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今月の市税などの納期

納期限
２月 28 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。

市 ・ 県 民 税 第４期
国民健康保険料  第８期
介 護 保 険 料  第８期
後期高齢者医療保険料  第８期
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東北女子大学公開講座

▽とき　２月24日（土）
　　　　午前10時半～正午
▽ところ　東北女子大学（清原１丁
目）
▽内容　「本と心を読む楽しさ～星
の王子さま27の秘密～」
▽対象　中学生以上
※事前の申し込み無しでも、参加で
きます。
▽受講料　無料
■問東北女子大学公開講座係（☎
33・2289、■Ｈ http://www.tojo.
ac.jp）

「らの会」によるミニセミナー

▽とき　２月25日（日）
　　　　午前10時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）第
一小会議室
▽内容　午前 10時～＝不動産「登
記」のイロハ…講師・福士蔵さん（土
地家屋調査士）、野呂恒雄さん（司
法書士）／午前11時～＝不動産「売
買」のABC…講師・祖父尼資久さ
ん（宅地建物取引士）
▽定員　各30人（先着順）
▽参加料　無料
※事前の申し込みは不要。
■問専門家集団「らの会」（三上さん、
☎38・1829）

健やか女子クッキング教室

▽とき　２月25日（日）
　　　　午前10時半～午後１時
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階健

康ホール
▽内容　乳製品を使った和食（乳和
食）の調理実習（さばのミルクみそ
煮、カボチャミルクそぼろ煮、切干
大根のミルク煮ほか）
▽対象　市内在住の 20代～ 40代
の女性または子育て中の女性＝ 10
人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角きん、は
し
※無料の託児あり（５人〈先着順〉）。
利用には事前の申し込みが必要。
■問２月７日から、弘前市保健セン
ター（☎37・3750）へ。

市民ボランティア
によるパソコン講座
【デジタルカメラ画像入門講座】
▽とき　２月 28日、３月７日の午
前10時～午後３時
※２日間で１セットの講座です。
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）
▽内容　デジタルカメラで撮影した
画像の取り込み、保存整理の仕方、
活用方法など
▽対象　文字入力およびキーボー
ド・マウスの操作ができる市民＝
30人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　筆記用具、デジタルカメ
ラ用のメモリカードとカードリー
ダー（デジタルカメラのメモリカー
ドに対応するもの）、USBメモリ、
昼食
■問２月 11日から、学習情報館（総
合学習センター内、☎26・4800〈午
前８時半～午後５時〉）へ。

WA（わ）のりんご
～もっとりんごを身近に～
◎りんごを使った料理教室
▽とき　３月３日（土）
　　　　午前11時～午後２時
▽ところ　総合学習センター（末広
４丁目）調理実習室
▽内容　食育ミニ講座とりんごを
使った料理教室
▽講師　食生活改善推進員
▽対象　親子＝ 15組
（先着順）
▽受講料　500円
■問２月 24 日までに、
Aプロジェクト（草刈さん、携帯
☎090・3759・4248）へ。
※平成 29年度市民参加型まちづく
り１％システムの採択事業。

国際理解講座

【弘前で国際交流員をしてみたら
…？】
▽とき　３月３日（土）
　　　　午後２時～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１・２和室
▽内容　市国際交流員の樊蓉（ハン・
ヨウ）さんによる中国や国際交流員
にまつわるお話し
▽対象　市民＝30人（先着順）
▽参加料　無料
■問３月２日までに、電話かファク
スまたは E メール（氏名、電話
番号を記入）で、中央公民館（☎
33・6561、 ■Ｆ 33・4490、 ■Ｅ
chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、毎週火曜日は休み）へ。

求人説明会・ミニ面接会

　市内企業の人事担当者が、仕事内
容などをお伝えします。求職中であ
れば、誰でも無料で参加でき、面接
も可能です。
▽とき　２月 14日・28 日の午後
１時半～４時半（受け付けは午後１
時～）
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
▽定員　20人程度
▽参加企業数　３～５社（予定）
▽その他　ハローワークに未登録の
人も参加可。雇用保険受給者は求職
活動実績の対象になるため、雇用保
険受給資格者証の持参を。参加企業
は、青森労働局または市ホームペー
ジをご覧ください。UJI ターン求職
者を対象とした、Skype 面談の実
施が可能です。気軽にお問い合わせ
ください。
■問 I・M・S（弘前就労支援セン
ター内、駅前町、ヒロロ３階、☎
55・5608）

