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※イベントの詳細はヒロロスク
エアホームページ（https://
www.hirorosquare.jp）をご
覧ください。
■■問問ヒロロスクエア賑わい創出委
員会事務局（市民文化交流館内、
☎ 35-0154、 ■■ＦＦ 35-0187、
午前 8時 30分～午後 9時）

　弘前に住む
人の日常や、
移住してきた
人ならではの
気づきや発見
など、「住んでみたい」、「住み
続けたい」と思える弘前の魅力
を発信する「弘前ぐらし市民編
集部ライター」が、令和２年度
の活動報告会を開催します。
▼とき　３月27日（土）
　　　　午後１時～３時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階健康ホール

市民ライター活動報告会

▼定員　約20人
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　３月 25 日
（木）までに、電話またはＥメ
ール（住所・氏名・生年月日・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問企画課人口減少対策担当（☎
40-7121、 ■■ＥＥ kikaku@city.
hirosaki.lg.jp）

　キッズアストレは、子どもた
ちが日常的に運動する習慣を身
に付け、楽しみながらさまざま
な動きを身に付けるプログラム
です。運動が好きな子も苦手な
子も大集合！
▼とき　３月 28 日（日）、午
前10時 30分～ 11時 30分
▼ところ　サッパドゥ（高田４
丁目）
▼内容　バランスディスク（円

ブランデュー
キッズアストレ体験会

盤状のボード）やラダー（はし
ご状の器具）などを取り入れた
運動神経を伸ばすコーディネー
ショントレーニングで、敏しょ
う性やバランス感覚を養いま
す。
※動きやすい服装で参加してく
ださい。
▼講師　齋藤大地さん（ブラン
デュー弘前 FCフィジカルトレ
ーナー）
▼対象　小学校低学年＝ 20人
（先着順）
▼参加料　500円
▼申し込み方法　
右記QRコードか
ら申し込むか、電
話で申し込みを。
詳しくはブランデ
ュー弘前ホームページをご覧く
ださい。
■■問問ブランデュー弘前（弘前 Jス
ポーツプロジェクト内、齋藤
さ ん、 ☎ 090-7339-3435
〈午前 9 時～午後 6 時〉、■■ＥＥ
d.saito1212@gmail.com）

　４月から１年間の受講者を募
集します。
○城西老人福祉センター（城西
４丁目）

▼対象　おおむね 65歳以上の
市民
▼受講料　無料（一部の教室は
教材費が必要）
▼申し込み方法　３月 27 日
（土）までに、直接来所して申

生きがい教室

　『弘前』をテーマにしたオリ
ジナルのトリックアート。面白
い床穴や巨大なトリックアート
など、４点の作品を展示します。
どなたでも自由に体験・撮影が
できますので、ぜひ不思議なト
リックアートの世界をお楽しみ
ください。

▼ と き　3 月 13 日（土）～
28 日（日）の午前 8時 30 分
～午後 9時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）3
階コミュニケーションゾーン
▼参加料　無料

ヒロロ de トリックアート
～不思議で楽しい、大人も子
どもも楽しめる～

  

  

休日在宅当番
▼診療時間　内科…午前９時～
正午／耳鼻いんこう科・眼科、
歯科…午前10時～午後４時

◎予定が変更となる場合があり
ますので、受診する際は事前に
弘前市医師会・弘前歯科医師会
ホームページや休日在宅当番医
に電話でご確認ください。

内　科
４／４ 場崎クリニック
（代官町）

☎38-6600

11 さがらクリニック
（桔梗野１）

☎37-2070

18 小堀クリニック
（中野２）

☎32-7146

25 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

耳鼻いんこう科・眼科
４／４ 成田眼科クリニ

ック（森町）
☎35-5155

18 なんば耳鼻咽喉科
（高田５）

☎55-8749

29 伊藤眼科
（南大町２）

☎36-6105

歯　科
４／４ 川村歯科医院
（野田１）

☎32-4073

11 野村歯科医院
（西川岸町）

☎32-8695

18 ほくおう・歯科医
院（北横町）

☎33-4618

25 大町歯科医院
（大町３）

☎31-7275

29 城西歯科クリニッ
ク（五十石町）

☎33-6680

内科・外科・小児科の当番
病院紹介のお問い合わせは、
☎ 32-3999（医療機関紹介電
話）へお電話ください。

  

前月比

人の動き PopulationPopulationPopulation

・・人口  　168,389人
 　男  　  77,073人 　男  　  77,073人
 　女 　女 　    　   91,316人91,316人

令和３年２月１日現在（推計）令和３年２月１日現在（推計）
・世帯数  72,253世帯　・世帯数  72,253世帯　

（-146）（-146）
（-61）（-61）
（-85）（-85）
（-11）（-11）

●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111
■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先

し込みを。電話での申し込みは
できません。
■■問問城西老人福祉センター（☎
38-0858、月曜日と祝日の翌
日は休み）
○老人福祉センター瑞風園（高
杉字神原）

▼対象　おおむね 65歳以上の
市民
▼受講料　無料
▼申し込み方法　３月 20 日
（土・祝）までに、直接来所し
て申し込みを。電話での申し込
みはできません。
■■問問老人福祉センター瑞風園（☎
95-3535、月曜日と祝日の翌
日は休み）

▼とき　４月６日（火）・20
日（火）、午後２時～３時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）研修室
▼内容　初心者や高齢者にも優
しいヨガ
▼講師　ヨガスタジオ「リライ
ト」ヨガインストラクター
▼対象　65歳以上の市民＝各
回12人（先着順）
※事前の申し込みが必要
▼参加料　無料
▼持ち物　タオル、飲み物
※動きやすい服装で参加を。
▼申し込み方法
　６日開催分は
３月20日（土・
祝）から、20
日開催分は４月
３日（土）から受け付け開始。
温水プール石川へ電話で申し込
みを。
■■問問 温水プール石川（☎ 49-
7081）

ゆったりヨガ教室

 教室・講座

教室名 主な活動日程 定員

健康体操
教室

毎月第１～第３土曜日
午後１時30分～２
時30分

16人

絵画教室 毎月第２・４火曜日午後１時～３時 11人

教室名 主な活動日程 定員
健康
づくり
体操教室

毎月第１・３火曜日
午後２時～３時 25人

　「東北に千空あり」とうたわれた俳人・成田千空（せんく
う）。俳句界最高の業績をたたえる大賞である蛇笏（だこつ）
賞を受賞し、中村草田男創刊の俳誌『萬緑』の選者・代表
を務めるなど、俳壇に確かな足跡を残しました。その生涯
と作品の魅力に迫り、併せて太宰治、寺山修司、中村草田男、
金子兜太との忘れえぬ「出会い」についても紹介します。

▼とき　４月１日（木）～令和４年３月 21日（月・祝）
の午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）
▼ところ　郷土文学館（下白銀町）
▼入館料　高校生以上＝100円／小・中学生＝50円
※ 65歳以上の市民、市内の小・中学生や外国人留学生、
市内外の障がい者、ひろさき多子家族応援パスポートを持
参の人は無料。年齢や住所を確認できるものの提示を。
■■問問郷土文学館（☎37-5505）

郷土文学館　第45回企画展

「生誕 100 年　成田千空展」


