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 暮らしのinformation
■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

●弘前市役所　☎ 35・1111／●岩木庁舎　☎ 82・3111
／●相馬庁舎　☎84・2111

有 料 広 告
今月の市税などの納期

納期限
５月 31 日

☆今月は第３・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をご利用ください。
☆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。
☆納期限内であればコンビニエンスストアでも納付できます。

※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…応募多数の場合は抽選で決定。／※４…家族や友人同士での参加ははがき１枚で応募可。
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

固定資産税　第１期
軽自動車税　全　期

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

ジュニアゴルフ
教室

５月 13日・27日、午後１時
～２時半

岩木川市民ゴルフ場
（清野袋２丁目）管理
棟

小学生～中学
生＝各回４人
（先着順）

１回
1,000
円

道具はすべて
貸し出しま
す。

各回の３日前までに、岩木川市民ゴ
ルフ場（☎36・7855）へ。

初心者ゴルフ教
室

５月 21日、①午前 10時～
11時半、②午後１時～２時半

高校生以上の
ゴルフ初心者
＝各回４人
（先着順）

１回
1,500
円

道具はすべて
貸し出しま
す。雨天中止。
着替えの持参
を。

５月18日までに、岩木川市民ゴル
フ場（☎36・7855）へ。

中級者・初級者
バドミントン教
室

中級者…５月 17日～６月 28
日の毎週水曜日、午後１時～
３時／初級者…５月 18日～
６月 29日の毎週木曜日、午
前 10時～正午

岩木B&G海洋センタ
ー（兼平字猿沢）

市民＝各 20
人 無料

ラケットの持
参を（貸し出
しあり）。（※
２）

５月 10日（必着）までに、岩木
B&G海洋センター（〒 036・
1332、兼平字猿沢 32の 11、☎
82・5700）へ。
（※ 1）（※３）

ヨット・カヌー
教室

５月 21日～９月 10日の毎週
土・日曜日、午前 10時～正
午（天候不順で中止の場合が
あるため、電話で確認を。）

①弘前公園西濠ボート
乗り場（９月まで）／
②鶴田町津軽富士見湖
（７月、３回程度）／
③西目屋村内岩木川
（８月、１回程度）／
城北ファミリープール
（９月９日・10日）

小学校３年生
以上＝30人
（先着順）

500
円

水に濡れても
いい服装、靴
でおいでくだ
さい。着替え
の持参を。

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター（〒 036・
8057、八幡町１丁目９の１、☎
33・4545）

水泳教室（水慣
れからバタ足ま
で）

５月 26日～６月 16日の毎週
金曜日、午後５時～６時

温水プール石川（小金
崎字村元）

市内の小学校
１年生～２年
生＝８人

無料
水着、水泳帽、
ゴーグルの持
参を。

５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）水泳教室（背泳）５月 29日～７月３日の毎週月曜日、午後１時～２時

クロールで
25ｍ泳げる
市民＝ 15人

無料

ヒロロで脳トレ
＆ミニバランス
ボール教室

６月２日～７月 28日の毎週
金曜日、午後１時半～２時半

ヒロロ（駅前町）３階
健康ホール 20人 無料

バランスボー
ルは貸し出し
ます。（※２）

５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）（※３）（※
４）

寝ながら骨盤＆
股関節体操教室

６月８日～９月 28日の毎週
木曜日（６月 15日、７月６日、
９月21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

６人 無料
ヨガマットの
持参を。（※
２）

ヒロロで走ろ
う！かけっこ教
室

６月１日～ 19日の毎週月・
木曜日、午後４時半～６時

ヒロロ（駅前町）
３階イベントスペース

市内の小学校
１～４年生＝
20人

無料 なわとびの持
参を。 ５月 15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）（※４）

プールで筋トレ、
脳トレ水中ウオ
ーキング教室

６月１日～ 22日の①毎週月
曜日、午後１時～２時、②毎
週木曜日の午前 10時～ 11時

河西体育センター（石
渡１丁目） 市民＝ 15人 無料

水着、水泳帽、
ゴーグルの持
参を。

ゆっくりジョギ
ング教室

６月３日～７月１日の毎週土
曜日（６月 24日を除く）、午
後１時半～２時 45分

金属町体育センター集
会室 市民＝ 10人 無料 （※２）

５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）（※４）

ヒロロ健康サー
クル

６月６日～ 27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）
５月 15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）（※４）

