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▽内容　プラネタリウムで、サクソ
ホン四重奏の生演奏を交えながら、
星座をはじめ、夏の星空の特徴や物
語を投影します。また、サクソホン
の種類や音色の違いなどについても
詳しく紹介します。
▽ 出 演　Saxophone Quartet 
Affe! 
▽対象　市民＝50人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴。
▽参加料　無料
▽申し込み方法　電話かファクスま
たはＥメール（住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、８月 19日ま
でに申し込みを。
■問中央公民館（☎ 33・6561、■Ｆ
33・4490、 ■Ｅ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
館日）

「津軽岩木スカイラインを
歩いてみよう会」参加者募集
▽とき　９月４日（日）
※雨天決行。ただし、荒天は中止。
▽集合　午前６時 45分までにＪＲ
弘前駅城東口駐車場前（往復とも専
用貸切バスを利用。帰りは午後２時
半ころに岩木山８合目駐車場出発）
▽コース　Ａコース＝ 10㎞／Ｂ
コース＝５㎞
▽対象　小学生以上（小学生は高校
生以上の同伴者が必要）
※体の不自由な人も参加できます
が、事前にご連絡ください。

▽参加料　１人2,000円
※中止の場合は返金しませんので、
ご注意ください。
▽持ち物　昼食、飲み物、汗ふきタ
オル、雨具など
▽申し込み方法　８月 20 日まで
に、案内チラシ添付の振込用紙また
は郵便局備え付けの郵便振替用紙で
申し込みください。詳しくは問い合
わせを。
■問弘前歩こう会事務局（今井さん、
☎32・9272）
※平成 28年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

ひとにやさしい社会
推進セミナー
▽とき　７月25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　「夢に向かって一緒に走
ろう！」
▽講師　大野寿子さん（メイク・ア・
ウィッシュ オブ ジャパン理事）　
▽対象　市民または市内に通勤・通
学する人
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
▽その他　託児（無料）を希望する
人は、７月20日までに申し出を。

弘前市青年交流会～農家の
出会いはBBQ!! ～第二弾
▽日程　８月 21 日（日）、午後１
時＝市立観光館バスプール出発／午
後７時＝市立観光館バスプール解散
※雨天決行。貸し切りバスで移動。
▽内容　森の中の果樹園（十面沢字
轡）で果物狩り／星と森のロマント
ピア（水木在家字桜井）でバーベ
キュー
▽対象　おおむね 25歳～ 40歳の
独身男女（男性は市内に居住する農
業青年）
▽定員　男女各10人
▽参加料　男性＝ 4,500 円／女性
＝ 2,500 円（２人以上で参加する
女性は、１人2,000円）
■問８月 10日までに、弘前市青年交
流会実行委員会事務局（市農業委
員会事務局内、☎ 40・7104、■Ｅ
nougyou@city.hirosaki.lg.jp）
へ。

プラネタリウム特別企画

「ムジカ・プラネタリオ－ La Música 
en un Planetario 2016 －」
▽とき　８月21日（日）
　　　　午後６時～８時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階プラネタリウム
▽テーマ　「夏の終わりの四重奏～
カルテット～」

■問 市民参画センター（☎ 31・
2500）へ。

ふるさと温故知新

▽日程と内容　７月 23日（土）＝
「ネプタあれこれ」／８月27日（土）
＝「津軽獅子踊について」／９月
24日（土）＝「お山参詣について」
※時間はいずれも午後１時半～４時。
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）３階グループ活動室１
▽講師　工藤哲彦さん（陸奥史談会
会長）
▽定員　30人
▽参加料　200 円（テキスト代と
して）
※事前の申し込みは不要。
■問陸奥史談会（小山さん、☎ 32・
6830）

～チビッコたちあつまれ！～
今日から！足が速くなる！教室
▽とき　７月 30 日、８月 28 日、
①未就学児＝午前９時～ 10時／②
小学生＝午前 10時半～正午／③中
学生（ハードルの教室）＝午後１時
～３時
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）主練習場
▽対象　①②＝各 30 人、③＝ 20
人（いずれも先着順）
▽参加料　１コース 500 円（傷害
保険料を含む）
▽持ち物　水筒、タオル
▽申し込み方法　氏名・学校名（幼
稚園名、保育園名）を事前に電話か
窓口でお知らせください。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

スポーツ関係者の
マネージャー・指導者
スキルアップ講習会

▽とき　７月31日（日）、午前10
時～午後４時（受け付けは午前９時
45分～）
▽ところ　大成小学校（御幸町）地
域交流室
▽内容（予定）　①万が一に備えた
応急処置（ねんざ、骨折、切り傷、
脳振とうなど）／②けがの処置と予
防のための RICE 処置とテーピン

