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有 料 広 告 有 料 広 告

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韓氏意拳講
習会

①韓氏意拳初級講習会＝３月 24
日、午後６時半～、②韓氏意拳
養生功講習会＝３月 24 日、午後
１時 15 分～、③剣体研究会講習
会＝３月 24 日、午後３時半～

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

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。

②産後エクサ
サイズママ＆
ベビー

４月１日・15 日の午後０時 45
分～１時 45 分

ウイング弘前
（青山５丁目）

ヨガやピラティスの要
素を取り入れ赤ちゃん
ともコミュニケーショ
ンをとりながら動く

生後３か月
～ 12 か月の
子どもと母
親＝ 10 組 1 回受講＝

1,944 円／
2 回受講＝
3,240 円
※④は１人追
加で、540 円
追加。

事前に、ウイング弘前（☎
38・8131）へ。

③ OKJ よちよ
ち親子 フィッ
トリトミック

４月８日・22 日の午後０時 45
分～１時 45 分

赤ちゃんとスキンシッ
プを取りながら、音楽
に合わせて親子で楽し
く運動する

生後８か月
～ 24 か月の
子どもと保
護者＝ 10 組

④わんぱく親
子体操教室

４月８日・22 日の午後２時～３
時

親子で音楽に合わせて
一緒に遊びながら、運
動習慣を身につける
※きょうだいの参加可。

２歳～６歳の
子どもと保
護者＝ 10 組

⑤リフレッシ
ュ☆ストレッ
チ教室

４月 14 日～５月 26 日（５月５
日を除く）の毎週土曜日、午前
10 時半～ 11 時半

金属町体育セ
ンター集会室

身体をほぐすストレッチ
体操、自宅で出来る体操
の紹介、簡単な筋トレ

市民＝ 12 人

無料

３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）

⑥気軽にスポ
ーツ体験教室

４月 13 日～６月 22 日（５月４
日を除く）の毎週金曜日、午前
10 時半～正午 金属町体育セ

ンター

軽スポーツ（ラージボー
ル卓球、ソフトバレーボ
ールなど）のルール説明
とゲームの実施

市民＝ 15 人

⑦～認知予防
をしよう！～
☆楽しく健康
教室☆

４月 14 日～６月 23 日（５月５
日を除く）の毎週土曜日、午後
１時半～２時半

ストレッチと軽いリズ
ム体操、遊びを取り入
れた楽しいゲームや脳
トレ

市民＝ 10 人
程度

⑧骨盤体操＆
脂肪燃焼エク
ササイズ教室

４月 12 日～６月 21 日（５月３
日を除く）の毎週木曜日、午前
コース＝午前 10 時～ 11 時／午
後コース＝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）
トレーニング
室

骨盤のゆがみを改善す
るストレッチ、体の柔
軟性を高める体操、脂
肪燃焼エクササイズ

各コース
８人 無料

３月 28 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）

⑨体力づくり
＆ウオーキン
グ教室

水曜日コース = ４月 11 日～６月
20 日の毎週水曜日、午後２時～
３時半／木曜日コース＝４月 12
日～６月 21 日（５月３日を除く）
の毎週木曜日、午後１時半～３時

ヒロロ（駅前
町）３階健康
ホール、イベ
ントスペース

ストレッチ体操、筋ト
レ、障害物を使ったウ
オーキング

各コース
15 人 無料

３月 31 日（必着）までに、
運動公園（〒 036・
8101、豊田２丁目 3、☎
27・6411）へ。

（※１）（※２）

⑩ヒロロで走
ろう！かけっ
こ教室

４月３日～ 20 日の毎週火・金曜
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
ードルなどの用具を使
った足を動かすトレー
ニング

市内に通う
小学校１～
４年生＝ 20
人

無料

３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、☎ 38・3200）へ。

（※１）（※２）

⑪プールで筋
トレ・脳トレ
水中ウオーキ
ング教室

４月６日～ 27 日の毎週火・金曜
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、水
中でのストレッチ、バ
ランス力を高める運動、
脳トレ、筋トレ

市民＝ 15 人

⑫チェア体操
教室

４月 12 日～５月 10 日（５月３
日を除く）の毎週木曜日、午前
10 時半～ 11 時半

河西体育セン
ター（石渡 1
丁目）会議室

いすに座りながらスト
レッチ体操、音楽に合
わせたリズム体操、脳
トレ運動など

市民＝ 10 人

⑬空手教室
４月 4 日～ 28 日の毎週水・土
曜日、①小・中学生＝午後７時～
８時半／②高校生以上＝午後７
時～９時（※３）

千年交流セン
ター（原ケ平
５丁目）

空手の基本動作・稽古  無料
和道流空手道連盟青森県本
部（小林さん、☎携帯
090・9632・0199）

 各種スポーツ・体操教室

 