ママピラテス ５月 11日（木）、午前 10時
15分～ 11時半 ヒロロ（駅前町）

３階多世代交流室２
各 15人（先
着順） 無料

申込締切…５
月 10日 電話かファクス（住所、氏名、年齢、

連絡先を記入）で、ウイング弘前（☎
38・8131、■Ｆ38・8134）へ。ロコモ予防・対

策運動セミナー
５月 23日（火）、午後１時
15分～２時半

申込締切…５
月 22日

 
教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、①の「人力車」だよ。今年の 11月
まで運行するんだ。昔は人を運ぶ手段として
全国各地にあったんだって！いすが高い位置
にあっていつもとは違う目線で公園の
景色を楽しめるから、みんなも
弘前公園で人力車に乗ってみ
よう！
※質問は13ページに掲載。
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♥もっと②　弘前！！ 学生企画コーナー

疲れた心をネコに癒してもらおう♪
　こんにちは、ひろ♡レポです。新年度から1カ月
が経ち、ようやく新しい生活にも慣れてきましたね。
張りつめていた緊張が一気にほどけて、疲れを感じ
ている人も多いはず。息抜きができていない皆さん、
かわいい動物たちに癒されてみませんか？

　46年もの歴史があるカフェ・ホ

ートンでは、コーヒーと甘さを抑

えた手作りケーキが食べられます。

そして！個性的な猫ちゃんが４匹

もいるんです！今回私たちは３匹の

猫に会うことができました♡

　動物と触れ合うことで、人々の心
を癒やす効果が期待できます。特に、
猫の「ゴロゴロ」と喉を鳴らす音が血
圧を下げたり、免疫力を上げる効果が
あることが研究で明らかになっている
こともあり、猫と触れ合える場所も増
加してきています。

Q1，猫をお店で飼うようになったきっかけは？

皆さんに一言お願いします！

でも、私、アパート暮らし

で動物飼えないし…

住所 御幸町5の9
Tel 33・7840

ホートンのママ
須
すとう
藤清

きよえ
江さん

大丈夫！そんなあなたも猫と触

れあえる場所があるんです！

実はもともと犬を飼っていまし
た。16年前、その愛犬が死ん
で悲しんでいた時に、道端で一
匹の猫に出会いました。電柱の
光に照らされて、まるでスポッ
トライトを浴びるかのように…！
思わず運命を感じましたね！そ
の猫を店に連れて帰り、飼いは
じめたのがきっかけです！

年齢問わず、誰でも気軽にお立ち寄りください☆
うちの看板猫たちがお迎えします！！

とっても
大人しい
グレさん

真っ白な毛並みが
チャームポイント
キキ

　取材を通して、可愛い猫たちに終始癒されっぱなしでした♡猫をきっかけに、家族や友人、恋人、
お客さん同士の会話も思わず弾みます！猫と触れ合うことで、日ごろの疲れを忘れさせてくれること
間違いなし！皆さんもぜひ、猫と触れ合ってみませんか？

 ひろ♡レポとは…若者目線で弘前のことを伝えようと発足された、広報ひろさきで学生企画コーナーを担当する女子大生
グループです。Facebook（http://www.facebook.com/hiro.reporters）もやってます！興味のある人はどうぞ（^ *^）

編集
後記

～カフェ・ホートン～ ホートンのママさんにインタビュー

いたずらっ子なミミ

くつろぎ効果

ストレス軽減

癒やし


