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市民ボランティアによる
パソコン講座

【はじめてのパソコン講座】
▽とき　10 月 11 日・18 日・25
日の午前 10時～午後３時
※３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　パソコンの基本操作、文字
入力
▽対象　パソコン初心者の市民＝
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　９月 18日、午前
８時半から
【ボランティアサポートスタッフ募
集】
　市民ボランティアによるパソコン
講座（ウィンドウズ、エクセル、ワー
ドなど）を手伝ってくれるボラン
ティアを募集します。パソコンに関

する知識があれば、年齢、経験は問
いません。気軽に問い合わせを。
■問学習情報館（総合学習センター内、
☎26・4800、午前８時半～午後５時）

ヒロロで走ろう！
かけっこ教室
▽とき　10 月 12 日～ 11 月９日
の毎週水・金曜
日、午後４時半
～６時
▽ところ　
ヒロロ（駅前
町）３階
▽内容　走る・跳ぶ・投げるなどの
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、
なわとび
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・電話番号・学年・教室
名を記入し、９月 30日（必着）ま

でに河西体育センター（〒 036・
8316、石渡１丁目19の１）へ。
※家族での参加ははがき 1枚で応
募可。応募多数の場合は抽選で決定。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

秋の空手体験教室

▽とき　①５歳～小学校６年生＝
10月の毎週日曜日、午後１時半～
２時半／ 10月の毎週水曜日、午後
６時半～７時半、②中学生以上＝
10 月の毎週月曜日、午後７時 15
分～８時半
▽ところ　極真会館弘前道場（大清
水２丁目）
▽内容　①空手の基本と初歩的な運
動、②気功やヨガなどを取り入れた
健康増進を目指した空手
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　タオル、飲み物、動きや
すい服装
※当日会場でも受け付けます。
■問極真会館青森県支部弘前道場
（池田さん、☎携帯 090・6546・
9209）

市民フォークダンス教室

▽とき　10 月３日～ 31 日の毎週
月曜日、午後７時～８時半　
▽ところ　大成小学校（御幸町）体
育館
▽内容　世界のフォークダンスの基
礎と踊り方の紹介
▽対象　市民
▽参加料　無料
▽持ち物　動きやすい服装、室内用
シューズ
※当日会場で受け付け。
■問弘前市フォークダンス協会事務局
（佐々木さん、☎33・6537）

ベテランズセミナー

　自宅の庭木をもっと美しくせん定
したい人や、ガーデニング・家庭菜
園に興味を持っている人などはぜひ
おいでください。
▽とき　10月６日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽講師　市みどりの協会職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度
▽受講料　無料
■問 10 月３日までに、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

岩木地区を巡るノルディック
ウォーク講座・秋の陣
▽とき　① 10 月６日・② 13 日、
午前 9時集合
▽集合　岩木Ｂ&Ｇ海洋センター
（兼平字猿沢）
▽コース　①革秀寺（駒越）７㎞コー
ス／②愛宕山橋雲寺７㎞コース
▽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　市民＝各回10人（先着順）
▽参加料　１回 300 円（レンタル
ポールあり＜別途100円＞）
※各自傷害保険などに加入を。
▽持ち物　タオル、飲み物、帽子、
ウエストポーチまたはリュック、手
袋、雨具
※ポールのレンタルを希望する人は

受け付け時にお知らせください。
▽申し込み方法　各回の開催日前日
までに、電話かファクス（住所・氏
名・年齢・性別・連絡先・参加希望
日を記入）で申し込みを。
■問岩木Ｂ &Ｇ海洋センター（☎
82・5700、■Ｆ 82・5701）

水泳教室（バタフライ）

▽とき　10 月７日～ 11 月 11 日
の毎週金曜日、午後１時～２時
▽ところ　温水プール石川
▽内容　バタフライの基本泳法
▽対象　クロールで 25m泳げる人
＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　水着・キャップ・ゴーグ
ル・タオル
▽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・教室名を記入し、９月 30
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）

