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名　称 とき ところ 内　容 問い合わせ・申込先

労働相談会

10月22日（日）、午後１
時半～４時

ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室 個々の労働者と事業主との間に生じた労働条件

などのトラブル解決について（事前の予約がで
きます）

青森県労働委員会事務局
（☎青森017・734・9832）11月７日（火）、午後１時

半～３時半
青森県労働委員会
（青森市長島２丁目）

空き家の相談会 in
食と産業まつり

10 月28日・29日の午後
１時～５時

克雪トレーニングセ
ンター（豊田2丁目）

空き家などの適正管理・有効活用に向けた相談
／空き家などの相続・成年後見制度に関する相
談（当日も受け付けますが、事前の予約を優先
します）／空き家に関する支援制度の説明

弘前市空き家・空き地バンク協議
会事務局
（建築指導課内、☎40・0522）

くらしとお金の
安心相談会

11月１日（水）、午前10
時～午後４時

ヒロロ（駅前町）３
階市民生活センター

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）

ファイナンシャルプ
ランナーによる無料
納税相談

11月 1日・８日・16日・
22日・26日・30日の
午前 10時～ 11時、午後
２時～３時（22日は午後
６時～７時も受け付け）

収納課（市役所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、事前の予約が必要）

収納課
（☎ 40・7032、40・7033）

今先生の無料健康
相談

11月４日・18日の午後１
時～４時（時間指定不可）

ヒロロ（駅前町）３
階健康広場相談室

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）

 各種無料相談

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名・⑭は生年月日と性別を記入の上、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。
※３…全６回参加の場合は 2,500 円。
※４…キャンセルによる返金は不可。
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。持ち物は問い合わせを。各自傷害保険に加入を。

教室名 とき ところ 内容 定員・対象 参加料 問い合わせ・申込先

①秋のカヌー体験
in 弘前公園

10月 22 日・28 日・29 日、
11 月 4 日・5 日の午前 10
時～正午

弘前公園
西濠（ボ
ート乗り
場）

初心者＝指導者と乗船
し、紅葉を眺めて楽し
む／経験者＝自由散策

小学生以上の市
民＝初心者各５
人、経験者各４
人

1回
500円

弘前B&G海洋センター（☎ 33・
4545、火曜日は休み）へ。

②無料子供空手体
験会

ちびっ子クラス（４歳～６歳）
＝ 10月 26 日（木）の午後
４時～４時 40分、小学生ク
ラス＝午後５時～６時

弘前B&G
海洋セン
ター（八幡
町１丁目）

空手の基本、礼儀作法 無料
10月25日までに、新極真会青森支部
（鳴海さん、☎携帯080・6007・
4798、■E　aomori_narumi@yahoo.
co.jp）へ。

