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50人（先着順）
▽講師　子どものこころ発達研究セ
ンター精神科医・臨床心理士
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
館日）

ベテランズセミナー

　健康に密接にかかわる食生活の新
常識を知って短命県を返上しましょ
う。
▽とき　３月10 日（木）
　　　　午前９ 時半～ 11 時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　食の常識ホントを知って
健康になろう！
▽講師　西田由香さん（東北女子大
学教授）
▽対象　おおむね60 歳以上の市民
＝ 30人程度
▽受講料　無料
▽申し込み締め切り　３月７日（月）
■問電話かファクスまたはＥメール
で、中央公民館（☎ 33・6561、

■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp 火曜日は休み）
へ。

アンチエイジング講座

【健康づくり講話編】
▽とき　３月７日（月）
　　　　午後２時～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽テーマ　「心のかぜ、ひいていま
せんか」
▽講師　菊池淳宏さん（弘前駅前メ
ンタルクリニック）
▽対象　市民＝50人（先着順）
▽参加料　無料
■問２月 22 日～３月４日に、電話
で弘前市保健センター（☎ 37・
3750）へ。

ダイズで元気！手作りみそ教室

▽とき　３月12日（土）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）調理室
▽内容　毎日の健康づくりに役立つ
国産大豆、米こうじ、粗塩を使った

みそ作り
▽対象　小学生以下（小学生未満は
保護者同伴）＝20人
▽参加料　300円（食材費として）
■問 ２ 月 27 日 ま で に、 美 育・
食 育 は な か（ 工藤さん、 ☎携
帯 090・9747・7480、 ■Ｅ
hanakafamily@gmail.com）
※平成 27年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

お金や暮らしに関する相談会

▽とき　２月27日（土）
　　　　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　生活資金が足りない、多額
の借金がある、ギャンブルで散財し
たなどについての相談
▽相談料　無料
※事前の電話予約が必要。
■問消費者信用生活協同組合青森事
務所（☎フリーダイヤル 0120・
102・143、■Ｆ 青森 017・752・
6756）

 暮らしのinformation

北辰学区高杉ふれあい
センターの教室
▽とき　２月 28日、３月６日の午
前10時～正午
▽ところ　北辰学区高杉ふれあいセ
ンター（独狐字山辺）
▽内容　リンパマッサージ・スト
レッチ
▽講師　塩崎雅子さん
▽対象　市民＝10人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　バスタオルまたはヨガ
マット１枚、フェースタオル１枚、
動きやすい服装
■問２月 17 日～ 24 日に、北辰学
区高杉ふれあいセンター（☎ 95・
3601）へ。
※月曜日は休館日。　

第５回読み聞かせ
ボランティア講習会

　絵本が好きで、子どもたちに楽し
い絵本を読んであげたいけど、やり
かたが分からないという人を対象に
開催します。
▽とき　３月３日（木）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）小和室
▽内容　おはなし会で子どもをひき
つけるテクニックの紹介、ペープ
サート（紙人形劇）の作成と実技指
導
▽講師　岩木図書館読み聞かせボラ
ンティア
▽定員　20人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問岩木図書館（☎82・1651）

三省地区交流センター
「ヨガ教室」
▽とき　２月 28 日、３月６日・
13日の午後２時～３時
▽ところ　三省地区交流センター
（三世寺字鳴瀬）
▽内容　初心者向けヨガ（体操）
▽講師　下山明子さん
▽定員　20人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　ヨガマット（持っていな
い人には貸し出します）、タオル、
飲み物、動きやすい服装
■問２月 26日までに、三省地区交流
センター（☎ 95・3760、月曜日
は休館）

子どものこころの発達が
理解できる講座
　子どもたちのこころの現状につい
て理解し、応援するための講座です。
▽日程と内容　①２月20日（土）、
午後６時～＝講演「もう入学式！と
ころで発達障害っなに？」／②３月
５日（土）、午後６時～＝グループ
ワーキング「こんな時だから、大人
が今できること」
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）１階中会議室
▽対象　子育てに関心のある市民＝

