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教室名 とき ところ 対象・定員 参加料 備考 問い合わせ・申込先

①テニス体験教
室（午前コース、
夜コース）

８月23日～ 10月 19
日、午前コース＝毎週水
曜日の午前 10時～正午
（９月 21日を除く）、夜
コース＝毎週火曜日の午
後７時～９時（10月
18日を除く）

運動公園（豊田２
丁目）庭球場

学生以外で、未経
験者＝各 10人 無料  

8 月 10日（必着）までに、
弘前市運動公園（〒 036・
8101、豊田２丁目３、☎
27・6411）へ。
（※１）（※２）

②「３分筋トレ
歩き」体若返り
教室

８月25日～９月 29日
の毎週木曜日、午前 10
時～ 11時半（９月 22
日を除く）

市民体育館（五十
石町）競技場 20人 無料 室内用シューズ

の持参を。

8月 15日（必着）までに、
市民体育館（〒 036・
8362、五十石町７、☎
36・2515）へ。
（※１）（※２）

③かけっこ教室
８月24日～９月 23日
の毎週水・金曜日、午後
４時半～６時（９月 21
日を除く）

運動公園（豊田２
丁目）球技場

小学校１年生～４
年生＝ 30人 無料 なわとびの持参

を。
8月 15日（必着）までに、
河西体育センター（〒 36・
8316、石渡１丁目19の１、
☎ 38・3200）へ。
（※１）（※２）④筋トレ、脳ト

レ水中ウオーキ
ング教室

９月１日～10月 13日
の毎週木曜日、午前 10
時半～ 11時半

河西体育センター
（石渡１丁目） 15人 無料  

⑤初めての平泳
ぎ教室

８月 26 日～９月 30 日
の毎週金曜日、午後１時
～２時 河西体育センター

（石渡１丁目）

初心者＝10人 無料
水着、キャップ・
ゴーグル、タオ
ルの持参を。

８月15日（必着）までに、
温 水 プ ー ル 石 川（ 〒
036・8123、小金崎字
村 元 125、 ☎ 49・
7081）へ。
（※１）（※２）

⑥腰痛対策！筋
膜リリース教室

８月 30 日、９月８日・
13 日、20 日・27 日、
10月４日（全６回）の
午前10時～正午

20人（先着順） 5,400 円（６
回分）

８月 30 日までに、直接
または電話で、河西体育
センター（☎ 38・3200）へ。

⑦体力づくり＆
ウオーキング教
室（水曜日コー
ス、木曜日コー
ス）

９月１日～11月30日、
毎週水曜日＝午後２時～
３時半（11月 23日を
除く）、毎週木曜日＝午
後１時半～３時（９月
22日・11月３日を除く）

ヒロロ（駅前町）
３階健康ホール・
イベントスペース

各 20人 無料 室内用シューズ
の持参を。

８月15日（必着）までに、
弘前市運動公園（〒 036・
8101、豊田２丁目３、☎
27・6411）へ。
（※１）（※２）

⑧ウオーキング
教室

９月１日～11月21日、
毎週月・木曜日の午前
10時～正午

克雪トレーニング
センター（豊田２
丁目）、弘前公園

40人 無料
１畳程度の敷物、
飲み物、リュッ
ク、帽子、筆記
用具の持参を。

８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、☎ 27・3274）へ。
（※１）（※２）

⑨お腹スッキ
リ！骨盤リセッ
ト体操教室

９月６日～10月25日、
毎週火曜日（９月 20日、
10月 11日を除く）、午
前 10時～ 11時

克雪トレーニング
センター（豊田２
丁目）会議室

15人 無料 室内用シューズ
の持参を。

⑩元気な体づく
り教室

９月２日～30日の毎週
金曜日、午後１時半～２
時半 弘前Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター（八幡町１
丁目）武道場

市民＝ 30人 無料  

８月 24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、 ☎ 33・
4545）へ。（※１）（※２）

⑪ストレッチ体
操教室

９月５日～10月 31日
の毎週月曜日、午後１時
半～２時半（９月 19日、
10月 10日を除く）

市民＝ 30人 無料  

⑫からだ若返り
ストレッチ教室

９月７日～10月 26日
の毎週水曜日、午前 10
時～ 11時（９月 28日
を除く）

弘前Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター（八幡町１
丁目）会議室

市民＝ 10人 無料  

⑬レディース体
験スポーツ教室
（ラケットテニ
ス・ソフトバレ
ーボール）

９月６日～10月 25日
の毎週火曜日、午前 10
時～ 11時 45分 市民体育館（五十

石町）競技場

女性＝ 25人 無料 室内用シューズ
の持参を。

８月 20日（必着）までに、
市 民 体 育 館（ 〒 036・
8362、 五 十 石 町 ７、 ☎
36・2515）へ。
（※１）（※２）⑭幼児体操教室

９月６日～10月 25日
の毎週火曜日、午後３時
～４時

４～６歳（就学前）
＝ 30人 無料 室内用シューズ

の持参を。

⑮目指せ！甲子
園 中３野球教室

９月13日・19日・26日、
10月８日・15日・22日・
29日、１１月７日・14
日 21日・28日、12月
５日の午後６時半～８時
半（10月は午前９時～
正午）

