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▽内容　開講式（年間の予定、クラ
ブ活動紹介など）／特別講座「日本
一のさくらまつりを陰で支え、大き
な役割を果たしている車いす応援隊
の活動秘話」「社会福祉協議会が実
施している高齢者向けの事業紹介」
…講師・社会福祉協議会職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝30人程度（先着順）
▽受講料　無料
■問４月 17日までに、電話かファク
スまたはＥメールで、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

卵の殻を使ってポプリ作り教室

　卵の殻など身近な物を再利用して
お気に入りのポプリを作ります。
▽とき　４月22日（土）、午前10
時～正午
▽ところ　弘前地区環境整備セン
タープラザ棟（町田字筒井）
▽講師　石田美津子さん
▽対象　小学生以上＝ 15人（小学
生の参加は保護者の同伴が必要）
▽参加料　無料
■問４月９日から、弘前地区環境整備
センタープラザ棟（☎ 36・3388、
受付時間は午前９時～午後４時、月
曜日は休館日）へ。

青森県武道館武道教室

▽日程と内容
◎柔道教室…毎週火・金曜日の午後
６時半～９時
◎空手道教室…毎週月・木曜日の午
後７時～９時
◎少林寺拳法教室…毎週火・土曜日
の午後６時～９時
◎剣道教室…毎週土曜日の午後４時
～７時
◎なぎなた教室…毎週金曜日の午後
７時～９時
～共通事項～
▽ところ　青森県武道館（豊田２丁目）
▽対象　小学生以上
▽参加料　各教室とも月額500円
▽その他　各教室ともスポーツ安全
保険料が別途必要／少林寺拳法を受
講する場合、協会への登録のため別途
登録料が必要／試合への出場や、段
級審査を受ける場合は登録料が必要

■問青森県武道館（☎26・2200）

弘前大学大学院人文社会
科学研究科市民カレッジ
受講生募集
▽開講科目　青森教室…考古学、社
会調査設計／弘前教室…美術史、哲
学、日本語学、経済学、法学、日本
経済など
▽募集人数　若干名
▽受講資格　４年制大学を卒業した
人
▽受講料　１科目（90分× 15回）
１万 1,500円
▽申し込み期限　青森教室開講科目
（考古学）＝６月２日、（社会調査設
計）＝３月 24日／弘前教室開講科
目＝３月24日
※電話で申し込みを。折り返し、受
講申込書などを送ります。
※授業内容などの詳細は、人文社会
科学研究科ホームページをご覧くだ
さい。
■問弘前大学人文社会科学部教務担
当（ ☎ 39・3941、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
j i n b u n /web / d a i g a k u i n /
sidenav/aomorisatellite.html）

あすなろ体操スクール

　平成 29 年度の生徒を募集しま
す。
▽とき　４月～平成 30 年３月の
土・日曜日（毎月２回）、午後５時
半～７時
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　①エンジェルコース＝ボー
ル、縄、マットを使った体操／②ジュ
ニアコース＝器械体操（マット、平
均台、跳び箱、鉄棒）、トランポリ
ンなど／③シニアコース＝ストレッ
チ体操、軽スポーツ、エアロビクス
など
▽対象　①４歳～５歳＝５人程度
（過去に受講したことがある人を除
く）／②小学生＝ 100 人／③成人
＝30人
▽受講料（年間）　①・②１万2,000
円／③ 6,000 円
※いずれも保険料含む。
▽持ち物　室内用シューズ
▽申し込み方法　４月２日の午後４
時～５時に、受講料を添えて市民体

弘前市少年少女発明クラブ

　科学実験や図画・工作、見学など
を通して、子どもたちの夢と創造性
を育てます。
▽活動期間　４月 16日～平成 30
年２月 25日の指定の土・日曜日（年
間19回）、午前９時半～11時半
▽活動場所　弘前文化センター（下
白銀町）工作実習室ほか
▽対象　市内の小学校３年生～中学
生＝36人
▽参加料　年間4,000円（材料費・
保険料などとして）
■問はがきに郵便番号・住所・氏
名・学校名・電話番号を記入し、
３月 31 日までに、福田智好さん
（〒 036・8155、中野２丁目 14
の３、☎ 32・1667）へ。

市民健康クッキング講座

　「食」を通じた健康づくりの講座
です。
▽とき　４月 19 日、５月 17 日、
６月７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３回に参加できる市民＝
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・講座名
を記入し、３月 31日（必着）まで
に、健康づくり推進課健康増進係「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）

ベテランズセミナー
開講式と講演
▽とき　４月20日（木）
　　　　午前９時半～11時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階大会議室