健やか女子クッキング教室

▽とき　２月28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
▽内容　焼きたまライス、ミネスト
ローネスープ、パインラッシー
▽対象　市内に在住する 20～ 30
歳代の女性または子育て中の女性＝
10人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、
三角巾、はし
▽その他　託児あり
（先着５人）。
■問２月 25日までに、
電話で弘前市保健センター
（☎37・3750）へ。

 暮らしのinformation ●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111 ／●相馬庁舎　☎ 84・2111

教室名 主な活動日程 定 員
 書道教室  毎月第１・３水曜日、午後１時半～３時半 35 人
 クレヨン画教室  毎月第１・３水曜日、午前 10 時～正午 40 人
 日本舞踊教室  毎月第２・４水曜日、午前 10 時～正午 20 人
 茶道教室（表千家）  毎月第１・３木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 茶道教室（裏千家）  毎月第２・４木曜日、午前 10 時～正午 15 人
 健康料理教室①  毎月第３金曜日、午前 10 時～午後１時 25 人
 健康料理教室②  毎月第４金曜日、午前 10 時～午後１時 25 人
 健康体操教室  毎月第１・３土曜日、午前 10 時～正午 25 人

 歌謡（カラオケ）教室  毎月第２日曜日の午後３時～５時と毎月
 第４日曜日の午後２時～５時 40 人

 社交ダンス教室  毎月第１・３日曜日、午後１時半～３時半 男性＝15 人
女性＝25 人

　各教室の受講者を募集します。期間はいずれも４月～平成29年３月の
１年間です。
▽ところ　生きがいセンター（南袋町）
▽対象　おおむね65歳以上の市民
▽受講料　無料（一部の教室は教材費が必要）
▽申し込み方法　はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電
話番号・教室名（１人２つまで。健康料理教室は①または②のいずれか１つ）
を記入し、２月28日（当日消印有効）までに、生きがいセンター（〒036・
8272、南袋町１の20）へ。電話での申し込みはできません。
※受講希望者が定員を超えた場合は、抽選で決定。より多くの市民に参加
してもらうため、同じ教室での受講が連続して３年を超えない人を優先し、
結果は後日通知します。
■問生きがいセンター（☎38・0848、月曜日と祝日の翌日は休館日）

生きがいセンターの教室

 その他
  

　例年２月はインフルエンザに感染する人が最も多く
なる時期です。皆さんも感染しないよう次のことを心
掛けてください。
【インフルエンザ予防対策】
①外出時はマスクを着用し、体調が悪いときは、人込
みをなるべく避ける／②帰宅したら手洗い・うがいを
する／③せき・くしゃみなどの症状があるときは、マ
スクを着用する／④過労や睡眠不足にならないよう、
十分な栄養や休養をとる／⑤室内が乾燥しないように
気を付け、適度な湿度を保つ／⑥人が触れるところを
小まめに消毒する
【インフルエンザにかかったら】
①普通のかぜだと軽く考えず、マスクを着用して早め
に医療機関を受診する／②安静にして休養をとる。特
に、睡眠を十分にとる／③水分を十分に補給する（お
茶やスープなど、飲みたいもので構わない）／④せき・
くしゃみなどの症状があるときは、周りの人にうつさ
ないように、マスクを着用する／⑤人込みや繁華街へ

インフルエンザにご注意をインフルエンザにご注意を
の外出を控え、無理をして学校や職場などに行かない
■問い合わせ先　健康づくり推進課（☎37・3750）
【インフルエンザの発生状況確認アプリ】
　インフルエンザの発生状況や風邪の流行状況を視覚
的に確認できるWEBアプリケーションがあります。
当市が加盟するオープンガバメント推進協議会がオー
プンデータを活用して開発した「感染症流行警告アプ
リワーンニング」は、インフルエンザの発生状況とか
ぜの流行を可視化して知らせることで、早期の対策を
促すことを目的としたアプリです。皆さんもぜひこの
アプリを利用し、感染症予防に役立ててください。
▽アプリURL　http://wg.horizon-sc.co.jp/warnning/
※パソコン・スマートフォン（iPhone・Android）
のどちらでも利用可能です。利用料は無料ですが、イ
ンターネットへの接続による通信料は利用者の負担と
なります。
■問い合わせ先　ひろさき未来戦略研究センター情報
分析担当（☎40・7016）


