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 暮らしのinformation

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

少年少女陸上教
室

５月 20日、６月３日・24日、
７月８日・15日、８月 19日、
９月２日、10月７日の午後１
時半～３時半（雨天中止）

運動公園（豊田２丁
目）陸上競技場 小学生 無料

運動靴の持参を。
５回以上参加した
人に修了証を授与。

弘前陸上競技協会（三上さん、☎
携帯 050・5240・8135）

プレミアムフラ
イデーナイトヨ
ーガ教室

５月 26日、６月 30日、７月
28日、８月 25日、９月 29日、
10月 27日、11月 24日、１
月 26日、２月 23日、３月
30日の午後７時～８時

岩木山総合公園（百
沢字裾野）ちびっこ
アリーナ

 １回 500円
弘前駅前から無料
シャトルバスの利
用可。詳細は問い
合わせを。

当日までに、岩木山総合公園（☎
83・2311）へ。

岩木川市民ゴル
フ場ゴルフコン
ペ

５月 28日（日）、午前８時半
～

岩木川市民ゴルフ場
（清野袋２丁目）

36人（９組） 3,500 円（昼食
付き）  

岩木川市民ゴルフ場（☎兼■Ｆ36・
7855）

市民ゴルフ場ジ
ュニアゴルフ大
会

６月 11日（日）、午後１時～
６時

ゴルフの経験の
ある小学校３年
生～６年生＝
10人

2,500 円　  

ノルディックウ
オーキング教室

６月７日～ 21日の毎週水曜
日、７月４日～ 18日の毎週火
曜日、午前 10時～ 11時半

市民＝15人（先
着順） １回 200円

帽子、リュック、
薄手のタオルの持
参を／ポールは無
料で貸し出します。

夏のアクアでシ
ェイプアップ！
（水中エクササ
イズ）

６月２日～７月７日の毎週金曜
日、午後７時～７時 45分

温水プール石川（小
金崎字村元）

市民＝ 20人
１回 500円
／６回 2,500 円
（傷害保険料を含
む）

 温水プール石川（☎ 49・7081）

プールで体力づ
くり教室

６月 14日～７月 19日の毎週
水曜日、午後１時～２時（７月
12日は休み）

市民＝20人 無料  
５月 31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）（※２）

Ｂ＆Ｇ会長杯グ
ラウンドゴルフ
大会

６月４日（日）の午前９時～
弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（八幡町１丁目）
多目的広場

市民 500円  
５月 28日（必着）までに、弘前
Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎ 33・
4545、火曜日は休み）へ。

ファミリーエン
ジョイテニス

６月 25日（日）、午後１時～
３時

弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（八幡町１丁目）

年少～小学校３
年生（年少は保
護者同伴）

500円 室内用シューズの
持参を。

６月18日までに、ファクス（住所・
氏名〈ふりがな〉・年齢・学年・保
護者氏名・電話番号を記入）で、日
本女子テニス連盟青森県支部（鍛〈き
たえ〉さん、☎兼■Ｆ 26・2555）へ。

フォークダンス
教室

６月５日～７月３日の毎週月曜
日、午後７時～８時半

大成小学校（御幸町）
体育館

市民 無料 室内用シューズの
持参を。

弘前市フォークダンス協会事務局
（佐々木さん、☎ 33・6537）体験・フォーク

ダンスの夕べ
７月 22日（土）、午後６時半
～９時

弘前文化センター（下
白銀町）２階大会議
室

少年少女テニス
教室

６月６日・９日・13日・16日・
20日・23日の午後７時～８
時半 千年庭球場（小栗山

字川合）

初心者の小学生
＝ 20人 1,000 円

 
５月 30日までに、弘前テニスク
ラブ（原田さん、☎携帯 090・
1399・7414）へ。市民ナイターテ

ニス教室
６月６日・９日・13日・16
日の午後７時～８時半

初級・中級・上
級＝各クラス
20人

2,000 円
（傷害保険料を含
む）

夜のヨガ教室 ６月 10日・17日・24日の毎
週土曜日、午後６時半～７時半

岩木Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（兼平字猿沢）

中学生以上＝
10人（先着順）１回 300円

６月 17日は岩木
Ｂ＆Ｇ海洋センタ
ー広場から花火が
見えます。

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎82・
5700）

フルマラソン・
チャレンジ教室

６月～９月の毎週水曜日、午後
６時～８時（毎月２回、土・日
曜日〈午前９時～正午〉の練習
も有り）

運動公園（豊田２丁
目）ほか

18歳以上＝15
人（先着順） 月 3,000 円

６月３日の午前 11
時から、事前説明
会・体験練習会あ
り。

スポネット弘前（☎32・6523）

ちびっこラグビ
ー教室

平成 30年２月 18日までの毎
週日曜日、午前９時半～正午

城東公園（末広４丁
目）多目的広場ほか

幼児～中学校３
年生 月 1,000 円  弘前ラグビースクール事務局（菊

池さん、☎ 37・2666）
※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話番号・教室名を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※2…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

