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健康づくり！笑顔づくり！
水中ウオーキング教室
▽と き　11 月 19 日～ 12 月 17
日の毎週木曜日、女性＝午前 10時
半～ 11時半／男性＝午後１時半～
２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、水中でのストレッチ、トレー
ニング、ゲームをしながらの筋力ト
レーニング
▽対象　女性＝15人、男性＝10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・性別・電話番号・
教室名を記入し、11月 12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。
※家族や友人同士の参加は、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）

ふれあい介護者教室

　高齢者向けの詐欺や悪質商法の対
処法、予防策をわかりやすく説明し
ます。
▽とき　11月 24日（火）
　　　　午後１時半～３時
▽ところ　パインハウス岩木（賀田
２丁目）２階会議室ほか
▽テーマ　「高齢者を狙う悪質商法
と対処法」～消費者トラブルの被害
に遭わないために～
▽講師　県消費生活センター職員
▽対象　市民＝40人（先着順）
▽参加料　無料

■問 11 月 20日までに、松山荘在宅
介護支援センター（下山さん、☎
82・3330）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【年賀状作成講座】
▽と き　11 月 24 日・12 月１日
の午前10時～午後３時
※２日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　ワード 2010 での年賀状
作り
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウス操作ができる市民＝ 30
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食、USB
メモリ
▽受け付け開始　11月８日、午前
８時半から
※電話でも受け付けます（受付時間
は午後５時まで）。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

かっこいい大人養成講座３

～とっておきのマジックで
忘年会を盛り上げよう !! ～

▽とき　11 月 26 日（木）午後７
時～９時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室
▽内容　身近にある道具を使った簡
単なマジックの指導
▽講師　弘前マジシャンズクラブ
▽対象　市内に在住または勤務する
18歳以上の人＝20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具

■問 11 月 25日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休館日）へ。

プールで体力づくり教室

▽と き　11 月 27 日～ 12 月 25
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、ウオーキン
グやストレッチ、簡単な筋肉トレー
ニング、ゲームなど
▽対象　市民＝20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、11 月 12 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。
※家族や友人同士の参加は、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）

ヒロロで脳トレ
＆ミニバランスボール教室
▽とき　12 月４日～ 18 日の毎週
金曜日、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・筋力トレーニング、
脳トレーニング
▽定員　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、
室内用シューズ

※バランスボールは貸し出します。
▽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、11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）

元気な体づくり教室

▽とき　12 月４日～ 18 日の毎週
金曜日、午後１時半～２時半
▽ところ　弘前B&G海洋センター
武道場（八幡町１丁目）
▽内容　ストレッチ体操、、筋力ト
レーニング、脳トレーニング
▽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　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・年齢・電話番号・教室名
を記入し、11月26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。
※夫婦や友人同士の参加は、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 弘前 B&G 海洋センター（☎
33・4545）

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。
▽とき　12 月１日～ 22 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～）

▽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　毎週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　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・サーク
ル名を記入し、11月 16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。
■問健康づくり推進課（野田２丁目、
弘前市保健センター内、☎ 37・
3750）

パパママ教室・
マタニティ歯科健診
▽とき　12月６日（日）、午前 10
時～午後０時半（受け付けは午前９
時半～10時）
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　歯科健診／ブラッシング指
導／パパママ教室（小児科医師によ
る講話、ママの食生活展示、パパと
ママの育児体験、沐〈もく〉浴体験、
パパの妊婦体験など）
▽対象　開催日現在妊娠 12 週～
31週（４か月～ 8か月）の人とそ
の家族＝40組（先着順）
※マタニティ歯科健診は妊婦のみ。
マタニティ歯科健診のみ受診希望の
人（定員 10人、先着順）は、受け
付け時間が異なるため、申し込み時
にお知らせください。
▽参加料　無料

▽持ち物　母子健康手帳
■問 11 月５日から、弘前市保健セン
ター（☎37・3750）へ。

農業委員会委員選挙人名簿
の調製の廃止
　毎年１月１日現在の選挙資格を調
査し、調製していた農業委員会委員
選挙人名簿の調製は「農業委員会等
に関する法律」の改正により廃止す
ることになりました。
■問 農業委員会事務局（☎ 40・
7104）

高齢者健康トレーニング教室
特設ルームオープン
　６種類のトレーニングマシンを
使った軽い負荷による運動プログラ
ム（40分程度）です。専門のスタッ
フがサポートしますので、健康増進、
介護予防のためご利用ください。
▽日程　ヒロロスクエア教室（駅前
町、ヒロロ３階）＝ 11 月７日～、
午前10時～午後５時（ただし、火・
金曜日は午後１時～５時。初日はセ
レモニーのため特別スケジュールに
なります。）／ロマントピア教室（水
木在家字桜井、森林科学館）＝ 11
月 10 日～、火・金曜日、午前 10
時～正午
▽対象　65歳以上の市民＝各回６
人（１日５回程度開催）
▽参加料　無料
▽持ち物　タオル、飲み物、室内用
シューズ、健康保険証
※詳しくは問い合わせを。
■問介護福祉課高齢者健康トレーニン
グ教室（☎35・0161）
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　自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、市町村
や町会などのコミュニティ組織が主体となって実施する地域活動に対
し、各種助成金を交付しています。
　本年度の「一般コミュニティ助成事業」では、外瀬町会の申請が採
択され、集会所のテーブルやいすなどコミュニティ活動備品が整備さ
れました。なお、助成金を活用したい場合は気軽にご相談ください。
■問市民協働政策課（☎35・1664）

宝くじのコミュニティ助成金を活用

▲和テーブル・座いす・ホワイト
ボードなど

　の中には↑の
マークが付いて
います。

保健衛生座談会
　環境や保健に関することで、日ごろ疑問に思ってい
ることや、取り組んでいることなどについて、気軽に
お話ししませんか。どなたでも参加できます。
▽日程　右表のとおり（各会場とも午後１時半～）
▽講師　市職員
■問弘前市町会連合会事務局（☎ 35・1111、内線
346）

実 施 日 地区 開 催 会 場
11月９日（月） 二大 大成小学校（御幸町）
11月12日（木） 三大 第三大成小学校（富田町）
11月25日（水） 石川 石川公民館（石川字石川）
11月26日（木） 千年 千年交流センター（原ヶ平５丁目）
11月27日（金）桔梗野 樹木会館（樹木１丁目）
※健幸ひろさきマイレージポイント対象事業です。

 その他
 


