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民を優先します）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具
※託児を希望する人は、各回の 14
日前までに申し込みを。
■問問 10 月 22 日までに、ファクス
かＥメール（氏名〈ふりがな〉・年
齢・住所・勤務先・電話番号を記入）
で、中央公民館（☎ 33・6561、
■ＦＦ 33・4490、 ■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、火曜日は休
み）へ。

ユニカール教室

▽とき　11 月４日～ 25 日の毎週
火曜日、午前10時～ 11時半
▽ところ　市民体育館（五十石町）
▽内容　投球方法、基本技術、ゲー
ム方法、作戦など
▽対象　市民＝ 12人（あまり経験
のない人）
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　運動できる服装、室内専
用シューズ、汗ふきタオル、水分補
給用の飲み物
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・
教室名を記入し、10 月 21 日（必
着）までに、市民体育館（〒036・
8362、五十石町７）へ。
※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
抽選で決定します。
■問問市民体育館（☎36・2515）

脳トレ＆ミニバランス
ボール教室
▽とき　11 月６日～ 27 日の毎週
木曜日、午前10時～ 11時
▽ところ　弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター

（八幡町１丁目）
▽内容　ミニバランスボールを使っ
たストレッチ体操、ミニゲーム、脳
トレーニングをしながらストレッチ
▽対象　市民＝30人
▽参加料　無料（各自傷害保険など
に加入を）
▽持ち物　飲み物、汗ふきタオル、
運動のできる服装
▽申し込み方法　往復はがきに、住
所・氏名・生年月日・電話番号・教
室名・ボールの有無を記入し、10
月 20日（必着）までに、克雪トレー
ニングセンター（〒 036・8101、
豊田２丁目３の１）へ。
※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
抽選で決定します。
■問問克雪トレーニングセンター（☎
27・3274）

行政書士による無料相談会

　青森県行政書士会中弘支部および
行政書士弘前コスモス会による、相
続・遺言を中心とした相談会です。
なお、事前の予約は不要です。
▽とき　10月 14日（火）
　　　　午前10時～午後３時半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室１
■問問青森県行政書士会中弘支部奈良行
政書士事務所（☎ 40・0024）／
弘前コスモス会ふたば行政書士事務
所（二葉さん、☎88・8781）

発掘調査現地説明会

　市教育委員会では、市道独狐蒔苗
線整備事業に伴い、平成 24年度か

第31回おはなしと
読み聞かせ講習会
▽とき　10月 25日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　弘前図書館（下白銀町）
２階会議室
▽講師　髙嶋敬子さん
▽対象　読み聞かせに関心のある人
＝30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　絵本１冊
※事前の申し込みが必要。
■問問 10 月４日から、弘前図書館（☎
32・3794）へ。

現代セミナーひろさき

　「終活」で現在の生活・健康・家
族のこと・葬儀・相続を学びましょ
う。人生の最期を自分で設計してみ
ましょう。残された人のために自分
の思いを形にしましょう。そして、
これからの毎日をより良く生きるた
めの第一歩を一緒にはじめましょ
う。
▽日程と内容　①10月26日＝「終
活」が注目される背景とエンディン
グノート／② 11月 16日＝法律の
視点から見た「終活」の根拠と準備
／③ 11月 30日＝さあ！今できる
ことから「終活」を始めましょう
※時間はいずれも午後６時半～８時
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）３階視聴覚室
▽講師　①③＝村井麻矢さん（終活
カウンセラー協会上級終活カウンセ
ラー）、②＝毛利精悟さん（生命保
険協会公認フィナンシャルプラン
ナー）
▽対象　市民または市内に勤務して
いる人＝ 50人（先着順ですが、市

性別・電話番号・件名「日商３級講
習会申込」を記入）で、弘前実業高
等学校商業科（道川さん、☎ 32・
7151、 ■ＥＥ doukawa-miwako@
m02.asn.ed.jp）へ。

市有財産の売払い

　市で所有する不動産を一般競争入
札で売払いします。希望する人は財
産管理課で配布、または市ホーム
ページに掲載している募集案内を参
照の上、申し込みを。
▽売払物件
①狼森字天王２番２外（土地・建物）
／面積＝594.83㎡／最低売却価格
＝696万円
②小沢字大開205番123外（土地）
／面積＝2,974.64㎡／最低売却価
格＝2,706万 9,000 円
▽申し込み期間　10 月１日～ 15
日、午前９時～午後５時
▽入札開始　10 月 23 日、午後１
時半から
▽入札場所　市役所（上白銀町）６
階第１会議室
■問問財産管理課財産係（市役所２階、
窓口201、☎ 35・1120）

地域経営アンケートの実施

　市では、近年の社会経済環境の大
きな変化へ対応するため、「弘前市
経営計画」を今年度策定しました。
　計画に基づき、市の現状を把握す
る目的で「地域経営アンケート」を
実施し、市民の意識・意向を調査し
ます。
　調査の結果は、経営計画での目標
に対する現状を把握するための重要
な基礎資料として利用しますので、
ご協力をお願いします。
▽とき　９月下旬～10月上旬

