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後２時～３時半／木曜日コース＝
10 月 12 日～ 12 月 21 日の毎週
木曜日、午後１時半～３時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホールとイベントスペース
▽内容　ストレッチ体操、筋力ト
レーニング、障害物を使ったウオー
キング
▽対象　市民＝各コース20人
▽持ち物　内履き・外履き・飲み物
▽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（ふりがな）・電話番号・
年齢、教室名（曜日コース）を記入
し、９月 25日（必着）までに、運
動公園（〒036・8101、豊田２丁
目３）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。
■問運動公園（☎27・6411）

水泳教室（背泳）

▽とき　10 月 11 日～ 27 日の毎
週水曜日・金曜日、午後１時～２
時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　背泳の基本泳法
▽対象　クロールで 25m泳げる市
民＝15人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　水着・水泳帽・ゴーグル・
タオル
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号を記入し、９月 28 日（必着）
までに、温水プール石川（〒036・
8123、小金崎字村元125）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。
■問温水プール石川（☎49・7081）

一般初級・中級水泳教室

▽と き　10 月 12 日～ 12 月 21
日の毎週木曜日（11 月 23 日を除
く）、午後７時～８時
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　初級…水慣れから呼吸なし
クロールまで／中級…４泳法で楽し
く泳ぐ

▽対象　初級…水泳を始めたい市民
＝ 15人／中級…種目を問わず 25
ｍ泳げる市民＝15人
▽持ち物　水着、水泳帽、ゴーグル、
タオル
▽参加料　無料（各自傷害保険に加
入を）
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・教室名
を記入し、９月25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）へ。
※応募多数の場合は抽選で決定。　
■問岩木B&G海洋センター（☎ 82・
5700）

ヒロロで走ろう！かけっこ教室

▽とき　10 月 13 日～ 11 月１日
の毎週水・金曜日、午後４時半～６
時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階イ
ベントスペース
▽内容　走る・跳ぶなどの全身運動。
ラダー・ミニハードルなどの用具を
使って足を動かすトレーニング。
▽対象　市内の小学校１年生～４年
生＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動靴、タオル、飲み物、
縄跳び・着替え
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・電話番号・年齢・教室名
を記入し、９月 29日（必着）まで
に、河西体育センター（〒 036・
8316、石渡１丁目19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。
■問 河西体育センター（☎ 38・
3200）

金属町体育センターの教室

【ソフトバレーボール体験教室】
▽とき　10 月 20
日 ～ 11 月 24 日
の毎週金曜日（11
月３日は除く）、午
前 10 時 ～ 11 時
45分
▽内容　ボール慣れから簡単なルー
ル説明を分かりやすく紹介し、ゲー
ムを実施します。

▽対象　市民＝12人
▽申込期限　10月５日（必着）
【ゆったり体力ＵＰストレッチ体操】
▽と き　10 月 21 日～ 12 月 16
日の毎週土曜日（12月２日を除く）、
午前10時半～ 11時半
▽内容　体をほぐすストレッチ体操
や簡単な筋力トレーニングでのから
だバランスの向上。自宅でも簡単に
できる脳力トレーニング
▽対象　市民＝12人程度
▽申込期限　10月５日（必着）
【～認知症の予防をしよう！～☆楽
しく健康教室☆】
▽とき　10 月５日～ 12 月 14 日
の毎週木曜日（11月 23日を除く）、
午前10時半～ 11時半
▽内容　軽いリズム体操、遊びを取
り入れた楽しいゲーム（脳力トレー
ニング）などで体を動かします
▽対象　市民＝10人程度
▽申込期限　９月30日（必着）
～共通事項～
▽ところ　金属町体育センター
▽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、運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・希望す
る教室名を記入し、申込期限まで
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。
■問金属町体育センター（☎ 87・
2482）

初心者・中級者レディース
バドミントン教室
▽と き　10 月 14 日～ 11 月 25
日の毎週土曜日（11 月 11 日を除
く）、午後１時～３時
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）競技場
▽対象　女性＝30人（先着順）
▽参加料　1回 200 円（各自傷害
保険に加入を）
▽持ち物　室内用シューズ、タオル
（貸出用ラケット有り）
※事前の申し込みが必要。
■問弘前市レディースバドミントン連
盟（佐藤さん、☎兼■Ｆ 34・7462）