③居合道・杖道体
験教室

10月 29日（日）、午後１時
～３時

勤労青少年
ホーム（五
十石町）

居合・杖を通して武道
の動きを学習 市民 無料

開催日の前日までに、弘前剣道連盟居
合道・杖道部事務局（木村さん、☎携
帯 090・5832・3694）へ。

④初級者・中級者
バドミントン教室

初心者＝11月１日～12月13
日の毎週水曜日、午後１時～３
時／中級者＝11月７日～12
月19日の毎週火曜日、午後１
時～３時

岩木Ｂ＆
Ｇ海洋セ
ンター（兼
平字猿沢）

初心者＝ラケットの握
り方、ゲーム／中級者
＝ゲーム戦略法など

市民＝各回20
人 無料 10月25日（必着）までに、岩木Ｂ

＆Ｇ海洋センター（兼平字猿沢32
の11、☎82・5700）へ。
（※１）（※２）⑤ラージボール卓

球で体力づくり（初
心者向け）

11月 10日～ 12月 15日の
毎週金曜日、午前 10時～
11時半

ラケットの握り方から
ゲームまで 市民＝15人 無料

⑥やさしいヨガ教
室

11月２日～ 12月７日の毎
週木曜日、午後７時～８時

温水プー
ル石川（小
金崎字村
元）研修室

リフレッシュをねらい
としたヨガ

市民＝各回 15
人

１回
500円
（※３）

温水プール石川（☎49・7081）

⑦ 2017ラストコ
ールゴルフコンペ

11月５日（日）、午前８時半
～

岩木川市民
ゴルフ場
（清野袋２
丁目）

18ホールズストロー
クプレイダブルペリア
方式での競技

市民＝28人（７
組）

3,500 円
（昼食代含
む）

10月 31日までに、岩木川市民ゴル
フ場（☎兼■Ｆ36・7855）へ。

⑧笑顔で脳トレ健
康体操教室

11月６日～平成30年３月
19日の毎週月曜日（全16
回）、午前10時～11時

弘前B&G
海洋セン
ター（八幡
町１丁目）
武道館

軽いストレッチ体操 市民＝40人
4,000 円
（分割払
可）

開催日の前日までに、弘前B&G海洋
センター（☎ 33・4545、毎週火曜
日は休み）へ。

⑨克トレ ウオーキ
ング教室 Vol.1

11月６日～12月18日の毎
週月曜日、午前10時～正午

克雪トレー
ニングセン
ター（豊田
２丁目）主
練習場

ウオーキングの基礎、
簡単な筋力トレーニン
グなど

市民＝20人（先
着順）

2,000 円
（※４）

10月 30日までに、克雪トレーニン
グセンター（☎ 27・3274）へ。

⑩水泳教室（平泳）11月６日～12月11日の毎週月曜日、午後１時～２時
温水プー
ル石川
（小金崎字
村元）

初心者向けの平泳基本
泳法

市民＝10人（平
泳初心者） 無料 10月 27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）（※２）⑪水泳教室（バタ

フライ）
11月８日～12月13日の毎
週水曜日、午後１時～２時 バタフライ基本泳法

市民＝15人（ク
ロールで25メ
ートル泳げる人）

無料

⑫プールで体力づ
くり教室

11月 22日～ 12月 20日の
毎週水曜日、午前 10時～
11時

水中での体操、ウオー
キング、ストレッチや
簡単な筋力トレーニン
グ、ゲーム

市民＝20人 無料
10月 28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）

⑬プールで筋トレ・
脳トレ水中ウオー
キング教室

11月７日～28日の毎週火・
金曜日（21日を除く）、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、バランス力
を高めるトレーニング、
脳トレ・筋トレ

市民＝15人 無料
10月 28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）

⑭幼児体操教室 11月７日～ 12月 19日の
毎週火曜日、午後３時～４時

ヒロロ（駅
前町）３
階健康ホ
ール

ゲーム性を持たせた体
力づくり。トランポリ
ン、平均台などを使用
した運動

４歳～５歳＝
20人 無料

10月25日（必着）までに、市民体育
館（〒036・8362、五十石町7）、☎
36・2515）へ。
（※１）（※２）

⑮産後のストレッ
チ教室

11 月７日～ 28 日の毎週火
曜日、午後２時 15分～３時
15分

金属町体
育センタ
ー集会室

親子で楽しくストレッ
チや簡単な筋力トレニ
ーング

生後６カ月～
12カ月乳幼児
と母親=５組
程度

無料
10月 31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）（※２）

⑯武術の講習会

①韓氏意挙養生功講習会＝
11月 10日の午後６時半～
／②韓氏意挙初級講習会＝
11月 11日の午後１時 15
分～／③剣体研究会講習会＝
11月 11日の午後４時～

市内
※詳しく
は、問い
合わせを。

①②＝中国武術「韓氏
意挙」を学ぶ／③木刀
などを使った武術の自
然な動きを学ぶ

①③＝
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）

⑰弓道教室
11月 20日～平成 30年２
月 15日の毎週月・木曜日、
午前 10時～正午

青森県武
道館（豊田
２丁目）近
的弓道場

弓道の基本動作など 大学生以上＝
10人（先着順）

1,850円
（保険料と
して）

11月 11日までに、青森県武道館（☎
26・2200）へ。

 各種スポーツ・体操教室 
※募集枠数を超える応募があった場
合は、市内に主たる事業所を有する
掲載希望者を優先し、抽選で決定し
ます。詳しくは問い合わせを。
▽掲載料　5,000円
■問 11 月 15日までに、生涯学習課
（☎82・1641）へ。

