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教室名 とき ところ 内容 対象・定員 参加料 問い合わせ・申込先

①体力アップ体
操教室

７月 18日～８月 22日の
毎週火曜日、午前10時～
11時

市民体育館
（五十石町）
フィットネス
ルーム

ストレッチ・柔軟体操・
有酸素運動 市民＝12人 無料

６月 30日（必着）までに、市
民体育館（〒036・8362、五
十石町７、☎36・2515）へ。
（※１）（※２）

②プールで筋ト
レ・脳トレ水中
ウオーキング教
室

７月４日～20日の毎週火・
木曜日、午後１時半～２時
半

河西体育セ
ンター（石
渡１丁目）

水中ウオーキング、ス
トレッチ、バランスを
高めるトレーニング、
脳トレ、筋トレ

市民＝15人 無料

６月 26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）

③キッズリズム
ダンス体験教室

６月 25日、７月９日
入門クラス＝午前10時～
11時／初級クラス＝午前
11時半～午後０時半

岩木Ｂ＆Ｇ
海洋センタ
ー（兼平字
猿沢）

基本的なダンスステッ
プ、リズムダンス

入門クラス（年中～小学
校２年生）・初級クラス（小
学校１～６年生）＝各コ
ース20 人（いずれも先
着順）

各コース
1,000 円

電話かファクス（住所・氏名・
年齢・性別・連絡先・参加日時
を記入）で、岩木Ｂ & Ｇ海洋
センター（☎ 82・5700、 
82・5701）へ。

④一般初心者＆
中級者水泳教室

７月４日～８月３日の毎
週火・木曜日、午後７時
～８時 15分

初心者＝水慣れ、呼吸
なしクロール／中級者
＝ 4泳法の練習

初心者（水泳を始めたい
人）＝5人／中級者（種
目を問わず25メートル
泳げる人）＝10人

無料 ６月 27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）（※２）⑤ジュニア水泳

教室
７月４日～８月３日の毎週
火・木曜日、午後７時～８
時

水慣れからクロール 身長130cm以上の小学
生（厳守）＝ 15人 無料

⑥韓氏意拳講習
会

①７月７日、韓氏意拳養生
功講習会＝午後６時半～、
②７月８日、韓氏意拳初級
講習会＝午後１時15分～、
③７月８日、剣体研究会講
習会＝午後４時～

清水交流セ
ンター（大
開２丁目）

①②＝中国武術の講習、
③=木刀や杖を使った
武術の自然な動作

①③＝各
4,000 円／
②＝ 5,000
円

日本韓氏意挙学会青森分館（櫻
庭さん、☎携帯 090・7065・
9076）

⑦チビッコあつ
まれ！～足が速
くなる教室～

小学校低学年＝７月 17
日、午前９時～ 10時半／
小学校高学年＝７月17
日、午前 10時 40分～午
後０時10分／中学生＝８
月 12日、午前９時半～正
午

克雪トレーニ
ングセンター
（豊田２丁目）
主練習場／
運動公園（豊
田２丁目）
陸上競技場

タイム測定、スピード
アップに向けた練習

小学校低学年＝30人、
小学校高学年＝20人、
中学生＝20人
（いずれも先着順）

1回 500円
必要事項（学校名・氏名・性別）
を克雪トレーニングセンター窓
口か電話（☎27・3274）へ。

⑧初心者硬式テ
ニス教室

７月７日～８月25日の毎
週金曜日、午後７時半～９
時 運動公園（豊

田２丁目）
庭球場

基本練習（ストローク
など） 大学生以上の市民＝10

人 1回 500円
リベロスポーツクラブ事務局
（松山さん、☎55・5143、
55・5144）⑨ソフトテニス

教室
７月３日～８月30日の毎
週月・水曜日、午後１時～
３時

基本練習、ゲーム

⑩ゆったり体力
ＵＰストレッチ
体操教室

７月８日～８月26日の毎
週土曜日（７月15日、８
月 12日は除く）、午前
10時半～ 11時半

金属町体育
センター集
会室

ストレッチ、筋トレ、
脳トレの紹介 市民＝12人

無料

６月 30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）
（※１）（※２）

⑪リフレッシュ
☆ストレッチ教
室

７月 12日～８月 30日の
毎週水曜日（８月９日・
16日は除く）、午後１時
半～２時半

ストレッチ、トレーニ
ングの紹介 市民＝ 12人

⑫認知症予防を
しよう～楽しく
健康教室～

７月11日～９月26日の
毎週火曜日（７月18日、
８月８日・15日、９月
19日は除く）、午後１時
15分～２時15分

ストレッチ、リズム体
操、脳トレ 市民＝10人

⑬市民グラウン
ド・ゴルフ初心
者教室

７月 17日（月・祝）、午
前８時半～午後０時半

Ｂ＆Ｇ海洋
センター広
場（八幡町1
丁目）

グラウンドゴルフの基
礎 100円

７月 10日（必着）までに、グ
ラウンド・ゴルフ事務局（〒
036・8151、北園２丁目 1の
30、☎兼 33・8908）へ。

⑭ターゲット・
バード・ゴルフ
講習会

６月23日～ 25日、午前
９時～正午（雨天中止）

加藤川河川
敷運動場（清
野袋字岡部）

専用クラブで羽根つき
ボールを打ち進み、的
にボールを入れる競技

無料
小山さん（☎35・8005）ま
たは對馬さん（☎兼 33・
6850）

⑮はじめての山
登り教室～月例
登山～

①６月25日の午前９時～
午後２時、②７月 23日の
午前８時～午後２時、③
８月20日の午前８時～午
後３時、④９月 24日の午
前７時～午後４時

①阿闍羅山、
②高倉森、
③袴腰岳、
④八甲田山 高校生以上の市民＝各回

20人（先着順）

3,000 円
※登山と講
習会両方の
参加が必要
です。

電話、ファクス、Ｅメールまた
は申込書（住所・氏名・年齢・
性別・連絡先・教室名を記入）で、
スポネット弘前（☎32・6523、
88・6239、 ■E　　info@

sponet-h.com)へ。
※申込書は市内の体育施設で配
布しています。

⑯はじめての山
登り教室～月例
講習会～

６月 26日、７月 18日、
８月 15日、９月 19日の
午後７時～８時半

ヒロロ（駅
前町）３階
多世代交流
室

 