 

 
 

 青森県交通事故相談所から
のお知らせ
  交通事故で困っている人へ、専門
の相談員が無料で相談を受けます。
▽ところ　青森県庁（青森市長島）
北棟７階
▽相談時間　平日の午前８時半～午
後５時15分
▽電話番号　017・734・9235
※個人の秘密は厳守します。まずは
お電話を。
■問青森県県民生活文化課（☎青森
017・734・9232）

「にっぽん縦断　こころ旅“2017
春の旅”」を弘前に呼ぼう！
　ＮＨＫ－ＢＳプレミアムで放送さ
れている『にっぽん縦断　こころ旅
“2017春の旅”』が青森県を訪れま
す。
　この番組は、俳優の火野正平さん
が自転車で日本を縦断して旅し、視
聴者から寄せられた「こころの風景」
を紹介していくものです。番組では、
「風景とエピソード」を募集してお
り、採用されると、当市でロケが行
われます。番組を弘前へ呼び、火野
正平さんと思い出の「こころの風景」
を訪ねてみませんか。

▽応募方法　住所・氏名・年齢・性別・
電話番号・思い出の場所・場所にま
つわるエピソードを記入の上、郵送
またはファクスで応募を。
※ 番 組 ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.nhk.or.jp/kokorotabi/）
からも応募できます。
▽応募先　〒 150・8001、ＮＨ
Ｋ「こころ旅」係（住所不要）、■Ｆ
03・3465・1327
▽応募締切　６月５日（必着）
▽放送日　朝版（平日）＝午前７時
45分～７時 59分／とうちゃこ版
（火～金曜日）＝午後７時～ 7時
29分
■問広聴広報課（☎40・0494）

ベトナムでの食品の県産品
フェア・商談会出展者を募集
　八戸市、青森市、むつ市、おい
らせ町、東北町との連携事業とし
て、地域企業の海外販路拡大を支
援するため、ベトナムで食品の県
産品フェア「Japan Aomori Food 
Fair2018」と商談会を開催します。
フェア等の会場で商品販売、海外企
業との取引・商談などを希望する企
業を募集しますので、ぜひご応募く
ださい。
　なお、この事業に関する予算につ
いては、６月に行われる第２回定例

会で審議されます。予算案の可決を
もって事業を実施します。
▽とき　平成 30年１月中旬（３日
間）
▽ところ　ホーチミン髙島屋（ベト
ナム・ホーチミン市）
※事業内容、応募資格、出展経費の
助成など、詳しくは問い合わせを。
■問６月９日までに、商工政策課物産
振興担当（☎ 35・1135）へ。

お仕事説明会
　市内企業の人事担当者が仕事内容
などを生の声で説明します。求職中
の人であれば、誰でも参加でき、面
接も可能です。今月のテーマは、「正
社員を募集している企業」です。
▽とき　５月 22 日（月）、午後１
時半～４時半（受け付けは午後１時
～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20人程度
▽参加企業数　３～５社
▽その他　ハローワークに未登録の
人も参加可／雇用保険受給資格者証
を持っている人は持参を／参加企業
は青森労働局または市ホームページ
をご覧ください。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（弘前就労支援センター
内〈駅前町〉、☎55・5608）

有 料 広 告 有 料 広 告

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,190人　（－1,250）
　 男　　  79,767人　 （－    675）
　 女　　  94,423人　 （－    575）
・世帯数　 71,154世帯  （－   296）
平成 29年４月１日現在（推計）

 

休日在宅当番
▽診療時間　内科…午前９時～正午
／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…午前
10時～午後４時
◎休日・祝日の入院を必要としない
軽症の急患や特定の診療科目に対応
するため、当番医がそれぞれの医院
において診療します。

内　科
6／４ 伊東内科・小児科クリニッ

ク（元長町）
☎32・0630

11 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
18 五日市内科医院（植田町） ☎35・4666
25 弘前温泉養生医院（真土） ☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
6／11 ＥＳＴクリニック（福村）☎29・5500
18 福島耳鼻咽喉科（百石町）☎32・5032

歯　科
6／４ なかむら歯科医院（末広

４）
☎26・0388

11 川崎歯科（紙漉町） ☎33・7475
18 佐藤歯科医院（大浦町） ☎36・0412
25 中川歯科医院（松森町） ☎32・2188

◎休日の救急病院などについては、
消防本部の救急病院案内専用電話
（☎32・3999）へ問い合わせを。

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　４月から民間による運営となった弘前図書館。便利になった
図書館やさまざまなサービスなどを紹介します。
○放送日　５月27日（土）、午前10時 15分～ 10時半
○放送局　青森放送（ＲＡＢ）

「魅力度アップ !?弘前図書館！」