プレミアムフライデー　
ナイトヨーガ教室
▽とき　９月 29日、10月 27日、
11月24日、平成30年１月26日、
２月 23日、３月 30日の午後７時
～８時　
▽ところ　岩木山総合公園（百沢字
裾野）ちびっこアリーナ
▽参加料　１回 500 円（傷害保険
料含む）
※事前の申し込みが必要。弘前駅前
から予約制無料シャトルバスが利用
できます。詳しくは問い合わせを。
■問岩木山総合公園（☎83・2311）

OKJ よちよち親子
フィットリトミック
▽とき　10 月１日・21 日の午後
１時～２時
▽ところ　ウイング弘前（青山５丁
目）
▽内容　赤ちゃんとスキンシップを
取りながら、色んな音楽に合わせて
親子で楽しく体を動かします。
▽対象　生後8か月～24か月の乳
幼児と母親＝10組
▽参加料　１回＝ 1,944 円／２回
＝3,240円
▽持ち物　お世話道具、飲み物、室
内用シューズ
▽講師　内木仁美さん（OKJ よち
よち親子フィットリトミック指導
者）
※事前の申し込みが必要。
■問ウイング弘前（☎38・8131）

市民体育館の教室

【健康エクササイズ教室】
▽とき　10 月５日～ 12 月 21 日
の毎週木曜日、午前10時～ 11時
▽内容　誰でもできる簡単なスト
レッチ体操、有酸素運動、軽い筋力
トレーニング
▽対象　市民＝12人
【体スッキリ体操教室】
▽と き　10 月 16 日～ 11 月 27
日の毎週月曜日、午前 10 時～ 11
時
▽内容　簡単なストレッチ体操、筋
力トレーニング・脳力トレーニング
など

▽対象　市民＝12人
～共通事項～
▽ところ　市民体育館（五十石町）
フィットネスルーム
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　汗拭きタオル、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（ふりがな）・電話番号・
年齢・性別・希望する教室名を記入
し、９月 25日（必着）までに、市
民体育館（〒036・8362、五十石
町７）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。
■問市民体育館（☎36・2515）

少年少女ソフトボール教室

▽とき　10 月２日・３日・５日・
７日・17 日・19 日の午後７時～
９時
▽ところ　弘前克雪トレーニングセ
ンター（豊田２丁目）主練習場
▽対象　小学生
▽参加料　無料
▽持ち物　グローブなど
※事前の申し込みは不要。
■問弘前市ソフトボール協会（須郷さ
ん、☎35・0078）

体すっきりストレッチ体操教室

▽とき　10 月６日～平成 30 年３
月 30日の毎週金曜日（全 24回）、
午前10時～ 11時　
▽ところ　弘前B&G海洋センター
（八幡町１丁目）武道館
▽対象　市民＝ 40 人（先着順）　
▽参加料　全24回＝ 6,000 円（保
険料含む）
※2回の分割支払い可。
▽講師　永澤真珠子さん（フィット
ネスインストラクター）
※事前の申し込みが必要。
■問弘前B&G海洋センター（☎ 33・
4545、火曜日は休み）

体力づくり＆ウォーキング教室
（水曜日・木曜日コース）
▽とき　水曜日コース＝ 10 月 11
日～ 12月 20日の毎週水曜日、午

籐工芸体験教室

　籐（とう）工芸でクッキー皿を作っ
てみませんか？
▽とき　11月 29日（水）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健
康ホール
▽定員　20人程度
▽参加料　1,000円
▽申し込み方法　10 月 31 日（当
日消印有効）までに、はがきかＥ
メール（郵便番号・住所・氏名〈ふ
りがな〉・年齢・電話番号を記入）
で、津軽広域連合「籐工芸」体験教
室係（〒036・8003、駅前町９の
20、 ■Ｅ rengou@tsugarukoiki.
jp ）へ。
▽その他　１回の応募で２人まで申
し込みできます。応募多数の場合は
抽選で決定し、参加決定者にのみ
11月 10日に通知書を発送します。
■問津軽広域連合（☎31・1201）

高齢者健康トレーニング教室

【シニア水中エアロ教室】
▽とき　10月３日・17日、11月
７日・21日、12月５日・19日の
午後１時～１時45分　　　　
▽ところ　温水プール石川（小金崎
字村元）
▽内容　足腰に負担をかけずに水中
を歩いたり、音楽に合わせて水の中
で全身運動を行ったりします
▽対象　65 歳以上の市民＝各回
20人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みが必要。
▽持ち物　水着、水泳帽、バスタオ
ル、水中用シューズ（持っている人
のみ）
■問９月 15日から、温水プール石川
（☎49・7081）へ。
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