２月
２日の午前10時半～午後３時半
▽ところ　パソコンスクール I・M・
S弘前教室（土手町）
◎ビジネスマナー講座
▽とき　２月４日・５日の午後１時
～５時
▽ところ　ヒロロ３階多世代交流室
１
～共通事項～

▽対象　子育て中の女性＝ 20 人
（先着順）
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、１月 15日までに、弘前
就労支援センター（ヒロロ３階）へ。
※申込書は弘前就労支援センターの
ほか、弘前公共職業安定所（南富田
町）、市商工政策課などにも備え付
けています。
■問弘前就労支援センター（☎ 55・
0115、■Ｆ 55・0125、土・日曜日、
祝日、年末年始を除く午前９時～午
後５時）
※受講期間中はヒロロスクエア内の
託児室（受講者１人につき、１人〈０
歳２か月～就学前〉まで無料）が利
用できます。

県産のお肉を使った料理教室

　県産の牛・豚・鶏肉を使った料理
２～３品を作ります。
▽とき　１月24日（土）
　　　　午前10時～午後１時ころ
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）１階調理実習室
▽定員　30人
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、筆
記用具（アンケートに回答してもら
います）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
１月５日（必着）までに、青森県食
肉事業協同組合連合会（〒 030・
0113、青森市第二問屋町３丁目５
の25）へ。
※はがき１枚で２人まで（必要事項
は２人分記入を）。応募多数の場合
は抽選で決定します。
■問青森県食肉事業協同組合連合会事
務局（☎青森017・729・8078）

無料健康相談

　弘前大学名誉教授で医学博士の今
充さんのボランティアによる無料健
康相談会です。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　12月 27 日、１月 17 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。
■問健康広場（☎35・0157）

水道管の凍結にご注意を

～真冬はこまめに水道の水抜きを～
　今年も冬の季節がやってきまし
た。この時期に気を付けたいのが水
道管の凍結です。
　冬期間は、気温の低下により水道
管の凍結や破裂が予想されます。気
温が－４℃以下になると、水道管が
凍結し、破裂することがあります。
　特に、真冬日が続きそうなときは、
こまめに水道の水抜きを行いましょ
う。また、長期間水道を使用しない
ときや屋外・北側で日の当たらない
場所や、風当たりが強い場所で注意
しましょう。
【水を抜くとき】
　水抜き栓を右に止まるまで回して
閉めます。蛇口を全開にして水を抜
きます。
【水を出すとき】
　蛇口を閉じます。水抜き栓を左に
止まるまで回して開きます。
【混合栓のとき】
　水と湯を１つのレバーで温度調節
して使用する混合栓を水抜きすると
きは、水抜き栓を閉めたあと、水・
湯のレバーをそれぞれの方向へ全開
に回して水抜きしてください。
※水抜き栓が半開きになると漏水
し、高額の料金を負担することにな
りますので、必ず、きっちりと開閉
してください。
　もし凍結して水が出ないときは、
蛇口のハンドルを無理に回さず、蛇
口など露出している部分にタオルな
どを巻いて、熱めのお湯を少しずつ
掛けてください。軽い凍結であれば、
これで水が出るようになります。
　また、凍結などで水道管が破裂し
たときは、すぐに水抜き栓を閉めて
ください。
　上下水道部では、ご家庭の水道管
の修理は取り扱っていませんので、

水道管が凍結し、
自身で解氷でき
ない場合は、早め
に市の指定給水
装置工事事業者、
または弘前管工
事業協同組合へ
依頼してください。
■問上下水道部営業課給排水係（茂森
町、☎ 32・0698）

弘前図書館、岩木図書館、
相馬ライブラリーの休館
▽休館期間　12 月 29 日～１月３
日
※こども絵本の森（駅前町、ヒロロ
３階）は年末年始も通常通り開館し
ます。休館中の図書返却は、弘前図
書館および岩木図書館正面玄関の返
却ポスト、まちなか情報センター、
弘前駅自由通路（JR 改札口付近）
にある返却ポストをご利用くださ
い。なお、弘前市学習情報センター
の返却ポストは、12 月 29 日から
１月３日まで休館のため、利用でき
ません。
■問弘前図書館（☎32・3794）

くらしとお金の安心相談会

　消費者信用生活協同組合青森事務
所が行う出張相談会です。
　相談は予約制ですので、希望する
人は事前に電話で申し込んでくださ
い。
▽とき　１月７日（水）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽内容　生活再建や債務整理に必要
な資金の貸し付けに関すること
■問消費者信用生活協同組合青森事務
所（☎青森017・752・6755）

小・中学生のための
「茶道で楽しむおもてなし講座」
　自分たちで作るお菓子とお抹茶で
おもてなしの心が体験できます。
▽とき　１月８日（木）　
　　　　午前９時～正午
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）１階茶室
▽対象　市内の小・中学生＝ 20人
（先着順）
▽参加料　300円（材料費として）
▽講師　大髙宗芳さん（遠州流上席
家元師範）、市食生活改善推進員会
の皆さん
■問 12 月 25 日までに、中央公民館
岩木館（☎82・3214、）へ。

親子クッキング講座

～肉まんを作ってみよう♪～
▽とき　１月11日（日）　
　　　　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
▽参加料　無料
▽対象　小学生とその保護者＝ 10
組（先着順）
▽持ち物　エプロン、三角きん
■問 12 月 25 日までに、電話で、健
康づくり推進課（☎37・3750）へ。

リサイクルそり作り教室

　木材や竹ざ
おの切れ端を
使ってそりを
作ってみませ
んか。
▽とき　１月10日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　尾崎行雄さん
▽定員　15組（親子での参加も可。
１家族１台まで）
▽参加料　無料
▽持ち物　金づち、軍手、そりに付
けるひも（直径５㎜程度のものを約
３ｍ）
▽その他　そりを作った後は屋外で
そりを使って遊びます。参加する人
はスキーウエアなどを準備してくだ
さい。

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  178,209 人　 （－70）
　 男　　  81,546 人　 （－12）
　 女　　  96,663 人　 （－58）
・世帯数　 72,871 世帯（－　4）
平成 26年 11月１日現在（推計）

 その他
  


