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※事前の申し込みは不要。
■問文化スポーツ振興課（☎ 40・
7115）

自衛隊受験相談会

　受験対象者などに対し、自衛隊受
験に関する相談・質問の受け付けの
ほか、体験試乗・装備品展示・体験
喫食（500円）を行います（予定）。
▽とき　11月 11日（日）
　　　　午前９時～午後２時
▽ところ　陸上自衛隊弘前駐屯地
（原ケ平字山中）
▽対象　15 歳以上 27 歳未満の受
験対象者および保護者等
▽申込締め切り　10月 22日（月）
■問自衛隊弘前地域事務所（☎ 27・
3871）

雑誌のバックナンバーを
無料で提供します
▽とき　10月 27日（土）
　　　　午前９時30分～
※午前９時から図書館正面玄関前で
整理券を配布します。
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階視聴覚室
▽冊数　先着順で１人６冊まで。う
ち同一雑誌は３冊まで。雑誌付録は
２点まで。
※持ち帰り用の袋の持参を。
■問弘前図書館（☎32・3794）

オールあおもり進学相談フェア

　県内の大学・専修学校等から直接
気になる話を聞いてみませんか。
▽とき　10月 31日（水）
　　　　午後２時～６時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）
▽対象　進学を検討している高校生
とその保護者
■問青森県総務部総務学事課学事振
興グループ（☎青森 017・734・
9869）

秋の火災予防運動

「忘れてない？サイフにスマホに火
の確認」（平成 30 年度統一標語）
　10 月 15 日～ 21 日の１週間、
県下一斉に「秋の火災予防運動」を

実施します。この季節は、火を取り
扱う機会が多くなります。暖房器具
の点検を済ませておいてください。
　住宅用火災警報器をまだ取り付け
ていない人は早めの設置をお願いし
ます。また、家族みんなで避難方法
や消火器の位置などをもう一度確認
し、次の「住宅防火 いのちを守る
７つのポイント」を実行し、自分の
家は自分で守るよう心掛けてくださ
い。
【ポイント】
①寝たばこは絶対やめる／②ストー
ブは燃えやすいものから離れた位置
で使用する／③ガスコンロなどのそ
ばを離れるときは、必ず火を消す／
④逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する／⑤寝具、衣類
およびカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する／⑥火災を
小さいうちに消すために、住宅用消
火器などを設置する／⑦お年寄りや
身体の不自由な人を守るために、隣
近所の協力体制をつくる
■問消防本部予防課（☎ 32・5104）
または、最寄りの消防署・分署へ。

違反建築防止週間

　10月15日から21日までは違反
建築防止週間です。市では違反建築
を未然に防止し、良好な市街地環境
の維持と建築物の適法性を確保する
ため、違反建築防止週間の一環とし
て一斉公開パトロールを実施します。
▽パトロール重点項目　建築確認申請
の徹底／工事現場における確認表示板
掲示の徹底／完了検査受検の啓発
■問建築指導課（☎40・7053）

建設リサイクル法
～全国一斉パトロール～　
　建設リサイクル法に基づく分別解
体および再資源化などの適正な実施
を促し、法律の実効性を確保するた
め、10月をパトロール強化月間とし、
全国一斉パトロールを実施します。
　当市でも、建設リサイクル法が順
守されているか、関係機関と合同で
工事現場を中心にパトロールしま
す。係員が工事現場に立ち入るとき
は、ご協力をお願いします。
▽実施時期　10月下旬
■問建築指導課（☎40・7053）

市政懇談会日程変更の
お知らせ（一大・和徳地区）
　台風第 24号の接近に伴い延期と
なっていた一大地区および和徳地区
の市政懇談会の日程をお知らせしま
す。ぜひ、ご参加ください。
【一大地区】
○変更後　10月 22日（月）、午後
２時30分～（変更前は10月１日）
※会場（駅前地区都市改造記念会館）
の変更はありません。
【和徳地区】
○変更後　10月 25日（木）、午後
２時30分～（変更前は10月２日）
※会場（和徳公民館）の変更はあり
ません。
■問広聴広報課（☎35・1194）

ご存知ですか？「国民年金基金」
　国民年金に加入している自営業な
どの人が、ゆとりある老後を過ごす
ことができるように老齢基礎年金に
上乗せする公的年金です（任意加
入）。
▽加入条件　青森県内に住所を有
し、20 歳以上 60 歳未満の国民年
金第１号被保険者、または 60歳以
上 65歳未満の国民年金任意加入被
保険者で国民年金保険料を納めてい
る人（農業者年金・国民年金保険料
の免除者を除く）
▽メリット　掛金額・年金額を自分
で選べます／掛金は加入時から変わ
りません／掛金は全額社会保険料控
除となります／受け取る年金は公的
年金控除の対象となります。
■問青森県国民年金基金（☎フリーダ
イヤル0120・65・4192）

あなたの体力年齢を診断します

▽とき　10月 27日（土）
　　　　午後２時～５時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（八幡町１丁目）
▽調査種目　握力、上体起こし、長
座体前屈、反復横とび、急歩または
20 ｍシャトルラン、立ち幅跳び
▽対象　市民
▽持ち物　室内用シューズ、飲み物、
タオル
▽参加料　無料

※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・教室名・②⑥はコース名を記入の上、各申込先まで申し込
みを。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…室内用シューズの持参を。
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秋のカヌー体
験 in 弘前公園

