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三省地区交流センター
レザークラフト教室
▽とき　３月25日（土）
　　　　午前９時半～午後３時
▽ところ　三省地区交流センター
（三世寺字鳴瀬）
▽内容　初心者向けレザークラフト
（ブローチ・ペンケース・財布など）
作り
▽講師　笹木啓子さん
▽定員　15人（先着順）
▽参加料　1,000円～5,000円（材
料費として。作品により異なります）
▽持ち物　昼食
■問３月 15日までに、三省地区交流
センター（☎ 95・3760、月曜日
は休館日）へ。

克雪トレーニングセンター
の教室
【ウオーキング教室】
▽とき　４月３日～７月 31日の午
前 10時～正午
※４・５月は毎週月・木曜日、６・
７月は毎週月曜日（５月１日・祝日
を除く）。
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター（豊田２丁目）、弘前公園
▽内容　ウオーキングの基礎、ウ
オーミングアップ・クーリングダウ
ンストレッチ、簡単な筋力トレーニ
ング
▽対象　市民＝40人
▽持ち物　１畳程度の敷物、持ち運
べる飲み物、リュック、帽子、筆記
用具
【お腹スッキリ！骨盤リセット体操
教室】
▽とき　４月４日～５月 30日の毎
週火曜日（５月２日を除く）、午前

コース＝ 10時～ 11時、午後コー
ス＝１時半～２時半
▽ところ　克雪トレーニングセン
ター会議室
▽内容　イスに座ってタオルを使っ
た体操、ストレッチポールを使って
の骨盤リセット体操、呼吸エクササ
イズ
▽対象　市民＝各コース15人
▽持ち物　飲み物、室内用シューズ、
フェースタオル
～共通事項～
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・希望教
室名（ウォーキング教室は身長も）
を記入し、３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）へ。
※家族や友人同士での参加ははがき
1枚で応募可能。応募多数の場合は
抽選で決定します。バランスボール
は貸し出します。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

ソフトバレーボール体験教室

▽とき　４月７日～ 28日の毎週金
曜日、午前10時半～正午
▽ところ　金属町体育センター体育
室
▽内容　ボール慣れから簡単なルー
ル説明、ゲーム
▽対象　市民＝12人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗ふきタオル、飲み物、
室内用シューズ
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、３月 22日（必着）まで

に、金属町体育センター（〒036・
8245、金属町１の９）へ。
※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
選で決定します。
■問 金属町体育センター（☎ 87・
2482）

ヒロロで脳トレ＆
ミニバランスボール教室
▽とき　４月７日～５月 26日の毎
週金曜日（５月５日を除く）、午後
１時半～２時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽内容　ミニバランスボールを使っ
たストレッチ体操・筋力トレーニン
グ、脳トレーニングをしながらのス
トレッチ
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、室内用シューズ、
フェースタオル
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、３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）へ。
※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
選で決定します。バランスボールは
貸し出します。
■問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

弘前図書館等の臨時休館

　弘前図書館および郷土文学館が４
月１日から、指定管理者による運営

となります。一部リニューアル作業
や蔵書の点検作業を行うため、次の
期間、臨時休館します。ご理解とご
協力をお願いします。
▽休館期間　弘前図書館…３月 30
日・31 日／岩木図書館…３月 26
日～ 31日／こども絵本の森…３月
28日～ 31 日／郷土文学館…３月
30日・31日
※相馬ライブラリーは、通常どおり
開館します。休館中の返却は、弘前
図書館・岩木図書館正面玄関、こど
も絵本の森、総合学習センター、ま
ちなか情報センター、弘前駅自由通
路（JR改札口付近）にある返却ポ
ストをご利用ください。
■問弘前図書館（☎32・3794）

夜間・休日納税相談の
ご利用を
　収納課では、日中や平日に納税相
談ができない人のために、夜間・休
日納税相談日を設けています。電話
での相談や、市税などの納付もでき
ます。
▽夜間納税相談　３月 17 日・21
日～ 24日の午後５時～７時半
▽休日納税相談　３月 19 日・26
日の午前９時～午後４時
■問収納課（市役所新庁舎２階、☎
40・7032、40・7033）

車いす応援隊
ボランティア募集
　さくらまつり期間中、車いす利用
者の介助や車いすの貸し出しを手
伝ってくれるボランティアを募集し
ます。また、歩行困難な人は、車い
す応援隊をご利用ください。
▽とき　さくらまつり期間中の午前
９時～午後４時で、午前の部・午後

の部・全日のいずれかを選択
▽ところ　弘前公園内
▽対象　大学生以上の市民
▽その他　４月 15日の午前９時半
から、弘前市社会福祉センター（宮
園２丁目）２階大会議室で打ち合わ
せ会を行います。
■問４月７日までに、弘前市ボラン
ティアセンター（弘前市社会福祉協
議会内、☎33・2039）

行政書士弘前コスモス会
による無料相談会
　相続・遺言を中心とした相談会で
す。なお、事前の予約は不要です。
▽とき　３月14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
■問弘前コスモス会（ふたば行政書
士事務所内、二葉さん、☎ 88・
8781）

自衛官募集

【幹部候補生】
○（一般）大卒程度試験
▽受験資格　22 歳以上 26 歳未満
の人、20 歳以上 22 歳未満の大卒
者（見込みを含む）、28 歳未満の
修士課程修了者（見込みを含む）
▽試験日　５月 20日（飛行要員は
20日・21日）
○（一般）院卒者試験
▽受験資格　20 歳以上 28 歳未満
の修士課程修了者等（見込みを含む）
▽試験日　５月20日
○歯科・薬剤科
▽受験資格　専門の大卒者（見込み
を含む）で、20 歳以上 30 歳未満
の人（薬剤科は 20歳以上 28歳未
満）
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▽試験日　５月20日
～共通事項～
▽受付期間　３月１日～５月12日
■問自衛隊弘前地域事務所（城東中央
３丁目、☎27・3871）

女性弁護士による
女性のための法律相談
　家庭や職場、地域などで女性が抱
える法律に関する問題について、女
性弁護士がアドバイスします。
▽とき　３月 14 日（火）、午後２
時～４時（１人40 分程度）
▽ところ　市民参画センター（元寺
町）
▽対象　事前に電話相談した人で、
法律相談が必要と認められる人＝３
人
▽その他　面接相談は１人１回まで
■問青森県男女共同参画センター相談
室（青森市中央３丁目、アピオあお
もり内、☎青森017・732・1022〈水
曜日を除く午前９時～午後４時〉）

全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）による情報伝達
　北朝鮮から発射された弾道ミサイ
ルが日本に飛来する可能性がある場
合には、政府より事前の周知なく
全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）による緊急情報の伝達が行わ
れます。Ｊアラートの使用ととも
に、市の防災行政無線が自動的に起
動し屋外スピーカーなどから警報が
流れるほか、携帯電話にエリアメー
ル・緊急速報メールが配信されま
す。詳しくは、内閣官房の国民保
護ポータルサイト（http://www.
kokuminhogo.go.jp/shiryou/
nkjalert.html）をご覧ください。
■問防災安全課（☎40・7107）

 その他
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市のテレビ番組
えがお弘前“ビタミン Hi（ハイ）”

　子どもの遊び場、行政サービス、さらに出
で あ
愛いや就

労のサポートまで !? 今も進化し続けるヒロロスクエ
アに迫ります！　
○放送日　３月18日（土）、午前11時半～11時45分
○放送局　青森朝日放送（AＢＡ）

みんなで行こう♪ヒロロスクエア