９月・11月・12
月＝克雪トレーニ
ングセンター（豊
田２丁目）／ 10
月＝岩木高校グラ
ウンド（駒越字村
元）

中学校３年生＝
40人（先着順）

月額 4,000 円
（別途傷害保険
料 500円がか
かります）

ユニフォーム、
帽子、スパイク、
グローブの持参
を。

９月 13日までに、電話で、
克雪トレーニングセンター
（☎ 27・3274）または弘
前市体育協会ホームページ
から申し込みを。

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名・①⑦⑬はコース名を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※２…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。
共通事項…飲み物・タオルなどを持参の上、運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。

各種スポーツ・体操教室

 
 

 
 

※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
■問弘前商工会議所青年部事務局
（〒036・8567、上鞘師町18の１、
☎ 33・4111、 ■Ｈ http://www.
h-yeg.com/bic/）

各種退職金制度

【建設業退職金共済制度】
　建設現場で働く人のための国の退
職金制度で、次の５つの特長があり
ます。建設業を営む事業主であれば
誰でも契約できますので、ぜひご活
用ください。
○国の制度なので安全確実かつ簡単
○退職金は企業間を通算して計算
○掛金の一部を国が助成
○掛金は損金払い
○経営事項審査で加点評価
■問建設業退職金共済事業本部青森支
部（☎青森017・732・6152）
【中小企業退職金共済制度】
　中小企業で働く人のための安全・
確実な国の退職金制度で、次のよう
な特長があります。事業主の皆さん、
ぜひご活用ください。
○掛金の一部を国が助成
○掛金は全額非課税
○簡単管理の社外積立型
■問中小企業退職金共済事業本部（☎
東京03・6907・1234）

地域活動団体会員募集

　「サー・ニコニコ会」ではヨーガ
活動の会員を募集しています。初心
者・経験者を問わず歓迎します。
▽活動日　４月～ 10月…午後７時
半～８時半／ 11月～３月…午後７
時～８時、原則毎週月曜日と水曜日
▽ところ　中央公民館岩木館（賀田
１丁目）

▽内容　ヨーガ活動
▽会費　月額2,000円　
▽その他　初回無料体験あり
■問サー・ニコニコ会（戸澤さん、☎
82・5620）

市民参画センターの臨時休館

　設備の点検などのため、次の期間、
休館します。
▽期間　８月22日・23日
■問市民参画センター（元寺町、☎
31・2500）

岩木山噴火警戒レベルの
運用開始
　気象庁では、７月 26日から岩木
山で噴火警戒レベルの運用を開始し
ました。噴火警戒レベルは、火山活
動の状況に応じて、「警戒が必要な
範囲」と防災機関や住民などの「と
るべき防災対応」をレベル１～５の
５段階に区分して発表する指標で
す。岩木山火山防災協議会で、防災
対応と合わせて検討し設定されてい
ます。気象台から発表される噴火警
報・予報と共に、噴火警戒レベルを
お知らせします。
■問青森地方気象台（☎青森 017・
741・7413、 ■Ｈ http://www.
data.jma.go.jp/svd/vois/data/
tokyo/STOCK/level/Iwakisan.
pdf）

第３回 HIROSAKI
ビジネスアイデアコンテスト
　弘前で商売に携わる人はもちろ
ん、一般の人から学生まで幅広くビ
ジネスアイデアを募集します。起業
を考えている人、アイデアはあるが
実現の仕方が分からない人など、ア
イデアのある人は奮ってお申し込み
ください。
▽応募資格　新しいビジネスアイデ
アを持つ個人・団体、学生（18歳
以上）で、11 月 13 日に実施する
最終審査会に参加できる人。
※エントリーは起業を目指す人だけ
でなく、第３者に起業してもらう為
のアイデアを提供する人でも可能。
▽募集締め切り　９月26日（必着）
▽その他　最優秀賞になった人には
賞金 10万円と起業支援として最大
150万円の補助があります。

今月の市税などの納期
納  期  限  ８月 31 日
国民健康保険料  第２期
介 護 保 険 料  第２期
後期高齢者医療保険料  第２期

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替のご利用を。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が
　加算される場合があります。

不動産無料相談会
開催日の変更

　市民生活センター（駅前町、ヒ
ロロ３階）で開催している不動産
無料相談会の８月の開催日が下記
のとおり変更になりました。
▽とき　８月 18 日・25 日の午
後１時～４時
▽ところ　市民生活センター
▽相談内容　不動産取引・賃貸借
トラブルなどに関すること
■問市民生活センター（☎ 33・
5830）

 
教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、②のル・コルビュジエだよ。彼は世
界文化遺産に登録された「国立西洋美術館（東
京都台東区上野）」を設計した人でもあるん
だよ。彼から学んだ近代建築の作法が
取り込まれた市役所新庁舎を探
検してみるのも楽しいかもね！

※質問は６ページに、関連記事を３～５
ページに掲載。


