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

■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

　・人口　  174,287人　   （－          23）
　 　　男　　  79,950人　   （+             10）
　　 　女　　  94,337人　   （－       33）
　・世帯数　 71,813世帯   （+             88）
 平成 29年 10月１日現在（推計）
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津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・
障害支援区分判定審査のほか、各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

１
月
１日 常盤八幡宮年縄

奉納行事（藤崎町）
元日の朝、重さ 400㎏もある巨大な年縄を八幡宮に奉納
し、新年の五穀豊穣や家内安全を祈願する伝統行事

常盤地区コミュニティ
協議会（☎ 65・2959）

２日 こけし初挽き
（黒石市）

正月の恒例行事。白装束を身にまとった工人が新年最初
のこけしを作ります

津軽こけし館
（☎ 54・8181）

３日 新春マラソン
（板柳町）

新春の朝、町内を走るマラソン大会。お楽しみ抽選会も
あります

板柳町生涯学習課
（☎ 72・1800）

20日・21日 第2回相馬まるごとフ
ェスタ

ヒロロで相馬地区の魅力をまるごとお届けします。特産
品販売、手作り体験、芸能披露など

弘前市相馬総合支所
総務課（☎ 84・2111）

２
月
上旬 雪の降るさと2018

（黒石市）
たくさんの雪だるまに灯されたローソクが会場を彩りま
す。雪を使った催しが盛りだくさん

津軽伝承工芸館
（☎59・5300）

２日 平賀はしご酒まつり 参加店の中から指定された店舗をはしごして抽選会に挑
戦。豪華商品をゲットしよう

同実行委員会事務局
（☎44・3055）

３日（予定） 板柳はしご酒らりー どの店舗に行くのかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当た
る抽選会もあります（予定）

板柳町商工会
（☎ 73・3254）

４日 旧正マッコ市 参加店で早朝に買い物をするとマッコ（お年玉）がもら
えます。恒例の福まきも大人気です

黒石商店街協同組合
（☎ 53・6030）

９日～ 12日 第42回弘前城
雪燈籠まつり

みちのく五大雪まつりのひとつで、雪燈籠や大雪像が幻
想的。昼も夜も楽しめます

弘前市立観光館
（☎ 37・5501）

10日 全日本ずぐり回し
選手権大会

津軽地方独特のこま「ずぐり」回しの全国大会。子ども
から大人まで、優勝を競います

黒石こみせまつり実行
委員会（黒石商工会議
所内、☎52・4316）

11日 りんごの里
いたやなぎ雪まつり

雪上ゲーム大会、もちつき、みかんまきなど、雪に親し
み冬を楽しむまつりです

板柳町産業振興課地域
振興係（☎73・2111）

17 日・18 日
（予定）

第６回岩木山スキーフ
ェスティバル（ウイン
タースポーツ岩木山）

歩くスキーやチューブそりなど、冬季スポーツを楽しめ
ます

同実行委員会（弘前市
文化スポーツ振興課内、
☎ 40・7115）

17日（予定） 黒石じょんから
宵酔酒まつり

飲みどころ「よされ横丁」周辺の店をまわり、ゴールす
ると抽選で豪華な景品が当たります

同実行委員会（黒石観光
協会内、☎52・3488）

18日 第24回乳穂ヶ滝氷祭 豊凶占い、豊作祈願などの伝統行事が行われるほか、ス
テージショーが催されます

目屋観光協会
（☎ 85・2800）

22日 猿賀神社七日堂大祭 柳の大枝を盤上に打ち付けて豊凶を占う柳からみ神事
や、ゴマの餅まきが行われます

猿賀神社
（☎ 57・2016）

12
月

と　き イベント名 内　容 問い合わせ先
～２月２日 ひらかわイルミネーシ

ョンプロムナード
約 10万個のイルミネーションで光り輝く幻想的な世界
をお楽しみください

平川市商工観光課
（☎44・1111）

23日
～３月 18日

大鰐温泉スキー場
オープン

毎週土曜日は中学生以下 1日券が 500 円！ぜひお越し
ください

大鰐温泉スキー場管理
事務所（☎ 49・1023）

名　称 と　き ところ 内　容 問い合わせ・申込先

今先生の無料健康相
談

１月６日・20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測定結果についての相
談（事前の予約が必要）

健康広場
（☎ 35・0157）

ファイナンシャルプ
ランナーによる無料
納税相談

１月11日・18日・25日・
28日の午前10時～11時、
午後２時～３時

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、12月 28日までに、事前の予約が必要）

収納課
（☎ 40・7032、
40・7033）

 各種無料相談 だより “津軽”の話題満載

田舎館村冬の田んぼアート2018

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・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。
※３…申込用紙は、克雪トレーニングセンターで配付しています。
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寝ながら骨盤＆
股関節体操教室