10 月 21 日・27 日・28 日の
午前 11 時～正午

弘前公園西
濠 カヌー体験

小学生以上＝
各 10 人（初
心者 3 人、経
験者 7 人）（先
着順）

1 回
500 円

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎ 33・4545）

②武術講習会

①韓氏意挙初級講習会＝ 10
月 27 日の午後１時 15 分～
②韓氏意挙養生功講習会＝ 10
月 26 日の午後６時 30 分～
③剣体研究会講習会＝ 10 月
27 日の午後４時～

清水交流セ
ンター（大
開２丁目）

①②＝中国武術／③木
刀などを使った武術の
自然な動きをなど

①②＝ 20 人
程度、③＝
10 人程度

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）

③はるか夢球場
バッティングセ
ンター

10 月 27 日・28 日の午前８
時 30 分～午後３時

運動公園野
球場（豊田
２丁目）

はるか夢球場を利用し
たバッティングセンタ
ー

市民 1 回
500 円 運動公園（☎ 27・6411）

④かけっこ教室
11 月 5 日 ～ 12 月 6 日 の 毎
週 月・ 木 曜 日（11 月 ８ 日・
15 日・19 日を除く）、午後４
時 30 分～６時

河西体育セ
ンター（石
渡１丁目）

走る、跳ぶ等の全身運
動

小学校 1 ～ 3
年生＝ 20 人 無料

10 月 27 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。
④⑤⑦＝（※ 1）（※ 2）
⑥＝（※１）

⑤チェア体操教
室

11 月 12 日～ 12 月３日の毎週
月曜日、午後１時～２時

いすに座りながらのス
トレッチや音楽に合わ
せてのリズム体操

市民＝ 10 人 無料

⑥プールで筋ト
レ、脳トレ水中
ウォーキング教
室

① 11 月 13 日～ 12 月 25 日
の毎週火曜日（11 月 20 日を
除く）、午後 1 時 30 分～ 2
時 30 分／② 11 月 16 日～
12 月 28 日の毎週金曜日、午
後 1 時 30 分～２時 30 分

水中でのウオーキング、
ストレッチ等 市民＝ 15 人 無料

⑦走り方教室
11 月 14 日～ 12 月 12 日の
毎週水・金曜日、午後４時 30
分～６時

走る、跳ぶ等の全身運
動

小学校 4 ～ 6
年生＝ 15 人 無料

⑧温水プール石
川～健康サポー
ト教室

11 月 13 日・27 日の午後２
時～３時

温水プール
石川（小金
崎字村元）

脳の活性化プログラ
ム、シニア向けの簡単
なエアロビクスなど

65 歳以上の
市民＝各 25
人

無料
10 月 15 日から、温水プ
ール石川（☎ 49・7081）へ。

（※２）

⑨プールで体力
づくり教室

11 月 14 日～ 12 月 12 日の
毎週水曜日、午後１時～２時

水中での体操、ウオー
キング、筋トレ等 市民＝ 25 人 無料

10 月 27 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）

⑩水泳教室
（バタフライ）

11 月 14 日～ 12 月 19 日の毎
週水曜日、午前 10 時～ 11 時 バタフライ基本泳法

クロールで 25
ｍ泳げる市民
＝ 15 人

無料

10 月 29 日（必着）までに、
温水プール石川（〒
036・8123、小金崎字村
元 125、☎ 49・7081）へ。

（※１）

⑪気軽にスポー
ツ体験教室

11 月 9 日～平成 31 年 1 月
11 日の毎週金曜日（11 月 23
日を除く）、午前 10 時 30 分
～正午

金属町体育
センター

ソフトバレーボール、
ラージボール卓球等の
軽スポーツ

市民＝ 15 人 無料

10 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）

⑫ソフトバレー
ボール体験教室

11 月 13 日～ 12 月 18 日の
毎週火曜日（12月4日を除く）、
午前 10 時～ 11 時 45 分

ソフトバレーボールの
基本 市民＝ 12 人 無料

⑬～認知症を予防
しよう！～☆楽し
く健康教室☆

11 月 13 日～ 12 月 18 日の
毎週火曜日（12 月４日を除く）、
午後１時 30 分～２時 30 分

軽いリズム体操、脳ト
レ等

市民＝ 10 人
程度 無料

⑭ゆったり体力
ＵＰストレッチ
体操教室

11 月 17 日～ 12 月 22 日の毎
週土曜日、午前 10 時 30 分～
11 時 30 分

ストレッチ体操、筋力
トレーニング 市民＝12人 無料

⑮体スッキリ体
操教室

11 月 16 日～平成 31 年 3 月
22 日の毎週金曜日（11 月
23 日、１月 25 日、３月８日
を除く）、午前 10 時 30 分～
11 時 30 分

市民体育館
（五十石町）

簡単なストレッチ体操
や体幹トレーニング 市民＝ 14 人 無料

10 月 30 日（必着）までに、
市民体育館（〒 036・
8362、五十石町７、☎
36・2515）へ。

（※１）（※２）

⑯ふれあい高齢
者ラージボール
卓球親善大会

12 月１日（土）、午前９時～
午後５時（受け付けは午前８
時 30 分～）

弘前 B ＆
G 海洋セン
ター（八幡
町１丁目）
体育館

団体戦（抽選で４人１
組のチームを編成）

60 歳以上の
市民

600 円
（昼食代
含む）

11 月８日までに、弘前ラ
ージボール卓球協会事務
局（桜庭さん、☎携帯
090・5183・1215）へ。

（※２）

各種スポーツ・体操教室