えがお弘前“ビタミンHi（ハイ）”市のテレビ番組

　市民の皆さんに親しまれ続けてきた「弘前さくらまつり（観
桜会）」。これまでの歴史や今年100周年を迎える特別な「弘
前さくらまつり」について紹介します。
○放送日　３月24日（土）、午前11時半～ 11時 45分
○放送局　青森テレビ（ATV）

弘前観桜会 100 周年～さらなる 100 年へ～

  

前月比

人の動き PopulationPopulation

・人口　  174,001 人  （－105）
　 男　　  79,836 人  （－               51）
　 女　　  94,165 人  （－              54）
・世帯数　 71,830 世帯    （+ 6）
平成 30年 2月１日現在（推計）

○昭和 63年４月２日～平成９年４
月１日生まれの人
○平成９年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 31
年３月までに大学を卒業する見込み
の人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽申込期間　３月 30日～４月 11
日
▽申し込み方法　国家公務員試験採
用情報 NAVI（http://www.jinji.
go.jp/saiyo/saiyo.htm）から申
し込んでください
▽第１次試験日　６月10日
■問仙台国税局人事第二課試験研修係
（☎仙台 022・263・1111、内線
3236）／人事院東北事務局（☎仙
台022・221・2022）

労働基準監督官採用試験
▽試験区分・採用予定者数
○労働基準監督A（法文系）＝約
210人
○労働基準監督 B（理工系）＝約
70人
▽受験資格
○昭和 63年４月２日～平成９年４
月１日生まれの人
○平成９年４月２日以降生まれで、
①大学を卒業した人および平成 31
年３月までに大学を卒業する見込み
の人
②人事院が①に掲げる人と同等の資
格があると認める人
▽試験日および試験地
【第１次試験】６月10日…札幌市・
盛岡市・秋田市・仙台市・東京都ほ
か
【第２次試験】７月 11 日～ 13 日
のうち指定する日…札幌市・仙台市・
東京都ほか
▽申し込み方法　３月 30日の午前

９時～４月 11 日（受信有効）に、
インターネット（申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html）から申し込んでくだ
さい
■問青森労働局総務部総務課（☎青森
017・734・4111）／弘前労働基
準監督署（☎33・6411）

労働相談会

　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を解決
するための無料相談会です。
▽とき　４月３日の午後１時半～３
時半、４月 15日の午前 10時半～
午後０時半
※４月から、原則毎月第３日曜日に
も開催。
▽ところ　青森県労働委員会（青森
市長島２丁目）みどりやビル７階
▽対象　県内の労働者および事業主
※事前に予約できます。詳しくは、
問い合わせを。
■問青森県労働委員会事務局（☎青森
017・734・9832）

下水道の処理区域が
広がります
　公共下水道および農業集落排水の
処理区域が、４月１日から広がりま
す（対象…石川字大仏下・大沢字上
村元・大沢字下村元・大沢字寺ヶ沢・
弥生字弥生平・百沢字東岩木山の各
一部）。
　新たな処理区域の皆さんには、下
水道の接続などについてのお知らせ
を送付しますので、早めの水洗化に
ご協力ください。
　水洗化工事に必要な資金の融資
あっせん制度などがありますので、
お問い合わせください。
■問上下水道部総務課給排水係（岩木
庁舎、☎55・6895）

マイナンバーで年金の
手続きが可能に
　３月５日から、年金関係の届け出
にマイナンバーを記載できるように
なりました。基礎年金番号による手
続きも引き続き行えます。なお、手
続きの際は、個人番号がわかるも
の（マイナンバーカードまたは通知
カード）と本人確認書類を持参して
ください。
■問弘前年金事務所（外崎５丁目、☎
27・1339）／国保年金課国民年
金係（☎40・7048）

国税専門官採用試験
　仙台国税局では、バイタリティあ
ふれる国税専門官を募集していま
す。国税専門官は国の財政を支える
重要な仕事を担い、税務署などにお
いて、調査・徴収・検査や指導など
を行う税務のスペシャリストです。
▽受験資格

お詫びと訂正

　広報ひろさき3月 1日号の 22
ページ「自動車税について」内、「自
動車権者証」とあるのは「自動車
検査証」の誤りでした。また、「申
込用紙は、各取扱金融機関・中南
地域県民局県税部の窓口に備え付
けたりますので」とあるのは「申
込用紙は、各取扱金融機関・中南
地域県民局県税部の窓口に備え付
けてありますので」の誤りでした。
　お詫びして訂正します。 
■問広聴広報課（☎35・1194）

 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

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

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名・⑧⑨はコース名を記入の上、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…毎週水曜日の午後７時～７時半に、小・中学生を対象にした無料の英語教室を実施します。
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。