泉佐野市農業祭 出展者募集

　自身で生産した農産物や加工品を
販売し、弘前市をPRしてくれる人
を募集します。出展にかかる経費に
は「弘前市地元農産物加工支援事業
費補助金」が活用できます。
▽とき　12月２日（土）
▽ところ　大阪府泉佐野市内
■問 10 月 27日までに、農業政策課
（☎40・7102）へ。

旧紺屋町消防屯所を
活用しませんか
　地域振興・文化振興を主な目的と
したイベント・催事に旧紺屋町消防
屯所（紺屋町）を活用しませんか。
▽申請受付期間　平成30年２月28
日まで
▽利用可能期間　平成30年３月15
日まで
※この期間内でも、一部使用できな
い日があります。
▽使用料（１日あたり）　約 4,300
円（時間貸しは不可）
▽利用可能単位　1日間～
▽その他　上記使用料のほか光熱水
費（実費）がかかります。

▽主な施設　和室（6畳）、集会室
（12.5 畳）、旧派出所部分（コンク
リート床）、旧消防機械置場（コン
クリート床）、洋式トイレ（１カ所）、
流し台（1台）、駐車場なし
※利用希望の場合、事前に問い合わ
せを。
■問商工政策課物産振興担当（☎
35・1135）

ツキノワグマに注意！

　行楽の秋には、山へ入る機会が多
くなりますが、ツキノワグマ被害に
遭わないよう次の点に注意しましょ
う。また、11月 30日まで、「ツキ
ノワグマ出没注意報」が発表されて
います。市や県のホームページなど
で、クマ出没情報の収集に気を配り、
安易に近づかないよう気を付けてく
ださい。
【クマ被害に遭わないために】
　クマが活発に活動する早朝や夕方
は山に入らないようにする。／山に
入るときはなるべく複数人で、笛や
鈴、ラジオなど音を出しながら歩く。
／クマの出没があった場所には近づ
かない（看板が設置されています）。
【クマに遭遇してしまったら…】
　クマは逃げるものを追いかける習
性があるとされているため、静かに
後退してその場を立ち去る。／石を
投げたり、大声を上げるなどクマを
刺激しないようにする。／たとえ子
グマでも絶対に近づかないこと（子
グマの近くには親グマがいるため）。
■問農業政策課農産係（☎40・7102）

旅券事務嘱託員
（非常勤職員）募集
▽雇用期間　12 月１日～平成 30
年３月 31日（更新あり）
▽勤務場所　ヒロロ（駅前町）３階
総合行政窓口
▽勤務時間　午前８時半～午後５時
半のうち実働６時間（週30時間）
▽業務内容　一般旅券（パスポート）
発給申請書の受理および一般旅券の
申請者への交付など
▽募集人員　１人
▽休日　土・日曜日、祝日、年末年
始
▽選考方法　書類選考、個人面接
▽申し込み方法　11月６日までに、
市販の履歴書に必要事項を記入し郵
送か持参で、市民課（市役所１階）へ。
※募集要項は市民課で配布している
ほか、市ホームページにも掲載して
います。
■問市民課受付係（〒 036･8551、
上白銀町１の１、☎35・1113）

弘前市成人式プログラムへ
有料広告を掲載しませんか
  弘前市成人式プログラムに掲載す
る有料広告を募集しています。一定
の条件がありますので、市ホーム
ページでご確認ください。
▽配布日　平成30年１月７日（日）
▽配布予定枚数　1,500枚
▽掲載規格など　８枠（縦 45㎜以
内×横85㎜以内）