１月 11 日～３月 29 日の
毎週木曜日、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

簡単にできる骨盤のゆが
みチェック、呼吸法を取
り入れたエクササイズ、
骨盤のゆがみを改善する
体操、股関節の柔軟性を
高める体操、ミニバラン
スボールを使用した筋力
トレーニング

市民＝40人

無料

12月 26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）（※２）②お腹スッキリ！

骨盤リセット体操
教室

１月 15 日～３月 26 日の
毎週月曜日（２月 12 日を
除く）、午後１時半～２時
半

克雪トレーニン
グセンター（豊
田２丁目）会議
室

イスに座って簡単にでき
る体操、ストレッチポー
ルを使った体操、呼吸エ
クササイズ

市民＝15人

③親子で運動遊び
教室

１月 12 日・19 日・26 日
の午後２時～３時

金属町体育
センター集会室

親子でふれあい、楽しく
身体を動かし遊びの中で
行動体力を養う

１歳の子と母
親＝６組程度 無料

12月 28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）

④ヒロロで走ろ
う！かけっこ教室

１月 15日～２月８日（１
月 25日を除く）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

走る・跳ぶなどの全身運
動、ラダー・ミニハード
ルなど用具を使って足を
動かすトレーニング

小学校１年生
～４年生＝
20人

無料

12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）

⑤プールで体力づ
くり教室

１月 15日～２月 26日の
毎週月曜日（２月 12日を
除く）、午後１時～２時

温水プール石川
（小金崎字村元）

水中での体操、ウォーミ
ングアップを兼ねた水中
ウォーキング・ストレッ
チ、簡単な筋力トレーニ
ングなど

市民＝25人

⑥ソフトバレーボ
ール体験教室

１月 16日～２月６日の毎
週火曜日、午前 10時半～
正午

金属町体育
センター体育室

ボール慣れから簡単なル
ール説明、ゲームの実施 市民＝12人

無料

１月５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）

⑦産後のストレッ
チ教室

１月 17日～２月７日の毎
週水曜日、午後２時 15分
～３時 15分

金属町体育
センター集会室

赤ちゃんと楽しく行うス
トレッチ、産後の体力回
復を目的にした筋力トレ

生後６か月～
12か月の子
と母親=５組
程度

⑧武術の講習会

①韓氏意挙初級講習会＝１
月 26日の午後 6時～／②
韓氏意挙養生功講習会＝１
月 27日の午後 1時 15分
～／③剣体研究会講習会＝
１月 27日の午後３時半～

市内（詳しくは、
問い合わせを）

①②＝中国武術の講習会
／③＝木刀や杖を用いた
武術の自然な動きを学ぶ
講習会

①＝
5,000 円
／
②③＝
4,000 円

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

⑨市民太極拳教室

金曜日コース＝１月５日～
26日の毎週金曜日、午後
１時～３時／土曜日コース
＝１月６日～ 27日の毎週
土曜日、午前 10時～正午

笹森記念体育館
（下白銀町）武道
場

太極拳の基本 無料
弘前市武術太極拳連盟
（鹿内さん、☎携帯
080・1809・1273）

⑩第３回克トレグ
ラウンドゴルフ大
会

２月 16日（金）、午前９時
～午後２時

克雪トレーニン
グセンター（豊
田２丁目）主練
習場

グラウンドゴルフ 32ホ
ール個人戦。男女別上位
10位まで表彰。ホール
インワン賞あり（１人１
個まで）

市民＝112人
（先着順）

１人
500円

１月 4日～ 31日に、申
込用紙に必要事項を記入
の上、克雪トレーニング
センター（☎ 27・
3274）へ持参を。
（※３）

⑪ヒロロからだス
ッキリ実践講座（４
クール目）

１月 12日～３月 16日の
毎週金曜日、午前 10時半
～正午（受け付けは午前
10時～）

ヒロロ（駅前町）
３階健康ホール

膝、腰、関節に痛みや不
安がある人向けの機能改
善、悪化予防を目的とし
た、無理なく楽にできる
体操

膝、腰、関節
の痛みや不安
を感じる 40
歳以上の市民
＝ 50人

無料

12月 22日（必着）まで
に、弘前市保健センター
（〒036・8711、野田２
丁目７の１、☎37・
3750）へ。
（※１）（※２）

 各種スポーツ・体操教室

　雪原をスノーシューで歩いて踏み固め、その凹凸に差し込む光と影で描くス
ノーアート。平成 28年～ 29年はスノーアート第一人者のサイモン・ベック
さんが制作したスノーアートを公開しましたが、平成30年はサイモン・ベッ
クさんから技術継承を受けた地元有志制作のスノーアートを公開します。
　期間中は好評の夜間ライトアップや、雪や冬を楽しめる体験プログラムも実
施します。冬の田舎館村に、ぜひお越しください。　
▽とき　2月 9日～ 12日
▽ところ　弥生の里展望所（道の駅いなかだて内）
■問い合わせ先　田舎館村企画観光課（☎58・2111） ▲スノーアート


