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 各種スポーツ・体操教室
教 室 名 と　き ところ 内　容 対象・定員 参 加 料 問い合わせ・申込先

①チェア体操
教室

５月 20 日～６月
24 日の毎週木曜
日、午前 10 時～
11 時

河西体育セ
ンター

いすに座ってでき
るストレッチ、音
楽に合わせてのリ
ズム体操など

市民＝ 10
人

 無料

５月 13 日（木・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。
①②＝（※１）（※２）
③＝（※１）

②かけっこ教
室

５月 24 日～６月
14 日の毎週月・木
曜日、午後４時 30
分～６時

走る・跳ぶなどの
全身運動、音楽に
合わせてのジャン
プトレーニングな
ど

市内の小学
生＝ 30 人
程度

③プールで筋
トレ・脳トレ
水中ウォーキ
ング教室

５月 31 日～７月
５日の毎週月曜日、
午前９時 30 分～
10 時 30 分

水中ウオーキング
の基本など

市民＝ 15
人程度

④岩木山総合
公園ヨーガ教
室

毎週水曜日、午前
10 時 30 分～正午

岩木山総合
公園ちびっ
こアリーナ

ヨーガ（６月～ 10
月の第４水曜日は
お出かけヨーガ）

市民

１回 700 円（初回
無料体験あり、４
回参加で１回無料、
館内浴室利用無料、
傷害保険料込み）

当日までに、岩木山総
合公園（百沢字裾野、
☎ 83-2311、■■ＦＦ 83-
2635）へ。
※弘前駅より無料送迎
あり（要予約）。

⑤高原を歩こ
う！さわやか
ウォーキング

５月～ 10 月の❶
毎週月曜日、❷毎
週木曜日、午前 10
時 15 分～ 11 時
45 分

岩木山総合
公園ウォー
キングコー
ス

ウオーキング（月
曜日は「速歩ウォ
ーク」、木曜日は「お
散歩ウォーク」）

１回 200 円
（傷害保険料込み）

⑥第 14 回
B&G 会長杯
グラウンド・
ゴルフ大会

６月６日（日）、午
前９時～受け付け
開始

弘前 B&G
海洋センタ
ー（八幡町
１丁目）多
目的広場

グラウンド・ゴル
フ大会（１チーム
６人の団体戦、24
ホールの成績で順
位を決定、個人申
し込み可）

市民 １人 500 円
（傷害保険料込み）

５月 23 日（日）までに、
申込用紙を弘前 B&G
海洋センター（☎ 33-
4545）へ（申込用紙
は弘前 B&G 海洋セン
ターに設置）。

⑦夏泊半島シ
ーサイドノル
ディックウォ
ーキング

６月６日（日）、午
前８時～午後４時

夏泊半島・
大島～椿山
海岸コース

ノルディックウォ
ーキングの基本レ
クチャーなど

長距離歩行
が可能な人
＝ 20 人

１人 3,000 円（バ
ス代、昼食代、ポ
ールレンタル代、
傷害保険料込み）

５月 28 日（金）までに、
弘前 B&G 海洋センタ
ー（☎ 33-4545）へ。
※集合は河西体育セン
ター（石渡１丁目）。

⑧市民ナイタ
ー・少年少女
テニス教室

６月１日（火）・４
日（金）・８日（火）・
11 日（金）の午後
７時～８時 30 分

千年庭球場
（小栗山字
川合）

硬式テニスに親し
む、基本ストロー
クなど

市民＝ 20
人、小・中
学生＝ 20
人

市民＝ 2,000 円、
小・中学生＝
1,000 円（傷害保
険料込み）

５月 20 日（木）まで
に、弘前テニスクラブ

（原田さん、■■ＥＥ hirote
1961@gmail.com）
へ。

（※１）…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参加者が未成年の場合）・
教室名を記入の上、申込先まで郵送を。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。
／（※２）…室内シューズが必要。／共通事項…飲み物、汗拭きタオルを持参し、運動できる服装で参加を。各自傷害保
険に加入を。詳しい持ち物などは各施設に確認を。

虫駆除剤＝ 600 円（税込み）
／発酵促進剤＝①1,540円（税
込み）・②1,500円（税込み）（メ
ーカーにより金額が異なりま
す）
■■問問町会連合会（☎ 35-1111、
内線 346）

　市内の観光スポットにもなっ
ている日曜朝市です。
▼開催日　６月 20日～ 10月
10 日の毎週日曜日、午前６時
30分～７時 30分
▼ところ　津軽藩ねぷた村こみ
せ通り（亀甲町）
▼募集期限　６月10日（木）
■■問問青森県特産品センター（檜山
さん、佐々木さん、☎ 39-
1511）

