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【ラージボール卓球で体力づくり（初
心者向け）】
▽とき　12月４日～12月25日の
毎週金曜日、午前10時～11時半
▽内容　サーブレシーブとラリー継
続のこつからゲームまで
▽対象　市民＝15人（先着順）
▽持ち物　室内用シューズ、ラケッ
ト（貸しラケットあり）
～共通事項～
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

企業向けセミナー
ヤル気を育てるリーダーシップ
　メンタルプロコーチを講師に迎
え、自分自身のヤル気やモチベー
ションの上げ方から、最強の組織作
りまでを学ぶセミナーです。
▽とき　12月２日（水）
　　　　午後１時半～５時
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）
▽対象　企業経営者、人事・育成担
当者、中堅社員など
▽定員　60人（先着順）
▽受講料　無料（懇親会に参加する
場合は懇親会費4,000円）
■問 11 月 25 日までに、プラット
フォームあおもり（☎青森 017・
763・5522）へ。

働き直し支援講座 vol. ３

▽とき　12月２日（水）
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　①午前 10時～午後０時半
＝「ママと女性の自己分析ワーク
ショップ」（託児あり）／②午後１
時半～４時＝「大人の自分再発見
ワークショップ」
▽対象　①＝ 20代～ 40代前半の
女性＝ 12人／② 40 代～ 60代の
男女＝12人
※いずれも先着順。事前の申し込み
が必要。
▽参加料　無料
▽その他　雇用保険の求職活動の実

績に含まれます。
■問プラットフォームあおもり（☎青
森017・763・5522）

スポネット弘前キッズ教室

【キッズソフトボールクラブ】
▽とき　毎週土曜日、午前９時～
11時
▽ところ　朝陽小学校（在府町）グ
ラウンド
▽対象　県内の女子児童
※グローブなどの用具の貸出あり。
【キッズバレーボール教室】
▽とき　毎週月曜日、低学年＝午後
５時～６時半、高学年＝午後６時
45分～８時 15分
▽ところ　南富田町体育センター
▽対象　小学生（初心者可）
▽持ち物　室内用シューズ
【キッズチアダンス】
▽とき　①毎週火曜日の午後７時～
８時／②毎週土曜日の午前９時～
10時
▽ところ　①ヒロロ（駅前町）４階
イベントホール／②スポネット弘前
スタジオ（百石町）
▽対象　①小学校３年生～中学校３
年生／②年中～小学校３年生
～共通事項～
▽その他　初回無料体験実施中。未
経験でも基礎から教えます。
■問スポネット弘前（☎32・6523）

弘前医療福祉大学短期大学部
食育講習会＆調理実習
▽とき　12月５日（土）
　　　　午前10時～午後０時半
▽ところ　弘前医療福祉大学短期大
学部（小比内３丁目）生活福祉学科
食育福祉専攻調理実習室
▽テーマ　親子で作ろう！みんなで
食べよう！“基本の一汁三菜”
▽内容　食育講習会、調理実習、試食
▽講師　三上統生さん
▽対象　小・中学生とその保護者＝
12組（先着順）
▽参加料　１人500円
▽持ち物　エプロン、三角きん、手
ふき、筆記用具、上履き（スリッパ可）
■問 12 月１日までに、電話かファク
スで、弘前医療福祉大学短期大学部
生活福祉学科食育福祉専攻（葛西さ
んまたは三上さん、☎ 27・1001、

ひとにやさしい社会
推進セミナー
▽とき　11月 30日（月）
　　　　午後６時半～８時
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室
▽テーマ　「知っていますか？デー
トDV」
▽講師　佐藤恵子さん（ウィメンズ
ネット青森理事長）
▽対象　市民または、市内に通勤・
通学する人
▽参加料　無料
▽その他　託児希望者は、11 月
24日までに申し込みを（無料）。
■問 市民参画センター（☎ 31・
2500）

弘前大学起業家塾

　学生、若手研究者の起業の促進を
目的とした「弘前大学起業家塾（第
４・５回目）」を開催します。
【第４回目】
▽とき　12月２日（水）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　弘前大学総合教育棟（文
京町）３階306講義室
▽講師　宮田満さん（日経BP社  特
命編集委員、宮田総研代表取締役社
長）、外山和恵さん（フューチャーベ
ンチャーキャピタル青森事務所長）
【第５回目】
▽とき　12月 22日（火）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　弘前大学総合教育棟４階
406講義室
▽講師　松島克守さん（俯瞰工学研
究所代表、東京大学名誉教授）ほか
■問弘前大学研究推進部研究推進
課（山本さん、☎ 39・3912、■Ｅ
jm3907@hirosaki-u.ac.jp）

