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今月の市税などの納期

納期限
１月 31 日

☆今月は第４日曜日が納税相談日です。
☆納税は便利で確実な口座振替をご利用ください。
☆納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が加算される場合があります。

固 定 資 産 税  第４期
国民健康保険料  第７期
介 護 保 険 料  第７期
後期高齢者医療保険料  第７期

時～１時半
▽対象　若年性認知症について知り
たい人や心配事がある人
※事前の申し込みは不要。
◎相談会
▽とき　１月27日（土）
　　　　午後１時半～３時
※１月 25日までに、予約した人を
優先。
～共通事項～
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室D
▽参加料　無料
■問青森県若年性認知症総合支援セン
ター（☎八戸 0178・38・1360、
月曜日～木曜日の午前９時～午後４
時）

求職者支援訓練の受講者募集

　雇用保険を受給できない求職者の
早期再就職を目指し、民間の訓練機
関が国の認定を受けて実施する職業
訓練です。一定の要件を満たした受
講者には、訓練期間中に職業訓練受
講給付金が支給されます。
【経理事務基礎科】
▽とき　１月31日～５月 30日
▽ところ　キャリアスクール・ソフ
トキャンパス弘前校（土手町）
▽申込期限　１月４日
【ゼロから学べるパソコン基礎科】
▽とき　２月14日～４月 13日
▽ところ　キャリアスクールＩ・Ｍ・
Ｓ弘前教室（土手町）
▽申込期限　１月16日
※無料の託児サービスがあります。
詳しくは、問い合わせを。
【職場で活かせるパソコン基礎科】
▽とき　２月26日～６月 25日
▽ところ Ｓ . Ｋ . Ｋ . 情報ビジネス
専門学校（徳田町）
▽申込期限　１月30日

【経理事務科】
▽とき　３月１日～６月29日
▽ところ　JMTC 弘前教室（外崎
４丁目）
▽申込期限　２月２日
～共通事項～
▽受講料　無料（テキスト代などは
自己負担）
▽申し込み方法　事前に弘前公共職
業安定所（南富田町）で受講手続き
を済ませ、申込期限までに各訓練施
設へ受講申込書を提出してくださ
い。
▽職業訓練説明会　１月 24日およ
び２月 22 日に、ヒロロ（駅前町）
４階市民文化交流センターで、職業
訓練制度の概要説明および各訓練施
設からの訓練内容説明を行います。
▽公共職業訓練　雇用保険受給者を
対象とした公共職業訓練がありま
す。平成 30年度４月開講の職業訓
練の募集が２月から始まります。現
在在職中の人でも応募可能な場合が
あります。詳しくは、問い合わせを。
■問弘前公共職業安定所（☎ 38・
8609、音声案内 42 ＃）

「弘前ナンバー」の
導入に関するアンケート
調査を実施します

　国土交通省が自動車のご当地ナン
バーの導入基準を緩和したことによ
り、市では現在、図柄入り「弘前」
ナンバープレートの導入を西目屋村
と連携して検討しています。
　市では、検討の参考とするため、
18 歳以上の市民 4,000 人を無作
為に抽出し、住民意向調査を実施し
ます。アンケートが届いた人は、回
答へのご協力をお願いします。
■問都市政策課交通政策推進室（☎
35・1124）

宅建協会弘前支部による
一般公開無料セミナー
▽とき　１月25日（木）
　　　　午後２時半～
▽ところ　弘前パークホテル（土手
町）４階「ラ・メェラ」
▽テーマ　第１部＝「空き家対策に
ついて」…講師・市建築指導課職員
／第２部＝「弘前市家庭系ごみ指定
袋制度について」…講師・市環境管
理課職員／第３部＝「リーダーの条
件～一流選手から学んだこと～」…
講師・佐野慈紀さん（野球評論家）
※事前の申し込みが必要。
■問１月 19日までに、青森県宅地建
物取引業協会弘前支部（☎ 26・
1030、■Ｆ 26・1033）へ。

弘前城本丸石垣の写る
古写真を探しています
　弘前城本丸
石垣修理の参
考とするた
め、幕末から
大正時代にか
けて撮影され
た石垣の写真を探しています。古い
絵はがきや新聞に使われた写真な
ど、どんなかたちでも構いません。
修理のための貴重な資料となります
ので、少しでも石垣の写り込んだ写
真をお持ちの場合は、ぜひ情報をお
寄せください。
■問公園緑地課（☎ 33・8739）

若年性認知症
ミニ講話＆相談会
◎ミニ講話
▽とき　１月 27 日（土）、午後１

有 料 広 告有 料 広 告有 料 広 告 有 料 広 告

 各種無料相談
名　称 と　き ところ 内　容 問い合わせ・申込先

行政書士弘前コス
モス会による無料
相談会

１月９日（火）、午後１
時半～３時半

ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流室 相続・遺言を中心とした相談（事前の予約は不要）

弘前コスモス会（ふた
ば行政書士事務所・二
葉さん、☎ 88・8781）

夜間・休日納税相
談

夜間＝１月 22 日～ 26
日の午後５時～７時半／
休日＝１月 28 日の午前
９時～午後４時

収納課
（市役所２階）

日中や平日に納税相談ができない人のための夜間・休
日納税相談

収納課（☎ 40・7032、
40・7033）

多重債務・消費生
活法律相談会

１月 27 日（土）、午後
１時半～３時半

市民生活センター
（駅前町、ヒロロ３
階）

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

（事前の予約が必要。事前の予約は１月９日の午前８時
半から受け付け開始）。
※定員は４人。

市民生活センター
（☎ 34・3179）

※１…往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・性別・教室名・⑦⑧はサークル名を記入の上、各申込先まで申し込みを。
※２…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。
※３…事前の申し込みが必要。弘前駅城東口・観光館バスプール発着の往復無料バスを運行します。
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。

