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い。
▽申し込み方法　１月 16日～ 25
日に、弘前市体育協会（下白銀町、
笹森記念体育館内）、タケダスポー
ツ弘前バイパス店（城東北４丁目）
またはスーパースポーツゼビオ弘前
バイパス店（高田５丁目）へ申し込
みを（受講料は当日受け付けで徴収
します）。
■問弘前スキー倶楽部事務局（加藤さ
ん、携帯☎080・4519・2611）

ゆったり体力ＵＰ
ストレッチ体操
▽とき　２月６日～３月26日の毎
週土曜日（２月 13日を除く）、午
前10時半～11時半
▽ところ　金属町体育センター
▽内容　身体をほぐすストレッチ体
操や簡単な筋力トレーニング、自宅
でも簡単にできる脳トレーニング
▽対象　市民＝10人程度
▽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、
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・教室名
を記入し、１月30日（必着）まで
に、金属町体育センター（〒036・
8245、金属町1の 9）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。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

第27回市民ボウリング教室

▽とき　①２月７日・②11日の午
前10時～正午（午前９時半集合）
※１日のみの参加も可。
▽ところ　①アサヒボウル（土手町）
／②Ｖボウルカフェ弘前（高崎２丁
目）
▽対象　ボウリング初・中級の市民
▽参加料　1,000 円（プレー代、
保険料を含む。１日のみの参加は
500円）
▽申し込み方法　２月３日までに、
参加料を添えて、アサヒボウル（☎ 
35・0363）かＶボウルカフェ弘前
（☎27・4145）のフロントへ。
■問各ボウリング場へ。

プロが教える！
カクテル作り講座
　公民館青年教育指導員発案の講座
です。ノンアルコールカクテルも作
ります。
▽とき　２月 11日（木・祝）、午
後２時～５時（受け付けは午後１時
半～）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階調理実習室
▽内容　すぐに実践できるカクテル
の作り方や、シェーカーの振り方な
どについて学びます。
▽講師　佐藤聖也さん（日本バーテ
ンダー協会）
▽対象　20歳～50歳の市民＝25
人（先着順）
▽参加料　1,000円
▽申し込み締め切り　２月５日（金）
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休館日）

バレンタインデー
お菓子作り教室
▽とき　２月12日（金）
　　　　午後７時～９時
▽ところ　勤労青少年ホーム（五十
石町）
▽対象　市内に勤務または在住の働
く青少年（おおむね35歳まで）

サンライフ弘前の教室

【体力づくり教室】
▽とき　２月５日・８日の午後３時
～４時半
▽ところ　サンライフ弘前（豊田１
丁目）
▽内容　初心者向けの器具を使った
体力づくり
▽定員　20人
▽参加料　100円（保険料として）
▽持ち物　運動靴、タオル、運動し
やすい服装
※事前の申し込みが必要。
■問サンライフ弘前（☎27・2811）

第２回市民・少年少女
スキー教室
▽とき　１月 30日・31 日の午前
10時～午後３時（受け付けは午前
９時～）
▽ところ　大鰐温泉スキー場国際エ
リア（大鰐町虹貝字清川）
※受付場所は雨池スキーセンター
▽講師　ＳＡＪ全日本スキー連盟公
認指導員（弘前スキー倶楽部所属）
▽対象　小学生以上の市民（初心者
からエキスパートまで）
▽参加料　3,000 円（スポーツ障
害保険料を含む）
▽その他　講習時のリフト券、ス
キー用具等は各自でご用意くださ

▽定員　15人（先着順）
▽参加料　1,000円（材料費として）
▽持ち物　エプロン、三角きん、タ
オル、筆記用具
※お菓子は持ち帰りできます。
■問２月３日までに、参加料を添えて、
勤労青少年ホーム（☎ 34・4361）
へ。
※材料の準備の都合上、締め切り以
降のキャンセルは参加料を返却でき
ません。

スノーシュー体験会

▽とき　2月13日（土）
　　　　午前10時～11時半
▽ところ　岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）多目的広場
▽内容　スノーシューの紹介、体験
▽講師　中澤祐政さん（全日本ノル
ディックウォーク連盟公認指導員）
▽対象　小学校4年生以上＝20人
程度
▽参加料　100 円（傷害保険料を
含む、当日徴収）
▽持ち物　長靴（スノトレ可）
※事前の申し込みが必要。
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