第 4 回「弘前で働く×
暮らすＵＪＩターン
就職セミナー in 東京」

～ IT・テレワーク編～
　今回は「IT で働く」をテーマに
市内で既に働いている IT ワーカー
の話やテレワークでの働き方を中心
に紹介します。首都圏に知り合いが
いる人は周知のご協力をお願いしま
す。
▽とき　２月17日（土）
　　　　午後２時～４時
▽ところ　北九州市・弘前市東京事
務所（東京都千代田区有楽町２丁目、
東京交通会館６階）ラウンジスペー

ス
▽内容　弘前へＵターンした人によ
る転職活動の経験や、弘前での働き
がいについてのトークイベント、仕
事以外の移住支援制度の説明、個別
移住相談など
▽参加料　無料
■問２月 16 日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（氏名、電話
番号を記入）で、ひろさき移住サ
ポートセンター東京事務所（☎東
京 03・6256・0801、 ■Ｆ 03・
6256・0802、■Ｅ hif-tokyo＠city.
hirosaki.lg.jp）

スポーツ安全保険に
加入しましょう
　スポーツ安全
保険とはスポー
ツ活動、文化活
動、ボランティ
ア活動、地域活
動などを行う社
会教育活動（４人以上の団体）を対
象とした保険です。
▽対象となる事故　団体活動、往復
中の事故など（自動車事故による傷
害保険は適用されますが、賠償責任
保険は適用外です）
▽補償内容　傷害保険（通院、入院、
後遺障害、死亡）、賠償責任保険、
突然死葬祭費用保険
▽加入受付期間　平成30年 3月 1
日～平成 31年 3月 30日
▽保険期間　平成 30 年 4 月 1 日
午前 0 時～平成 31 年 3 月 31 日
午後 12時
▽掛 金　1 人年額 800 円～ 1 万
1,000 円（年齢、活動内容により
異なります。）
■問スポーツ安全協会青森県支部（☎
青森017・782・6984）

償却資産（固定資産税）の
申告はお済みですか？
　まだ申告を済ませていない人は、
早めに手続きを。
▽申告が必要な人　平成 30年１月
１日現在、市内に事業用の減価償却
資産（建物や自動車などを除く）を
所有する個人または法人
※平成 29年中に新たに事業を始め
た人はお知らせください。
▽申告書提出先　資産税課資産税係
（市役所２階）
※個人事業主が申告する場合は、マ
イナンバーカード（またはマイナン
バーの通知カードおよび身分証）を
持参してください。申告がない場合
は、事業所などを直接訪問すること
があります。
■問 資産税課資産税係（☎ 40・
7027）

畑わさび栽培報告会

　市では、地域野
菜として省力生産
の可能性を探るた
め、平成 27 年度
から３年間にわた
り実施してきた「畑わさび」の試験
栽培が終了しましたので、試験結果
について報告会を開催します。
▽とき　２月14日（水）
　　　　午後２時～
▽ところ　市民会館（下白銀町）２
階中会議室
▽定員　40人（先着順）
■問２月９日までに、農業政策課（☎
40・7102）へ。

 その他
 

▽とき　２月24日（土）
　　　　午後１時半～３時半
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）２階第１・２和室
▽内容　①パートナーの妊娠や出産
による心と体の変化や、心身をいた
わるためのちょっとしたコツの紹介
／②講師のレクチャーを受けなが
ら、もく浴など、子育てに欠かせな
い実技の体験

▽講師　三崎直子さん（弘前大学大
学院保健学研究科准教授）
▽対象　市内に在住、または通勤・
通学している男性で、結婚・出産・
育児について気になる人、結婚予
定の人、パートナーが出産予定の
人、現在育児中の人＝ 10人（先着
順）
▽参加料　無料
▽その他　託児室（有料）の利用は、

事前の申し込みが
必要です
■問２月 23 日まで
に、電話、ファク
スまたはＥメール（住所〈町名ま
で〉、氏名〈ふりがな〉、年齢、電
話番号を記入）で、中央公民館
（ ☎ 33・6561、 ■Ｆ 33・4490、
■Ｅ chuuoukou@city.hirosaki.
lg.jp、火曜日は休み）へ。

新米パパ応援講座

 
教えて！たか丸くんクイズの答え

答えは、①の「スノーアート」
だよ。はるか夢球場の広大な
グラウンドを利用して作るん
だ。２月９日から 12日までの
期間に、友達を誘って見に行っ
てね。
※質問は12ページに掲載。


