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食育クッキング～旬の魚いただきま
す♪～」
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽対象　①一般（おおむね 50歳以
上）＝ 30人／②食育に関心のある
親子・一般＝ 40人
▽受講料　①＝無料／②＝１組
500円
※事前の申し込みが必要。応募多数
の場合は抽選となります。②の講座
については、弘前丸魚ホームページ
（http://www.hmaruuo.co.jp）、
または電話（☎ 27・2345）で申
し込みを。
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

高齢者夜間交通安全体験教室

　市では、高齢者の交通事故防止を
図るため、参加体験型の夜間交通安
全体験教室を開催します。
▽とき　９月22日（月）
　　　　午後４時～７時40分
▽ところ　弘前モータースクール
（和泉１丁目）
▽内容　歩行者コース＝交通安全講
話、歩行実験、屋外実演（ライトの
届く距離、色による視認性、反射材
の効果など）／運転者コース＝交通
安全講話、運転実技、屋外実演（ラ
イトの届く距離、色による視認性、
反射材の効果など）
▽対象　65歳以上の市民
▽定員　歩行者コース＝ 30人／運
転者コース＝９人
▽参加料　無料
▽持ち物　運転免許証（運転者コー
スの人のみ）
※夕食を用意します。
■問９月５日までに、都市政策課交通
政策推進室（☎35・1102）へ。

コミュニケーション
実践セミナー
▽とき　９月６日（土）
　　　　午前10時～午後４時
▽ところ　総合学習センター（末広
4丁目）４階第４・第５研修室

▽内容　就職活動に役立てるため、
インプロ（即興）ゲームで楽しく「聴
く、話す」力を身に付けます。
▽講師　柳澤ふじこさん（産業カウ
ンセラー）
▽対象　40歳代前半までの若年求
職者など＝16人程度（先着順）
▽参加料　無料
■問ジョブカフェあおもり（☎青
森 017・731・1311、 ■Ｆ 017・
731・1312）

未婚のひとり親家庭へ「みなし
寡婦（夫）控除」を適用します
 市では、子育て支援のため、「みな
し寡婦（夫）控除」を適用します。
　「寡婦（夫）控除」は、配偶者と離別・
死別した人が受けられる市民税、所
得税の控除ですが、未婚のひとり親
家庭には適用されていません。
　「みなし寡婦（夫）控除」は、税
額や所得金額を基準とする制度を利
用する際に、未婚のひとり親家庭に
ついても「寡婦（夫）控除」を受け
た場合と同様に算定するものです
（実際の市民税、所得税に影響する
ものではありません）。
　申請方法などは、各事業により異
なりますので、詳細については各担
当課に問い合わせを。
▽対象事業　①保育所保育料／②市
営住宅使用料／③幼稚園就園奨励費
補助／④就学援助
■問①子育て支援課児童育成係（☎
35・1131）／②財産管理課住宅
係（☎ 35・1321 ／③・④学務健
康課学務係（☎82・1643）

外国人観光客受入環境整備
事業費補助金
　市では、当市の外国人観光客の受
入環境整備水準の向上を図るため、
観光関連事業者が行う外国人観光客
の受入環境整備事業に要する経費の
一部を補助します。
▽補助対象　次のいずれかに該当す
る人（平成 25年度～ 26年度にお
いて納付すべき市税等を滞納してい
る人を除く）
①文化教養施設、レジャー施設、そ
の他観光またはレクリエーションに
関する施設を営業している事業者
②ホテル、旅館等宿泊が可能な施設

小学生水泳教室

▽とき　９月 11 日～ 10 月 16 日
の毎週木曜日、午後４時半～５時半
▽ところ　河西体育センター（石渡
１丁目）
▽内容　水慣れからクロールで泳げ
るまで
▽対象　小学生＝20人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・性別・生年
月日・電話番号・保護者氏名・教室
名を記入し、８月 25日（必着）ま
でに、岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（ 
〒 036・1332、兼平字猿沢 32の
11）へ。
※兄弟での参加ははがき１枚で応募
可。応募多数の場合は抽選で決定。
■問岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎
82・5700）

ベテランズセミナー

▽とき　９月18日（木）
　　　　午前10時～ 11時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階中会議室
▽テーマ　郷土学習講座④「弘前公
園と弘前城の歴史～弘前城本丸石垣
修理事業」
▽講師　市公園緑地課職員・市文化
財課職員
▽対象　おおむね 60歳以上の市民
＝50人程度
▽受講料　無料
▽持ち物　筆記用具
■問９月 14日までに、電話かファク
スで、中央公民館（☎ 33・6561、
■Ｆ 33・4490、火曜日は休み）へ。