 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水泳教室
（クロール）

１月 23 日～２月９日の毎週
火・金曜日、午前 10 時～ 11
時

温水プール石川
（小金崎字村元） クロールの呼吸練習

呼吸が苦手で
25 ｍ泳げない
市民＝ 15 人

無料

１月 15 日（必着）ま
でに、温水プール石川

（〒 036・8123、小
金崎村元 125、☎ 
49・7081）へ。

（※１）（※２）

②剣道寒中稽古会
１月 27 日・28 日の午前６時
半～７時半（受け付けは午前
６時～）

弘前 B&G 海洋
センター（八幡
町）

剣道の基本動作 幼児～一般 無料
弘前剣道連盟事務局

（堀内さん、☎携帯
090・3362・7465）

③ Enjoy スノー
ウオーキング教室

①１月25日＝金属町体育センター／②２月１日・
８日＝弘前公園（市民体育館駐車場）／③２月
15 日＝百沢スキー場（百沢字東岩木山）／④２
月 22 日＝岩木山総合公園（百沢字裾野）／⑤３
月１日＝星と森のロマントピア（水木在家字桜井）
※時間はいずれも午前 10 時～ 11 時半。

スノーシュー（西洋
かんじき）を履いて
散策
※スノーシューとポ
ールは貸し出ししま
す。

各回 10 人程度
（１日のみの参
加、継続参加い
ずれも可）

無料 １月 18 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）④親子で運動遊び
教室

２月２日～ 16 日の毎週金曜
日の午後２時～３時

金属町体育セン
ター集会室

親子でふれあい、遊
びながら楽しく体を
動かします

市内在住の２
歳の子と保護
者＝６組程度

（先着順）
無料

⑤運動公園「はる
か夢球場ポジティ
ブフィットネス教
室Ⅱ」

①ピラティス＆ストレッチポ
ール教室＝ 1 月 22 日～３月
５日（2 月 12 日を除く）の
毎週月曜日、午後２時～３時

運動公園はるか
夢球場（豊田２
丁目）2 階多目
的室 3

ストレッチポールを
使った体のゆがみの
修正、筋トレとスト
レッチを組み合わせ
た体幹運動 18 歳以上の男

女＝各回 10 人
（先着順）

1 回 500 円
（保険含む）
※全 6 回
参加の場合
は 2,500 円

電話か直接運動公園管
理事務所（☎ 27・
6411）へ。

②ヨガ教室＝ 1 月 24 日～２
月 28 日の毎週水曜日、午前
10 時半～ 11 時半

簡単な筋トレとスト
レッチ、呼吸法を取
り入れた運動

③青竹踏みエクササイズ教室
＝ 1 月 26 日～３月２日の毎
週金曜日、午後７時～８時

竹踏み運動、筋トレ、
有酸素運動

⑥ロマントピア
健康サポート教室

１月 15 日～３月 22 日の月
～木曜日、午前 10 時半～

星と森のロマン
トピア（水木在
家字桜井）

月曜日＝水中エクササイズ…15 人
火曜日＝ゆったりヨガ…12 人
水曜日＝水中ウオーキング…15 人
木曜日＝ピラティス…12 人
※対象は各回ともに 65 歳以上の市民

（先着順）

無料
星と森のロマントピア

（☎ 84・2288）
（※３）

⑦ヒロロ健康
サークル（土曜日）

２月３日～ 24 日（２月 17 日
を除く）の毎週土曜日、午前
10 時半～ 11 時 45 分（受け
付けは午前 10 時～）

ヒロロ（駅前町）
３階健康ホール

ひろさき健幸増進リ
ーダーによる体操、
ストレッチ、ゴムバ
ンドトレーニングな
ど

毎回継続して
参加できる 40
歳以上の市民
＝ 30 人（先着
順） 無料

１月 15 日（必着）ま
でに、健康づくり推進
課（〒 036・8711、
野田２丁目７の１、☎
37・3750）へ。

（※１）（※２）
⑧ヒロロ健康
サークル

２月６日～ 27 日の毎週火曜
日、午前 10 時半～ 11 時 50
分（受け付けは午前 10 時～）

⑨親子体操教室 １月 21 日、２月 18 日、３
月 18 日の午前 11 時～正午

親子で一緒に楽しめ
る体操

おおむね３歳
以上の子と保
護者＝各回 20
組（先着順）

問い合わせ先・健康づ
くり推進課（☎ 37・
3750）／申込先・駅
前こどもの広場（☎
35・0156）


