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ビッグデータ・オープンデータ
勉強会
▽とき　１月16日（月）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽内容　市のオープンデータ・ビッ
グデータへの取り組みの紹介／「地
域経済分析システムRESAS（リー
サス）」の講習…講師・齋藤経史さ
ん（チェンジマネージャー）
▽対象　市内事業所の経営者または
市内で勤務している人＝ 30人程度
（先着順）
▽参加料　無料
■問１月 10日（必着）までに、電話
またはＥメール（住所・氏名・事業
所名・電話番号を記入）で、ひろさ
き未来戦略研究センター情報分析・
行革・連携担当（☎ 40･7016、Ｅ
メールhif@city.hirosaki.lg.jp）へ。

弘前市学校保健研修会

▽とき　１月21日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）視聴覚室４階
▽内容　講演「学校・幼稚園・保育
所で予防すべき感染症について」…
講師・柿﨑良樹さん（かきざき小児
科アレルギー科クリニック院長）
▽対象　幼稚園・保育所・学校関係
者、医療関係者、保護者
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
■問弘前市学校保健会事務局（城西小
学校内、☎32・0247）

さくらまつりの写真を
探しています
　今年は大正７年に第１回の観桜会
が行われてから 100 年の節目にな
ります。市立博物館では春の企画展
で、さくらまつりの様子を振り返る
写真展示を予定しています。皆さん
からも展示写真を募集しますので、
ご協力をお願いします。
▽募集資料　大正・昭和期の観桜会
かさくらまつりを写した写真で、大
まかに年代がわかるもの
※家族写真は除く。
▽募集期間　1 月 13 日～ 22 日の
午前 9時半～午後４時半
▽提出方法　市立博物館（下白銀町）
に持参してください。
▽その他　写真は 2 月 6 日～ 12
日に市立博物館で返却します／写真
はスキャンによりデータ化し、今後
市主催の展示等で自由に使用します
／提供する写真は１人 10枚以内／
写真の使用に際しては、原則、写っ
ている人の顔をぼかす等の処理はし
ません／提供していただいた写真は
スペースの関係上、全てを展示する
わけではありません。
■問市立博物館（☎ 35・0700、月
曜日は休館日）

のびのび子ども相談

▽とき　１月24日（火）
▽受付時間　午前９時半～午後２時
▽ところ　弘前市保健センター（野
田２丁目）
▽内容　発達相談（ことばが遅い、
落ち着きがないなど）
▽対象　１歳以上の幼児とその家族
▽参加料　無料
▽持ち物　母子健康手帳

ふれあい高齢者
ニュースポーツ研修会
　高齢者向けのニュースポーツで、
健康の増進を図ってみませんか。
▽とき　２月１日～14日
※種目によって開催日と時間が異な
ります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
▽ところ　すぱーく弘前（石渡１丁
目）
▽種目　①ゲートボール、②グラウ
ンドゴルフ、③ペタンク、④マレッ
トゴルフ、⑤ターゲットバードゴル
フ
▽対象　おおむね60歳以上の市民
▽定員　①＝ 40人／②＝１・２班
各 50 人／③＝ 48 人／④＝ 40 人
／⑤＝ 40人（いずれも先着順）
▽参加料　無料
■問１月 20日までに、すぱーく弘前
（☎38・3250）へ。

大人のための英会話・
韓国語入門講座
　基本的なあいさつから買い物や道
案内、簡単な会話まで、外国人講師
とともに楽しく学びます。
▽とき　２月３日～３月 24日の毎
週金曜日、英会話＝午後７時半～８
時半／韓国語＝午後６時～７時（全
８回）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室Ｃ
▽定員　各15人（先着順）
▽受講料　5,000円（全８回）
※別途テキスト代がかかります。
■問１月５日から、国際文化交流協会
（前田さん、☎携帯 090・6489・
2803、平日の午前 10 時～午後６
時）へ。

　今月の休日納税相談日は第４日曜
日です。この日は電話での相談や、
市税などの納付もできます。
■問収納課（市役所新庁舎２階、窓口
205、☎ 40・7032、40・7033）

行政書士による無料相談会

　県行政書士会中弘支部とコスモス
会による許認可・相続・遺言・成年
後見などの相談会です。事前の予約
は不要です。
▽とき　１月10日（火）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室
■問奈良行政書士事務所（☎ 40・
0024）