グ実施
▽対象　中学校・高校の部活動のマ
ネージャー、スポーツ少年団に関わ
る保護者・地域関係者、スポーツ少
年団・部活動に関わる指導者、市民
＝60人（先着順）
▽参加料　2,000 円（高校生以下
は1,000円）（当日徴収）
▽持ち物　筆記用具、内履き、運動
のできる服装
※事前の申し込みが必要。
■問南富田町体育センター（☎兼■Ｆ
34・6122）

市民健康クッキング講座

▽とき　８月５日、９月９日、10
月 14日、11月 11日
※時間はいずれも午前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　食生活改善の講話、簡単な
調理実習と試食
▽対象　全日程を受講できる市民＝ 
15 人（初めて参加する人を優先）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し、筆記用具
▽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、７月26日（必着）までに、「市
民健康クッキング講座」（〒 036・
8711、野田２丁目７の１）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問 健康づくり推進課（ ☎ 37・
3750）

東北栄養専門学校公開講座

【今でも間に合う「食べて」＋「動
いて」若さをキープ！～加齢による
衰え『フレイル』を予防～】
▽とき　８月６日（土）
　　　　午前９時～正午
▽ところ　東北栄養専門学校（上瓦
ケ町）調理室
▽対象　高校生以上＝30人
▽受講料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、ハ
ンドタオル、筆記用具、電卓、みそ
汁少々（塩分濃度を計測します）
■問電話、ファクス（住所、氏名、電
話番号、高校生は学年、一般の人は
年代を記入）またはホームページで、

東北栄養専門学校（☎ 32・6152、
■Ｆ 32・6155、 ■Ｈ http://www.
tcomp.ac.jp/eisen/index.html）
へ。

弘前大学公開講座
「夏休みの数学2016」
▽日程と内容　８月６日＝「素数と
ふれあう旅に出よう！」／８月７日
＝「正12面体と真法恵賢」
※時間はいずれも午前 10時半～午
後３時。
▽ところ　弘前大学理工学部（文京
町）２号館
▽対象　中学・高校の数学担当教員
や数学に興味のある市民・高校生＝
各日40人
▽受講料　無料
▽申し込み方法　申込書に必要事項
を記入し、７月 15 日～ 25 日に、
郵送かファクスで申し込みを。
※ 申 込 書 は ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.st.hirosaki-u.
ac.jp/~mathsci/indexM.html）
からダウンロードできます。
■問弘前大学大学院理工学研究科総
務グループ総務担当（〒 036・
8561、文京町３、☎ 39・3505、
■Ｆ 39・3513）
※あおもり県民カレッジの単位認定
講座です。

食生活改善推進員養成講座

▽とき　８月 23 日・30 日、９月
６日・27 日、10 月４日・18 日・
25 日の午前 10 時～正午（初日と
最終日は午後1 時～）
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）２階大会議室
▽内容　食生活改善、生活習慣病の
予防、食品衛生の講話、栄養価計算、
調理実習など（10 単位〈おおむね
20 時間の受講が必要〉）
▽対象　全日程を受講できる人で、
受講後にボランティア活動ができる
市民＝ 30 人（先着順）
▽受講料　1,728 円（テキスト代
として）
※託児室を用意します。
▽申し込み方法　８月 10 日まで
に、電話で申し込みを。
■問弘前市保健センター（☎ 37・
3750）

 教室・講座
 

 

子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券

※対象年齢はいずれも平成 28 年４
月 1 日現在。

子宮頸がん（女性）
対象年齢（※） 対象者の範囲

20 歳 全員
25歳 左記の年齢に該当する人のう

ち、平成23～ 27年度に市
が実施する子宮頸がん検診を
一度も受けたことのない人

30 歳
35歳
40歳

　がんの早期発見と正しい健康意識
の普及および啓発を図り、健康保持・
増進を図ることを目的として、国の
方針に基づき「がん検診総合支援事
業」を実施する予定です。対象とな
るのは右記に該当する人です。
　対象年齢に該当する人で、平成
28年４月 20 日現在、弘前市に住
民登録のある人には、７月中に無料
クーポン券を発送する予定です。
　対象者のうち、すでに弘前市の子
宮頸がん・乳がん検診を受診し、自
己負担金を支払った人については、

自己負担金を助成しますので領収書
の保管をお願いします。詳しくは
クーポン券と一緒に送付するお知ら
せをご覧ください。
　また、４月 21日以降に弘前市に
転入した対象年齢の人は、前住所地
の市町村からクーポン券が発行され
ます。既に前住所地の市町村から
クーポン券が送付されている人は、
当市のクーポン券との交換が必要で
すので、お問い合わせください。
■問 健康づくり推進課（☎ 37・
3750、土・日曜日、祝日を除く）

乳がん（女性）
対象年齢（※） 対象者の範囲

40 歳 全員
45歳 左記の年齢に該当する人の

うち、平成23～ 27年度に、
市が実施する乳がん検診を
一度も受けたことのない人

50 歳
55歳
60歳