 

■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

予約は６月16日の午前8時半から
電話で受け付けます。なお、弁護士
との相談以外は、事前の予約は不要
です。当日直接会場へ。
■問 市民生活センター（☎ 33・
5830、34・3179）

弘前大学大学院人文社会科学
研究科（修士課程）入試説明会
▽とき　６月23日（金）
　　　　午後６時～７時10分
▽ところ　弘前大学人文社会科学部
校舎（文京町）４階多目的ホール
▽内容　入試概要、カリキュラムの
説明など
▽対象　人文社会科学研究科に興味
のある人
※事前の申し込みは不要。
■問弘前大学人文社会科学部教務担
当（☎ 39・3941、■Ｅ jm3941@
hirosaki-u.ac.jp、 ■Ｈ http://
human.cc.hirosaki-u.ac.jp/
jinbun/web/index.html）

 

 各種無料相談
名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

目の見え方などに関する相
談教室

６月22日、８月24日、10月
26日、11月30日、12月21日、
平成30年１月25日の午前10
時～正午、午後１時～３時

教育センター
（末広４丁目）

目の見え方で困っていること。保
護者や学校などの担任の先生も利
用できます。（事前の電話予約が必
要）

ロービジョン相談支援センター（県
立盲学校内、☎青森 017・726・
2239、平日の午前９時～午後４時）

くらしとお金の安心相談会 ７月５日（水）、午前10時～午後
４時

市民生活セン
ター（駅前町、
ヒロロ３階）

生活再建や債務整理に必要な資金
の貸し付けについて（事前の電話
予約が必要）

消費者信用生活協同組合青森事務所
（☎青森 017・752・6755）

女性弁護士による女性のた
めの法律相談

7月 4日（火）、午後２時～４
時（１人 40 分程度）

市民参画セン
ター（元寺町）

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のアド
バイス（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）

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）

ファイナンシャルプランナ
ーによる無料納税相談

7月 5日・13 日・20 日・23 日・
26日の午前 10時～ 11時、午
後２時～３時（20日は午後６
時～７時も受け付け）

収納課（市役
所新庁舎２階）

ファイナンシャルプランナー（家計や
経営の収支・返済計画を見直し、総合
的な診断とアドバイスを行う専門家）
が個別に対応します（１人１時間まで、
先着順、事前の電話予約が必要）

収納課（☎ 40・7032、40・7033）

今先生の無料健康相談 ７月15日・29日の午後１時～
４時（時間指定不可）

健康広場相談
室（駅前町、
ヒロロ３階）

からだのことなどで気になること
や、健康広場のセルフチェックコ
ーナーの計測結果についての相談
（事前の電話予約が必要）

健康広場（☎ 35・0157）

 各種スポーツ・体操教室

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・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。

「くらし」や「仕事」で
お困りの人へ
～ひとりで悩まずに、まずはご相談
ください～
　くらしや健康の不安・悩みの相談
のほか、相談者の状況に合った仕事
のあっせんなど、きめ細かい支援を
行います。
▽とき　平日の午前８時半～午後
５時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室B
■問ひろさき生活・仕事応援センター
（ヒロロ３階、就労自立支援室、☎
38・1260）

総合市民相談

　専門の相談員が無料で相談に応じ
ます。
▽とき　７月１日（土）、午前 10
時～午後３時（正午～午後１時を除
く）
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽相談内容　
法律、税金、金銭貸借（消費者金融）、
相続・遺言、登記、離婚、家庭内の
悩み事など
▽相談員　弁護士、税理士、人権擁
護委員、行政相談委員など
▽申し込み方法　弁護士との相談は
希望者が多いことから、予約制とな
ります。定員は８人（先着順）で、

平成29年度伝統工芸品
活用促進事業費補助金
　市内の飲食店や宿泊施設などが購
入する食器や装飾品に市の伝統工芸
品を活用する場合に、購入費の一部
を補助します。
▽募集期間　随時（予算が無くなり
次第終了）
▽対象事業　市内の店舗などで使用
する伝統工芸品（食器や装飾品）の
購入事業
※交付決定日以降に購入したものに
限る。
▽対象者　市内で店舗などを経営す
る法人または個人そのほか市長が適
当と認めるもの
▽対象経費　対象者が店舗などで使
用する食器類や装飾品の購入経費
※市内に本店を有する市内業者から
購入するもので、購入経費が 10万
円以上のものに限る。
▽対象工芸品　津軽塗、津軽焼、下
川原焼土人形、あけび蔓（つる）細
工、こぎん刺し、弘前こけし・木地
玩具、津軽凧（だこ）、錦石、津軽
打刃物、津軽竹籠、津軽裂織（さき
おり）、ブナコ、津軽桐下駄、太鼓
▽補助金額　10万円を限度（補助
率２分の１）
※制度の概要および交付申請書は市
ホームページからダウンロードでき
ます。
■問商工政策課（茂森町、旧上下水道
部庁舎２階、☎35・1135）

 

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,701人　   （+     511）
　 男　　  80,088人　   （+     321）
　 女　　  94,613人　   （+     190）
・世帯数　 71,690世帯    （+      536）
平成 29年 5月１日現在（推計）