育館会議室へ。
※第１回目のスクールは、４月９日
に開催する予定です。
■問弘前体操連盟（佐々木さん、☎
34・8560、午後７時～８時）

弘南鉄道大鰐線
お得な「企画切符」
　弘南鉄道大鰐線の利用促進を図る
ため、お得な切符ができました。よ
り使いやすくなった２つの切符をぜ
ひお試しください。
【あんしんパス +（プラス）100】
　大鰐線を使って対象施設を利用し
た際に、帰りの運賃が 100 円にな
ります。
▽対象　医療機関（歯科含む）、温
水プール石川（健康施設含む）の利
用者
▽期間　4 月 1 日から通年（土・
日曜日、祝日も利用可）
▽利用時間　中央弘前駅発…午前８
時～午後６時 10分／大鰐駅発…午
前７時50分～午後６時10分
▽利用方法
①大鰐線を使って「医療機関（歯科
含む）」、「温水プール石川」へ行く際、
行きの電車を降りるときに運転手ま
たは駅係員に声掛けしてパスを発行
してもらいます（行きは通常運賃を
支払ってください）。
②通院先の医療機関または温水プー
ル石川で「領収印」をパスに押して
もらいます。
③帰りの電車を降りるときに、運転
手または駅係員に②のパスと 100

円を支払ってください（発行・押印
の当日のみ有効）。
※他の企画切符との併用はできませ
ん。パスを紛失した場合や領収印等
がない場合は無効となります。

【大鰐線専用西弘きっぷ】
　大鰐線を使って「西弘の日」（毎
月 24 日・25 日・26 日）に西弘
商店街の対象店舗を利用した際に、
弘前学院大前駅からの帰りの運賃が
無料となります。
　西弘の日のみ受けられる商店街の
割引や特典もありますのでぜひご利
用ください。
▽対象　西弘の日に、大鰐線を利用
して西弘商店街（弘前学院大前駅）
の協賛店舗で飲食等を行う人
▽利用時間　中央弘前駅発…午前９
時半～終電／大鰐駅発…午前９時
50分～終電
▽利用方法　
①弘前学院大前駅降車時に運転手に
声掛けして、西弘きっぷを発行して
もらいます（行きは通常運賃を支
払ってください）。
②対象店舗で領収印を押してもらい
ます。
③帰りの電車を降りるときに、運転
手または駅係員に②のパスを渡して
ください（発行・押印の当日のみ有
効）。
※他の企画切符との併用はできませ

ん。パスを紛失した場合や領収印等
がない場合は無効となります。
▽対象店舗　フェイスブックで「西
弘商店街」または「西弘の日」で検
索してください。
 
 
 
 
 
 
 
 
■問切符について…弘南鉄道（☎
44・3136）／「西弘の日」につ
いて…西弘商店街維持振興会（馬場
さん、☎35・5519）

市民のつどい「弥生いこいの
広場（周辺）の現状を知ろう」
　「弥生いこいの広場」では施設の
老朽化が進み、再整備を計画してい
ます。弥生スキー場跡地問題を考え
る市民ネットワークでは、弥生いこ
いの広場とその周辺が現在抱えてい
る課題を市民の皆さんと共有し、今
後の方向について意見交換を行いま
す。
▽とき　３月 22 日（水）、午後６
時～８時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）
多目的ホール
▽内容　弥生いこいの広場の現状、
課題について／弥生いこいの広場隣
接地の現状について
■問弥生スキー場跡地問題を考える市
民ネットワーク事務局（竹浪さん、
☎携帯070・6952・2614）

 その他
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　広報ひろさき１月 15日号で配布
のお知らせをし、各家庭に配布の
「市民便利帳くらし弘前2017」内、
15ページおよび 92ページに右記
の誤りがありました。
　お詫びして訂正します。
■問広聴広報課（☎ 35・1194）／
上下水道部総務課（☎55・9660）

上
下
水
道
部

●総務課 36-8100
●営業課 36-8115
●工務課 36-8120
●上水道施設課 32-0376
●下水道施設課 34-3144

上
下
水
道
部

●総務課 55-9660
●営業課 36-8115
●工務課 55-9663
●上水道施設課 32-0376
●下水道施設課 34-3144

（誤）

（正）

（誤）
上下水道部…茂森町　
☎３６-８１００

（正）
上下水道部…賀田1丁目
☎55-9660

「市民便利帳くらし弘前
2017」の訂正
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76くらし

74学校教育

47

弘前消防本部・病院案内専用電話 ☎0172-32-3999
救急医療情報システムの加入医療機関の問い合わせ

弘前市急患診療所 弘前総合保健センター ☎0172-34-1131
夜間や日曜日など、一般の医療機関で受診できないときの救急患者が対象です。

青森県弘前市大字上白銀町1-1
（代表）☎0172-35-1111弘前市役所へのお問い合わせ

開庁時間 ： 午前8時30分～午後5時00分 （土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）
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