ら油伝（２）遺跡の発掘調査を実施
しています。３次調査となる今年度
は、平安時代の住居跡や多数の溝跡
を検出しました。
　今回の現地説明会では、出土遺物
とともに発掘現場を紹介します。
▽とき　10月４日（土）
　　　　午後１時～２時
▽ところ　油伝（２）遺跡発掘調査
現場（蒔苗字油伝ほか）
※県道 35号五所川原岩木線を賀田
から船沢方面へ向っていくと、鼻和
集落に入ってすぐの交差点付近で、
当課職員が交通案内します。
■問問文化財課埋蔵文化財係（岩木庁舎
内、☎82・1642）

日商簿記３級講習会

　弘前実業高等学校商業科・情報処
理科の日商簿記２級取得の生徒が指
導者となり、全８回の日商簿記３級
検定対策を実施します。
▽日程と内容
○ 10 月 22 日・23 日＝第１問対
策（仕訳）
○ 10 月 28 日・30 日＝第２問・
４問対策（補助簿・勘定記入・伝票・
訂正仕訳など）
○11月４日・６日＝第３問対策（試
算表および財務諸表作成）
○ 11 月 11 日・13 日＝第５問対
策（精算表）
※時間はいずれも午後６時～８時。
▽ところ　弘前実業高等学校（中野
３丁目）３階多目的教室
▽対象　11月に日商簿記３級を受
験する人で、毎回出席でき、ある程
度３級の学習が進んでいる人＝ 30
人
▽参加料　無料
■問問 10 月 16 日の午後５時までに、
電話またはＥメール（住所・氏名・

▽対象　16 歳以上の市民＝約
2,400 人
▽調査方法　調査員が対象世帯を訪
問する調査員調査
■問問行政経営課統計情報分析担当（☎
40・7016）

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
○工事現場における確認表示板掲示
の徹底
○無確認建築物の撲滅
○完了検査未実施建築物への指導
■問問建築指導課建築指導係（市役所５
階、窓口551、☎ 40・7053）

多重債務・消費生活
法律相談会
　多重債務者が債務を整理して生活
再建に向かうための手助けとして、
弁護士が無料で相談に応じます。ま
た、多重債務以外の消費生活に関す
る法律相談にも応じます。
　相談希望者は、事前予約の上、債
務状況が分かる資料などを持参して
ください。詳しくはお問い合わせく
ださい。
▽とき　10月 25日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　市民生活センター（駅前
町、ヒロロ３階）
▽対象　市民＝４人
■問問 市民生活センター（☎ 34・
3179）
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◎発行号　毎月１日号・15日号
◎発行部数　約６万4,000部
◎掲載料（１回）　２万円～30万円
※掲載枠により異なります。詳細についてはお問い合わせください。
■問問広聴広報課広聴広報担当（☎35・1194）

広報ひろさき有料広告募集中！

市ホームページのバナー広告も募集中！
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　「ふるさと納税」とは、ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという納税者の思いを生かすことができ

るよう、希望する地方公共団体に対して寄附を行った場合、実際に居住する地方公共団体の個人住民税や所得税を、

一定限度額まで控除する制度です。

　このたび、「ひろさき応援寄附金（ふるさと納税制度）」へと名称が変わりました。内容も大きく変わり、すべて

のコースが一新されたほか、特別コースとして弘前城本丸の石垣修理を応援するコースを設定しました。市民の皆

さんはもちろん、市外に住む家族や親せき、友人などに紹介してもらい、ぜひこの機会にふるさと納税というかた

ちで、ひろさきを応援してみませんか？　１万円以上の寄附をした人には、2,000円相当の弘前らしい景品をもれ

なくプレゼントします !!

　子どもを安心して育てることので

きる環境づくりのために設置した基

金です。地域の実情に合った、当市

独自の子育て支援施策の財源として

活用します。今年度は、子ども医療

費の拡充分の財源とします。
■問い合わせ先　子育て支援課子育

て戦略担当（☎40・7038）

寄附金の使い道応援コース
（弘前公園のさくらを管理
するために活用します。）

①日本一の「さくら」
応援コース

②弘前４大まつり
応援コース（弘前４大まつりや関連す
る事業のために活用しま
す。）

（弘前市子ども未来基金へ
積み立てます。）

③子どもたちの笑顔あふれるまち
応援コース

（弘前の地域づくりのため、
広く全般的に活用します。）

④オール弘前地域
づくり応援コース

弘前市子ども未来基金

「ふるさと納税」の名称と内容をリニューアルしました！

（ふるさと納税制度）

▽申し込み方法　市ホームページから寄附申出書をダウンロードし、必

要事項を記入のうえ、郵送・ファクス・Ｅメールで申し込みください（寄

附申出書は、郵送での取り寄せも可。必要な場合は問い合わせを）。

※申し込みから入金手続きの案内が届くまで、１週間～10日程度時間

がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。また、市では

個別に寄附の案内などは行いませんので、強要や詐欺行為には十分ご注

意ください。■問い合わせ先・提出先　行政経営課（〒036・8551、上白銀町１の１、

☎ 40・7021、ファクス 35・7956、Ｅメール gyoseikeiei@city.

hirosaki.lg.jp） 　市内外を問わず、今年の 4月

から 12月末までに１万円以上の

寄附をした人を対象に、さらに景

品が当たる大抽選会（平成 27年

1月予定）を開催します。

『当たるといいな♪
大抽選会』開催！

（１００年ぶりに行われる、
弘前城本丸石垣修理事業の
ために活用します。）

⑤【特別コース】
弘前城天守が動く！
世紀の大修理～石垣
普請応援コース～
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