▼職種　消防職Ａ＝平成５年４
月２日～平成 12年４月１日に
生まれた人
▼資格　日本国籍を有し、採用
時に弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎
館村、西目屋村に居住でき、矯
正視力を含み両眼で 0.7 以上
かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上、
男性は身長おおむね160cm以
上、女性はおおむね155cm以
上の人
▼採用予定　４人
▼第１次試験日　７月 11 日
（日）
▼試験場所　弘前医療福祉大学
（小比内３丁目）
▼試験科目　大学卒業程度の教
養試験、適性検査、体力試験
▼申し込み方法　受験申込書を
記入し必要書類を添え、６月
18日（金・消印有効）までに
消防本部人材育成課に郵送また
は持参してください（受け付け

日曜朝市に出店しませんか

消防職員募集

　働く意欲のある
60 歳以上の市民
を対象に、新入会
員説明会を開催しています。
▼とき　毎月第１火曜日の午前
10時～／第３火曜日の午後３
時～
▼ところ　生きがいセンター
（南袋町）
▼入会手続きに必要なもの
①入会申込書（シルバー人材セ
ンターで配布。事前に必要事項
を記入し、当日持参を）、②年
会費 3,000 円（互助会費を含
む）、③印鑑（認め印可）、④青
森銀行またはみちのく銀行の預
金通帳（本人名義）
※説明会の参加には事前の申し
込みが必要。入会希望者は手続
き時に面談を行います。
■■問問弘前市シルバー人材センター
（生きがいセンター内、☎ 36-
8828）

【宮川会場】
▼とき　７月３日～令和４年２
月 19 日の第１・第３土曜日、
午後１時～３時30分
※開催日が変更になる場合もあ
ります。
▼ところ　宮川交流センター
（堅田２丁目）研修室ほか
▼内容　体操、歌唱、ヨガ、楽
器演奏、紙製作など

【ヒロロ会場】
▼とき　７月 12日～令和４年
２月28日の第２・第４月曜日、
午後１時～３時30分
▼ところ　ヒロロ３階（駅前町）
健康ホールほか
▼内容　体操、ICT、囲碁、紙

弘前市シルバー人材センター
会員募集

70 歳からの健幸増進ヘル
シーエイジング受講生募集

製作、ミニ講話（健康・生活・
人生）など
～共通事項～
▼全体会　６月 16 日（水）・
28日（月）、令和４年３月 14
日（月）・28 日（月）の午後
１時～３時 40分にヒロロ４階
市民文化交流館ホールで、オリ
エンテーション、体力測定、講
話、コンサートなどを行います。
▼参加料　各会場 5,000 円。
1回のみ参加する場合は、各回
300円。
▼対象　70歳以上の市民＝各
会場25人
▼その他　参加者に自宅で使用
するための運動用ゴムバンドと
ボールを無料で貸し出します。
■■問問５月 10日（月・必着）まで
に、郵送往復はがき（住所・氏
名・年齢・電話番号・参加希望
会場を記入）で、ヘルシーエイ
ジング（齋藤さん、〒 036-
8231、稔町 14 の 1、☎ 34-
2649）へ。
※令和３年度市民参加型まちづ
くり１％システム採択事業。

　町会連合会では、家庭の生ご
みを堆肥化してごみの減量を図
るため、埋め込み式の生ごみ処
理容器などをあっせんします。
購入希望の人は、電話でお申し
込みください。なお、商品配達
の際、郵便振替用紙を渡します
ので、代金は最寄りの郵便局で
支払ってください。振込手数料
は販売業者が負担します。
▼受付期間　５月６日（木）～
28日（金）の平日
▼内容　生ごみ処理容器（埋め
込み式〈丸形・容量 190 リッ
トル・限定 75 台〉）＝ 4,000
円（定価 6,000 円〈税込み〉
のうち 2,000 円を補助）／害

生ごみ処理容器と
薬剤をあっせん

▼受講料　無料（ただし、事前
にテキストの購入が必要）
▼申し込み方法　５月 17 日
（月）から 21 日（金）まで、
消防本部予防課か最寄りの消防
署・分署で受け付けします。
※詳細は弘前地区消防事務組合
ホームページ（http://www.
hirosakifd.jp/）で確認を。
■■問問 弘前消防本部予防課（☎
32-5104）

は平日の午前８時 30分～午後
５時）。
※受験申込書は消防本部人材育
成課および各消防署で交付して
いるほか、弘前地区消防事務組
合 ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.hirosakifd.jp/）からダ
ウンロードできます。
■■問問 消防本部人材育成課（〒
036-8203、本町２の１、☎
32-5109）

▼とき　６月 17 日（木）、午
前９時 30分～午後４時／６月
18日（金）、午前９時30分～
午後４時20分
※２日間の受講が必要。
▼ところ　岩木文化センター
「あそべーる」（賀田１丁目）
▼定員　70人（先着順）

甲種防火管理新規講習