第２回市立博物館歴史講座

▽とき　２月14日（日）
　　　　午後２時～３時ころ
▽ところ　市立博物館（下白銀町）
ホール
▽テーマ　「弘高生太宰治と昭和初
期の弘前高等学校」
▽講師　長谷川成一さん（弘前大学
名誉教授）
▽定員　100 人（先着順）
▽参加料　無料（別途観覧料が必要）
■問２月３日から、電話で市立博物館
（☎35・0700、午前８時半～午後
５時）へ。

シンフォニー「成年後見制度
を考える会」第３回公開講座
▽とき　２月14日（日）
　　　　午後１時半～４時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽テーマ　「成年後見制度の利用の
しかた」

▽講師　小宅大典さん（シンフォ
ニー「成年後見制度を考える会」顧
問、元主任家裁調査官）、鎌田ひで
花さん（同会理事長）
▽定員　40人（先着順）
※事前に予約できます。
▽受講料　500円（当日徴収）
■問シンフォニー「成年後見制度を
考える会」（鎌田さん、☎兼■Ｆ 38・
1829、北川さん、☎33・0393）

水泳教室（バタフライ）

▽とき　２月15日～３月３日の毎
週月・木曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　バタフライの基本練習
▽対象　クロールで25ｍ泳げる市
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・年齢・電話番号を記入し、
２月１日（必着）までに、温水プー
ル石川（〒036・8123、小金崎字
村元125）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（☎49・7081）

かけっこ教室

▽とき　２月16日～３月 15日の
毎週火・金曜日、午後４時半～５時
半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　走る・跳ぶ・投げる等の全
身運動。ラダー・ミニハードルなど
の用具を使って足を動かすトレーニ
ング
▽対象　小学校１年生～４年生＝
20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動靴、タオル、飲み物、
縄跳び
▽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、１月28日（必着）まで
に、河西体育センター（〒 036・
8316、石渡１丁目19番地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 河西体育センター（☎ 38・
3200）

貿易実務講座（基礎編）

▽とき　２月 17日・18 日の午前
10時～午後５時
※２日間で1セットの講座です。
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階会議室
▽講師　半沢とも子さん（貿易アド
バイザー）
▽対象　今後国際ビジネスへの参入
や取引の拡大を検討している企業担
当者、実務能力を身に付けたい人な
ど＝40人
▽参加料　無料
■問２月 12 日の正午までに、ジェ
トロ青森事務所（工藤さん、☎
青 森 017・734・2575、 ■Ｆ
017・773・2877、 ■Ｈ https://
www.jetro.go.jp/jetro/japan/
aomori/）へ。

１月18日は「118番の日」

　「118番」は海上保安庁緊急通報
電話番号です。この通報による海で
の事件・事故情報の入手は年々増加
していますが、より多くの人にその
重要性を理解してもらい、海の安全
確保のため、毎年１月18日を「118
番の日」と制定しました。
　次のような場合は「118 番」通
報をしてください。
○海難人身事故に遭遇、または目撃
した／見慣れない船、不審な船を発
見した／密輸・密航事犯などの情報
を得た／油の排出などを発見した
■問青森海上保安部管理課（☎青森
017・734・2423）

 その他
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　「夢を持つこと」の素晴らしさを再発見しませんか。
▽とき　２月14日（日）、午後１時～３時
▽ところ　総合学習センター（末広４丁目）
▽内容　講演「夢をあきらめない」…講師・山本博さ
ん（アテネ五輪アーチェリー銀メダリスト）／中学生
が夢にチャレンジした事業報告
▽対象　小・中・高校生および市民＝200人（先着順）
▽入場料　無料
▽申し込み方法　２月８日までに、ファクスまたはＥメール（住所・氏名・
電話番号を記入）で、学校教育改革室（■Ｆ 82･5899、■Ｅ
kyouikukaikaku@city.hirosaki.lg.jp）へ。
▽その他　駐車場には限りがありますので、なるべく公共交
通機関をご利用ください。
■問学校教育改革室（☎82・1645）

ＱＲコード

子どもの夢応援教室

前月比

 

人の動き PopulationPopulation

・人口　  176,465 人　 （－56）
　 男　　  80,816 人　 （－22）
　 女　　  95,649 人　 （－34）
・世帯数    73,064 世帯  （＋19）
平成 27年 12月１日現在（推計）