70歳からの健康講座
「ヘルシーエイジング」
▽とき　10 月 10 日～ 12 月 26
日の第２～第４月曜日（全９回）、
午後１時半～３時半（最終日は午後
４時半まで）　
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　①健幸増進リーダーによる
高齢者向けの体操や手具を使った運
動、②ミニ講座（健幸講話、歌唱指
導、終活講座）、③食生活改善推進
員によるヘルシークッキング
▽対象　70歳以上の市民
▽参加料　1,000円（９回分）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・コメン
ト（希望・心配事など）を記入の上、
９月30日（必着）までに、ヘルシー
エイジング（〒036・8231、稔町
14の１、齋藤紀あて）まで郵送を。
■問ヘルシーエイジング（齋藤さん、
☎34・2649）
※留守番電話の際は折り返し連絡し
ます。電話番号をお知らせください。

初級古文書読み方講習会

　弘前図書館が所蔵している藩政時
代の古文書を活用した、古文書解読
の基礎と読み方についての講習会で
す。
▽とき　10月１日・８日・15日・
22日の午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽講師　荻野看生子さん
▽対象　高校生以上の初心者＝ 30
人（先着順）
▽受講料　無料（別途テキスト代
700円が必要）
■問９月30日までに、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

弘前医療福祉大学公開講座

▽とき　①10月１日・②29日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半（受け付けは午前９時～）。
▽ところ　弘前医療福祉大学（小比
内３丁目）大学棟Ⅰ
▽内容　①「オリゴ糖を加えたアル
コールでスキンケア」…講師・蓮井
裕二さん（看護学科教授）／②「こ
ころと体の不思議な関係」…講師・
成田秀美さん（作業療法学専攻講
師）
▽受講料　無料
■問電話かファクスで、弘前医療福祉
大学公開講座委員（☎ 27・1001、
■Ｆ 27・1023）へ。

初心者・中級者
レディースバドミントン教室
▽とき　10月１日
～11月５日の毎週
土曜日、午前９時
半～ 11 時半（10
月８日を除く）
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）競技場
▽対象　女性＝30人（先着順）
▽参加料　1人 1回 200 円（各自
傷害保険などに加入を）
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
（貸し出し用ラケット有り）
■問電話かファクスで、弘前市レ
ディースバドミントン連盟（佐藤さ
ん、☎兼■Ｆ 34・7462）へ。

された団体（営利目的、宗教・思想・
政治活動などの目的で開催しようと
する団体は除く）
▽申し込み方法　開催希望申込書
に、テーマや開催場所など所定の事
項を記入の上、開催希望日前月の
10日（土・日曜日、祝日の場合は
前開庁日）までに広聴広報課（市役
所３階、窓口 308）へ持参するか、
郵送、ファクスまたはＥメールで申

し込んでください。
※開催希望申込書は、同課に備え付
けてあるほか、市ホームページから
もダウンロードできます。
▽その他　
○申込団体が複数の場合は、開催日
を調整する場合があります。
○会場の準備および費用負担は開催
団体が行ってください。
○開催結果は、写真を添えて市ホー
ムページで概要を公表します。なお、
ミーティングの様子はインターネッ
ト上で動画配信される場合がありま
す。
■問 広 聴 広 報 課 広 聴 広 報 担 当
（〒036・8551、上白銀町１の１、
☎ 35・1194、 ■Ｆ 35・0080、 ■Ｅ
kochokoho@city.hirosaki.lg.jp）

　市民の皆さんの意見・提案を市政
に反映させる広聴事業の一環として
「平成 28年度市長車座ミーティン
グ」を開催します。
　市民がさまざまなテーマで、市長
とざっくばらんに話ができる絶好の
機会です。奮って申し込みを。
▽とき　申し込み団体の希望する日
にち、時間帯を調整の上決定します
（土・日曜日、祝日も可。時間は午
前 10時～午後８時半のうち１時間
程度）
※市長の日程により、希望日時に実
施できない場合があります。
▽対象　市内に在住、在勤または在
学するおおむね５人～ 15人で構成

市長車座ミーティング
市長と気軽に話しませんか

◎昨年度開催したミーティングでは、子どもたちに科学と触れあえる機会を増や
す取り組みや、子育てに不安を感じる保護者の不安解消に関すること、岩木山の
周辺環境を活用したアウトドア活動など、さまざまなテーマで話し合われました。
参加者からは、「市長と気軽に話せた」「今やっていることから、さらに前向きな
方向性が見えた」「実りのある会となった」などと好評を得ています。


