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休日在宅当番

▽診療時間　外科・内科…午前９時
～正午／耳鼻咽喉科・眼科、歯科…
午前10時～午後４時

◎休日の救急病院などについては、消
防本部の救急病院案内専用電話（☎
32・3999）へお問い合わせください。

外　科
9／6 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
13 吉田クリニック（百石町）☎37・6300
20 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377
21

福士病院（新里） ☎27・152522
23
27 菊池医院（富田町） ☎39・1234

内　科
9／6 梅村医院（石渡１） ☎32・3593
13 さがらクリニック（桔梗野１）☎37・2070
20 今村クリニック（松原西２）☎88・3090
27 弘前温泉養生医院（真土）☎82・3377

耳鼻咽喉科・眼科
9／6 一戸眼科医院（富田２） ☎32・3076
20 齊藤耳鼻咽喉科医院（城

東２）
☎26・0033

歯　科
9／6 大町歯科医院（大町３） ☎31・7275
13 城西歯科クリニック（五

十石町）
☎33・6680

20 さくらデンタルクリニッ
ク（城東北３）

☎26・1188

21 三和歯科クリニック（中
野４）

☎87・7070

22 松野歯科医院（上瓦ケ町）☎37・8148
23 関歯科医院（和泉１） ☎26・2789
27 くどう歯科（茂森町） ☎31・0120

有 料 広 告 有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

連絡ください。
■問弘前大学教育学部附属特別支
援学校（富野町１の 76、☎ 36・
5011）

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。詳しくは、
県庁ホームページ（http://www.
pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.
html）をご覧ください。
■問中南地域県民局県税部課税第一課
（☎ 32・1131、内線 378）

個人事業者の消費税及び
地方消費税の中間申告と納付
　個人事業者で、平成 26年分の確
定消費税額（地方消費税額を除く）
が 48万円を超える人は、消費税及
び地方消費税の中間申告と納税が必
要です。
　中間申告の方法は、前年実績によ
る中間申告と仮決算に基づく中間申
告があります。納付と回数は確定消
費税額に応じて異なります。また、
前年の確定消費税額が 48万円以下
であっても、届出をすれば、自主的

に中間申告と納付をすることができ
ます。
　詳しい内容は、国税庁ホームペー
ジ（www.nta.go.jp）をご覧くだ
さい。
■問弘前税務署（☎32・0331）

園児・生徒の募集

【弘大附属幼稚園】
▽募集対象児　３歳児＝30人
※４歳児・５歳児については、問い
合わせを。
▽資格　
①平成24年４月２日～ 25年４月
１日生まれ
②保護者と同居していること
③通園に要する時間が片道１時間以
内であること（青森市からの通園は
浪岡地区のみ可）
※通園には、保護者などによる送迎
が必要です。
▽応募書類の交付・受付　
○交付＝９月 15日～ 28日の午前
９時～午後４時半
○受付＝９月 29日～ 10月８日の
午前９時～午後４時半（９月 29日
は午後２時半～）
※土・日曜日、祝日および 10月５
日を除く。
■問弘前大学教育学部附属幼稚園（学
園町、☎32・6815）
【弘大教育学部附属特別支援学校】
▽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時間以内であ
る児童生徒
▽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・受付
○交付＝９月 25日までの午前９時
～午後３時
○受付＝ 10月１日～ 16日の午前
９時～午後３時
※土・日曜日、祝日を除く。入学選
考出願前に入学相談が必要です。入
学相談は９月 11日まで受け付けま
すので、希望する場合は、事前にご
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教室名 とき ところ 対象・定員 参加料 備考 問い合わせ・申込先

①ノルディックウオ
ーキング教室

9月１日～ 10月 27日
の毎週火曜日、午前 10
時～ 11時半

集合＝岩木川市民
ゴルフ場（清野袋
２丁目）管理棟前

市民＝10
人（先着順）

１日 200円
（傷害保険料
含む）

○９月22日を除く
○帽子、リュック、薄手の手袋
の持参を。

電話かファクス（氏名・性
別・連絡先・身長・ポール
の有無を記入）で、岩木川
市民ゴルフ場（☎兼 F36・
7855）

②弘前五中道場剣道
教室

平日の午後７時～８時
半

第五中学校（川先
２丁目）柔剣道場 小学生以上 無料  

弘前剣道連盟（大高さん、☎
090・2954・8277）

③テニス体験教室

昼の部＝9月２日～10
月 28日の毎週水曜日、
午前 10時～正午／夜
の部＝ 9月１日～ 10
月 27日の毎週火曜日、
午後７時～９時

運動公園（豊田２
丁目）庭球場

未経験者＝
各10人 無料

○昼の部＝９月23日、夜の部＝
9月 22日を除く。
○応募多数の場合は抽選で決定。

8月 24日（必着）までに、
運動公園（〒 036・8101、
豊 田 ２ 丁 目 ３、 ☎ 27・
6411）へ。※下記参照

④初心者水泳教室
9月 18日～ 10月 23
日の毎週金曜日、午後
１時～２時

河西体育センター
（石渡１丁目）

泳げない市
民＝10人

無料

○応募多数の場合は抽選で決定。

8月 31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。※下記
参照

⑤筋トレ、脳トレ、
水中ウオーキング教
室

９月 10日～ 10月 21
日の毎週木曜日、午前
10時半～ 11時半

一般＝ 15
人

○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。

8月 25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。
※下記参照

⑥かけっこ教室
９月２日～ 10月 21日
の毎週水・金曜日、午
後４時半～５時半

小学生以上
＝20人

○９月 11日・16日・23日、
10月７日・９日を除く。
○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。

⑦かんたんエアロビ
クス教室

９月４日～ 10月 16日
の毎週金曜日、午前 10
時～ 10時 45分 温水プール石川（小

金崎字村元）
市民＝各回
15人

１回 500円
※全６回受
講の場合は
2,500 円

○９月 18日を除く。
○室内用シューズの持参を。 温水プール石川（☎ 49・

7081）へ。⑧かんたんピラティ
ス教室

９月７日～ 10月 26日
の毎週月曜日、午前 10
時～ 10時 45分

○９月21日、10月12日を除く。
○室内用シューズの持参を。

⑨キッズバレー教室
毎週月曜日、低学年＝
午後５時～６時半／高
学年＝午後６時 45分
～８時 15分

南富田町体育セン
ター

小学生

月3,000 円

○室内用シューズの持参を。

スポネット弘前（☎ 32・
6523、 フ ァ ク ス 88・
6239）へ。

⑩膝・腰・肩にスポ
ネット !! いきいき若
返り教室

９月～ 11月の毎週木
曜日、午前 10時～ 11
時半

10人 ○送迎あり（月500円）

⑪あなたの身体が劇
的に変わる !! 美ボデ
ィ教室

９月～ 11月の毎週水
曜日、午後７時～８時

20～ 30代
の女性＝ 15
人

 

⑫レディース体験ス
ポーツ教室（ラケッ
トテニス・バドミン
トン・ソフトバレー
ボール）

９月１日～ 10月 27日
の毎週火曜日、午前 10
時～ 11時半

市民体育館（五十
石町）競技場

女性＝各種
目10人 無料

○いずれか1つの種目を選択。
○９月 22日を除く。
○室内用シューズの持参を。
○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。

８月 25日までに、市民体
育館（〒 036・8362、五
十石町７、☎ 36・2515）へ。
※下記参照

③④⑤⑥⑫の申し込み方法…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・教室名（⑫は希望種目）を記入の上、各申込先まで申
し込みを。
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。

各種スポーツ教室