東北女子大学公開講座

▽日程と内容　①９月 20日、午前
10 時 20 分～ 11 時 50 分＝「気
分爽快 !リズムでワクワク～心も体
もリフレッシュ～」／②９月27日、
午前 11時～午後２時＝「おさかな

 暮らしのinformation

 その他
  



ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１４.８.１５ 11

●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

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

を営業している事業者
③観光客向けに郷土料理などを提供
する飲食業を営業している事業者
④鉄道、バス、タクシー、レンタカー
業などを営業している事業者
⑤その他外国人観光客の受入体制整
備水準の向上に取り組んでいる人
▽補助対象事業　施設の案内表示、
誘導表示その他の案内表示に係る
多言語表記の整備／パンフレット、
ホームページ等情報発信に係る多言
語表記の整備／その他外国人観光客
の受入環境の向上に資する整備
▽補助対象経費　消耗品費／印刷製
本費／手数料／筆耕翻訳料／委託料
／その他市長が必要と認めるもの
▽補助率・補助限度額　補助対象経
費の実支出額の合計額の３分の２以
内の額、または 25万円のいずれか
少ない額
▽応募期間　９月 30日（火）まで
の、午前８時半～午後５時（土 ･日
曜日、祝日を除く）
▽採択方法　審査を経て決定しま
す。審査結果については、10月中
旬に応募者全員に通知する予定で
す。
※提出書類や審査項目などの詳細に
ついては、市ホームページをご覧く
ださい。
■問国際広域観光課（☎40・7017）

弘前大学教育学部附属特別
支援学校の児童生徒募集
▽対象　知的障がいがあり、愛護手
帳を持ち、公共交通機関を利用した
通学時間がおおむね 1時間以内の
児童生徒
▽定員　小学部第１学年＝３人／中
学部第１学年＝６人／高等部第１学
年＝８人
▽応募書類の交付　９月 22 日～

30 日（土・日曜日、祝日を除く）
の午前９時～午後３時
▽出願書類の受け付け　10月１日
～ 15日（土・日曜日、祝日を除く）
の午前９時～午後３時
※入学選考出願前に入学相談が必要
です。相談は９月 12日まで受け付
けます。相談を希望する場合は、事
前にご連絡ください。
■問弘前大学教育学部附属特別支援学
校（〒 036・8174、富野町１の
76、☎ 36・5011）

平成まんじ札2014を
集めてみませんか
　市の歴史や文化を感じられる「平
成まんじ札」を配布しています。
▽とき　９月28日まで
▽配布場所　市中心街をメーンとし
た40店舗
▽コース　①１日体験土手町ルート
（23店舗）／②市内近郊コンプリー
トルート（土手町ルートを含む全店
舗）
※ポスターやチラシをヒントに収集
を。
▽その他　各店舗 300 枚配布しま
す（なくなり次第終了）
■問弘前青年会議所（☎34・4458）

個人事業税の納付

　課税対象者には納税通知書を送付
しますので、納期限までに納めてく
ださい。
▽対象　個人で事業を営む人のう
ち、前年の事業による収入から必要

経費、事業主控除（年 290 万円）
などを差し引いた後に、所得のある
人
▽納期　１期＝８月／２期＝11月
※ただし、税額が１万円以下の場合
の納期は、１期８月です。
▽納付方法　納税通知書を持参し、
最寄りのコンビニエンスストア、金
融機関で納付を。
※個人事業税の納付については、口
座振替が利用できます。
■問中南地域県民局県税部課税第一課
（☎ 32・1131、内線 378）

国際交流パーティーの
ボランティアを募集します
　平成 27年１月 10日（土）の国
際交流ふれあいパーティー開催に向
けて、弘前大学での授業を受けたり、
留学生を含む学生と一緒に、パー
ティーの企画から準備、運営までを
行います。
▽とき　10月２日・９日・16日・
30日、11月６日・13日・27日、
12 月４日・11 日・18 日、平成
27 年１月８日・15 日（いずれも
木曜日）の午後２時 20 分～３時
50 分／ 12 月 13 日、平成 27 年
１月 10日（いずれも土曜日）の日
中（時間は企画の段階で決定）
▽ところ　弘前大学（文京町）総合
教育棟、弘前文化センター（下白銀
町）
▽対象　おおむね５回以上参加でき
る市民＝20人程度
※見学も歓迎します。
▽参加料　無料
▽申込締め切り　９月12日
※日程・会場など変更の場合あり。
■問 中 央 公 民 館（ ☎ 33・6561、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）
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