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▼とき　５月 11 日（火）・25
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。
■■問問 11 日 開 催 分 は ４ 月 20 日

（火）から、25 日開催分は５月
６日（木）から受付開始。温水
プール石川（☎ 49-7081）へ。

　学ぶ市民のためのパソコン講
座です。

【はじめてのパソコン講座】

ゆったりヨガ教室

市民ボランティアによる
パソコン講座

▼とき　５月 11 日・18 日・
25 日（いずれも火曜日）の午
前 10 時～午後３時
※３日間で１セットの講座。
▼ところ　総合学習センター

（末広４丁目）
▼内容　パソコンの基本操作、
文字入力
▼対象　パソコン初心者の市民
＝ 16 人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、昼食
▼申し込み方法　４月 18 日

（日）以降に、電話か来所で申
し込みを。
■■問問学習情報館（総合学習センタ
ー内、☎ 26-4800）

【自分に似合うカラーを見つけ
て元気に過ごそう！】
▼とき　５月 13 日（木）
　　　　午前 10 時～ 11 時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　田村静香さん（色彩ア
ドバイザー）

ベテランズセミナー

▼対象　おおむね 60 歳以上の
市民＝ 30 人程度（先着順）
▼受講料　無料
▼申し込み方法　５月 10 日

（月）までに、電話かファクス
またはＥメール（住所〈町名ま
で〉・氏名〈ふりがな〉・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
■■問問 中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜 日
は休み）

　桜のせん定枝を
活用した草木染め
でこぎん刺しの糸
を染め、こぎん刺し
コースターを作ります。桜と伝
統工芸に親しんでみませんか。
▼ と き　草木染め…５月22日

（土）、午前９時 30 分～ 11 時
30 分／こぎん刺し…５月 29
日（土）、午前９時 30 分～正
午
※２日間で１セットの講座。

桜の枝の草木染めと
こぎん刺し体験教室

森県視覚障害者情報センター
（☎青森 017-782-7799、■■ＦＦ
017-782-7228）へ。

▼とき　６月 12 日、７月 10
日、 ８ 月 ７ 日、 ９ 月 11 日、
10 月 ９ 日、11 月 20 日、12
月 11 日（いずれも土曜日）の
午前 10 時～ 11 時 30 分
▼ところ　総合学習センター

（末広４丁目）４階、第４・５
研修室
▼対象　小・中学生＝ 15 人
▼参加料　各回550円（花材費）
▼持ち物　花包み（新聞紙、ビ
ニール袋など）、ノート（メモ、
スケッチ用）、筆記用具、雑巾（タ
オルなど）
▼申込期限　５月 21 日（金）
■■問問華道家元池坊弘前支部（葛西
さん、☎ 27-0054）

▼とき　５月６日・20 日、６
月３日・17 日、７月１日・15
日（いずれも木曜日）の、午後
７時～８時
▼ところ　温水プール石川（小
金崎字村元）
▼対象　一般＝各回 30 人（先
着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　１回 500 円（全６
回参加の人は 2,500 円。ただ
し初回参加時に一括払いした人
のみ）
※詳しい持ち物などは問い合わ
せ先に確認してください。
■■問問 温 水 プ ー ル 石 川（ ☎ 49-
7081）

伝統文化
こどもいけばなクラブ

泳げなくても楽しめる
水中エアロビクス

●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

▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼講師　草木染め…佐藤芳子さ
ん（りんご工房主宰）／こぎん
刺し…須藤郁子さん（弘前こぎ
ん研究所・青森県伝統工芸士）
▼対象　両日参加できる小学校
５年生以上＝ 10 人（小学生は
保護者の同伴が必要）
▼参加料　無料
▼持ち物　草木染め…ゴム手
袋、エプロン（汚れてもいいも
の）／こぎん刺し…染めた糸
▼申し込み方法　往復はがきに
教室名・住所・氏名・年齢・電
話番号を記入の上、５月７日

（金・必着）までに郵送してく
ださい。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募できます。応募多数の
場合は抽選で決定し、５月 14
日（金）までに抽選結果をお知
らせします。詳細はプラザ棟
ホームページ（http://www.
city.hirosaki.aomori.jp/
kankyoseibi/plaza/) をご覧
ください。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 36-3388、
受け付けは午前９時～午後４
時、月曜日〈月曜日が祝日の場
合は翌日〉は休み）

▼とき　６月１日～９月 28 日
の毎週火曜日、午後１時～４時
▼ところ　弘前市障害者生活支
援センター（土手町）
▼内容　声の図書の知識、音訳
の方法および実技など
▼対象　高校卒業程度の学力を
有し、パソコンを所有し基本操
作ができる人＝５人程度（書類
選考あり）
▼受講料　無料
■■問問 ５月 10 日（月）までに、青

音訳奉仕員養成講習会

  
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。

　平成 30 年度より整備工事を進めてきた、旧
第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）が４
月 17 日（土）よりリニューアルオープンしま
す。展示内容を大幅に見直し、建物の歴史や魅
力を紹介しています。明治の弘前が生んだ名匠・
堀江佐吉の最高傑作をご鑑賞ください。

▼開館時間　午前９時 30 分～午後４時 30 分
（弘前城菊と紅葉まつり以外のまつり期間中は
午後６時まで）
▼休館日　毎週火曜日（まつり期間中は無休）

※まつり…さくらまつり、ねぷたまつり、弘前
城菊と紅葉まつり、弘前城雪燈籠まつり。
▼入館料　一般＝ 200 円、団体（一般 25 人以
上）＝ 100 円／小・中学生＝100円、団体（小・
中学生５人以上）＝無料
※障がい者、65 歳以上の市民、市内の小・中
学生や外国人留学生、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 文化財課（☎ 82-1642）／旧第五十九銀行
本店本館（元長町、☎ 36-6350）

４月 17 日

 スポーツ

  

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。

歯　科
5／2 さくらデンタルクリ

ニック（城東北３）
☎26-1188

3 三和歯科クリニッ
ク（中野４）

☎87-7070

松野歯科医院
（上瓦ヶ町）

☎37-8148

4 関歯科医院（和泉１）☎26-2789
浜の町歯科クリニ
ック（浜の町東３）

☎37-3566

5 毛内歯科医院
（田園４）

☎29-2332

梅原歯科医院
（土手町）

☎32-7330

9 清歯科医院（青山５）☎37-8020
16 松山歯科医院

（富田３）
☎33-2020

23 くどう歯科（茂森町）☎31-0120
30 やまざき歯科医院

（大清水４）
☎39-6666

内　科
5／2 梅村医院（石渡１） ☎32-3593
９ さがらクリニック

（桔梗野１）
☎37-2070

16 佐藤内科小児科取
上医院（取上２）

☎33-1191

23 弘前温泉養生医院
（真土）

☎82-3377

30 五日市内科医院
（植田町）

☎35-4666

耳鼻いんこう科・眼科
5／2 福島耳鼻咽喉科

（百石町）
☎32-5032

3 松本眼科（三岳町） ☎31-3211
4 よしだ耳鼻科・小

児科（中野２）
☎33-2306

5 代官町クリニック吉
田眼科（代官町）

☎38-4141

16 宮園耳鼻科クリニ
ック（宮園５）

☎39-1133

30 めとき眼科クリニ
ック（北横町）

☎40-0691