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センターの教室

【やさしいストレッチ教室】
▽とき　12 月３日～ 24 日の毎週
木曜日、午後１時半～２時半
▽内容　筋肉と体のしくみを学びな
がら、普段からできる初心者向けの
ストレッチ
▽対象　市民＝15人（先着順）
▽持ち物　汗ふきタオル

■Ｆ 27・1023）へ。

弘前市民健康推進協議会
「生涯骨太クッキング」
▽とき　12月８日（火）
　　　　午前10時～午後１時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階栄養指導室
▽献立　さば缶のピリ辛そぼろ丼、
れんこんとごぼうミルクきんぴら、
五目おから
▽定員　市民＝20人（先着順）
▽受講料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
■問 11 月 20 日から、電話で、弘前
市保健センター（☎37・3750、土・
日曜日、祝日を除く、午前８時半～
午後５時）へ。

市民ボランティアによる
パソコン講座
【インターネット講座】
▽と き　12 月 10 日・17 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　インターネットの利用方法
など
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、昼食
▽受け付け開始　11 月 22 日、午
前８時半～
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800）

「津軽の味っこ」
伝承料理講習会
▽とき　12月 23日（水・祝）
　　　　午前９時半～午後１時半
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　赤飯、紅鮭と竹の子のすし、
棒タラの煮付け、呉汁（豆汁）、漬
物（赤かぶの千枚漬け、梅干し）の
調理実習
▽対象　60歳未満の人＝30人
▽参加料　1,500 円（当日徴収）

▽持ち物　三角きん、エプロン
▽申し込み方法　往復はがきの「往
信用」の裏面に住所・氏名・年齢・
電話番号を、「返信用」の表面に住
所・氏名を記入し、11月 25日（当
日消印有効）までに、弘前地区生活
改善グループ連絡協議会会長・清野
優美子さん（〒036・8265、下湯
口字青柳64 の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定し、
結果を通知します。
■問中南地域県民局地域農林水産部農
業普及振興室（菊池さん、☎ 33・
4821、■Ｆ 34・4390）

市民スキー教室（岩木会場）

▽とき　12 月 29 日～ 31 日の午
前 10時半～午後３時半
※最終日は正午まで。
▽ところ　岩木山百沢スキー場（百
沢字東岩木山）
▽クラス区分　初心者＝スキーが初
めてか、それに近い人／初級＝１人
でリフトに乗れて滑れる人／中級＝
基礎パラレルターンができる人／上
級＆レーシング＝パラレルターンが
できる人
▽対象　小学校１年生以上で、用具
を持参し、現地集合ができる人＝
70人
▽参加料　2,000円
※別途リフト代が必要。
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号・希望クラス（小・中学生の場
合は保護者名と学年も）を記入し、
12 月 11 日（必着）までに、岩木
スキークラブ（〒036・1313、賀
田１丁目11の８、熊谷さん）へ。
※応募多数の場合は 12月 12日に
抽選し、結果を通知します。
■問岩木スキークラブ（熊谷さん、☎
携帯050・7122・0847）

所得税および復興特別所得税
の予定納税（第２期分）
忘れずに納付を

　納付期限は、11 月 30 日です。
振替納税を利用している人は、納期
限に指定の金融機関口座から自動的

に納付されます。振替納税以外は、
納期限までに金融機関または所轄税
務署の窓口で納付を。なお、納付金
額が 30万円以下の場合は、送付し
たバーコード付納付書によりコンビ
ニエンスストアで納付できます。　
■問弘前税務署（☎32・0331)

無料健康相談

  弘前大学名誉教授の今充さん（医
学博士）による無料健康相談会を開
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　12 月５日・19 日、午後
１時～４時
▽ところ　ヒロロ３階健康広場相談室
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問健康広場（☎35・0157）

青森県最低賃金の改正

  青森県最低賃金は、10 月 18 日
から時間額で 695 円に改正され、
特定（産業別）最低賃金が適用され
る製造業と小売業の一部を除き、県
内で働くすべての労働者（常用、臨
時、パート、アルバイトを問わない）
と使用者に適用されます。このため、
労働局長の許可なく最低賃金額以上
の賃金を支払わなかった場合は、最
低賃金法違反となり、罰則規定（罰
金額 50万円以下）が適用されるこ
とがあります。
■問青森労働局賃金室（☎青森017・
734・4114、 ■Ｈ http://aomori-
roudoukyoku . js i te .mhlw.
go.jp/）

 その他
  

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,567 人　 （－23）
　 男　　  80,844 人　 （＋19）
　 女　　  95,723 人　 （－42）
・世帯数    73,026 世帯  （＋93）
平成 27年 10月１日現在（推計）