青森県宅建協会による
一般公開無料セミナー
▽とき　１月26日（木）
　　　　午後２時～
▽ところ　ラグリー（野田１丁目）
▽テーマ　①ミサワホーム所属の南

■問１月５日～ 23日に、弘前市保健
センター（☎37・3750）へ。

ひろさき若者サポート
ステーション
　「人と関わるのが怖い」「これから
働けるか不安」といった悩みに一緒
に向き合います。
▽とき　平日の午前８時半～午後７
時（水曜日は午後５時15分まで）
▽ところ　ひろさき若者サポートス
テーション（土手町）
▽対象　15 ～ 39 歳の若者とその
家族
▽相談料　無料
■問ひろさき若者サポートステーショ
ン（☎35・4851）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
▽夜間納税相談　１月 16 日～ 20
日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　１月 22日の午前
９時～午後４時

極観測隊員・坂下大輔さんの南極で
の挑戦や、幻想的な未知の世界につ
いて／②落語家の三遊亭らん丈さん
によるもっとずっと住みよい街にす
る地域環境の未来についての講演
※事前の申し込みが必要。
■問青森県宅地建物取引業協会弘前支
部（☎26・1030、■Ｆ 26・1033）

移住相談フェアに弘前市が
参加します
　日本最大級の移住相談イベント
「JOIN 移住・交流地域おこしフェ
ア」に当市も参加します。担当職員
がきめ細やかな移住相談を行い、弘
前市への移住実現をサポートします
ので、首都圏に知り合いがいる人は
周知のご協力をお願いします。
▽とき　１月15日（日）
　　　　午前10時～午後５時
▽ところ　東京ビッグサイト西２ホ
ール（東京都江東区有明）
■問ひろさき移住サポートセンター東
京 事 務 所（ ☎ 東 京 03・6256・
0801）

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先

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剣道寒稽古会 １月 11日・12日、午前６時
半～７時半

弘前B&G海洋セン
ター（八幡町１丁目） 無料  弘前剣道連盟事務局（堀内さん、

☎携帯090・3362・7465）

②３Ｂ体操
　無料講習会

１月 11日・25日、２月１日・
15日、３月１日・15日の午
前 10時半～ 11時半

市民体育館フィット
ネスルーム（五十石
町）

就園前の子
とその家族
＝20人程度

無料  
日本 3B体操協会青森支部（南
さん、☎青森 017・743・
4465）　

③われら若返り隊
　いろは体操

１月 18日～３月 22日の毎週
水曜日、午前 10時～ 11時

南富田町体育センタ
ー和室 65歳以上 300円  南富田町体育センター（☎ 34・

6122）

④かけっこ教室
１月 23日～２月 16日の毎週
月・木曜日、午後４時半～６
時

河西体育センター（石
渡 1丁目）

市内の小学
校１～４年
生＝ 20人

無料
なわとびの
持参を。
（※２）

１月 13日（必着）までに、河
西体育センター（〒 036・
8316、石渡 1丁目 19の１、
☎ 38・3200）へ。
（※ 1）（※３）

⑤水泳教室
　（クロール）

１月 23日～２月８日の毎週
月・水曜日、午後１時～２時

温水プール石川（小
金崎字村元）

25m泳げな
い市民＝ 15
人

無料
水着、水泳
帽、ゴーグ
ルの持参を。

１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）（※３）

⑥気軽にスポー
ツ体験教室（ソ
フトバレー・ラ
ージボール卓球
など）

１月 27日～３月 31日の毎週
金曜日、午前 10時半～正午

金属町体育センター
体育室 市民＝15人 無料 （※２）

１月 20日（必着）までに、金
属町体育センター（〒 036・
8245、金属町 1の 9、☎ 87・
2482）へ。（※ 1）（※３）

⑦カチコチ
BODYゆったり
改善教室

2月６日～３月 27日の毎週月
曜日、午前 10時～ 11時（３
月 20日を除く）

弘前B&G海洋セン
ター（八幡町１丁目）
武道場

市民＝20人 無料
１月 23日までに、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）（※３）

⑧ヒロロ健康サ
ークル

２月７日～ 28日の毎週火曜
日、午前 10時半～ 11時 50
分（受け付けは午前 10時～）

ヒロロ（駅前町）
３階健康ホール

毎週継続し
てできる 40
歳以上の市
民＝ 30人

無料 （※２）
１月 16日（必着）までに、健
康づくり推進課（〒 036・
8711、野田２丁目７の１、☎
37・3750）へ。（※ 1）（※３）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話番号・教室名・⑤は保護者氏名を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※２…室内用シューズの持参を。
※３…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

 その他
 


