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▼対象施設　市民体育館、運動
公園、克雪トレーニングセンタ
ー、弓道場、南富田町体育セン
ター、金属町体育センター、岩
木山総合公園、弘前 B&G 海洋
センター、岩木 B&G 海洋セン
ター、河西体育センター、笹森
記念体育館、千年庭球場、弘前
公園庭球場、小沢運動広場、悪
戸・加藤川・境関・石川・栄町
の各河川敷運動施設、温水プー
ル石川、第３市民プール、相馬
球場
※市主催事業および工事などに
より、希望に添えない場合があ
ります。
▼対象　各種スポーツ大会・催
し物（各種教室や研修会などは
対象外）
▼受付期間　12 月４日（金）
～１月６日（水）
▼申し込み方法　申込用紙に必
要事項を記入し、スポーツ振興
課へ提出。申込用紙は同課窓口
および市内体育施設に備え付け
ているほか、市ホームページか

令和３年度体育施設
利用計画の受け付け

らダウンロードできます。
▼日程の調整　希望する日程な
どが他団体と重複した場合は、
調整した上で、２月上旬に結果
をお知らせします。　
■■問問スポーツ振興課（市役所４階、
☎ 40-7115）

▼受付期間　12 月１日（火）
～１月８日（金）
▼申し込み方法　青森県武道館
のホームページ（http://www.
aomorikenbudoukan.com/）
で確認するか、直接お問い合わ
せください。
▼日程調整　希望する日程が他
団体と重複した場合は、調整し
た上で、２月上旬に結果をお知
らせします。
■■問問 青 森 県 武 道 館（ ☎ 26-
2200）

　収納課では、平日の日中に納
税相談ができない人のために、

令和３年度青森県武道館
貸切使用計画書の受け付け

夜間・休日納税相談の
ご利用を

税・法人事業税・特別法人事業
税または地方法人特別税、個人
事業税など）の納税額または未
納額がないことの証明書が必要
な人は必要書類を準備してくだ
さい（納税して間もない時は、
領収証書を提示してください）。
　納税証明書は、納税者の皆さ
んの大切な情報を証明するもの
のため、窓口での本人確認を厳
正に行っています。ご理解とご
協力をお願いします。
■■問問中南地域県民局県税部納税管
理課（☎ 32-1131〈内線 229・
211〉）

　例年冬期になると、家庭や事
業所から灯油などが流出する事
故が多発しています。油流出事
故が発生すると、側溝や水路を
通じ、河川に流れ出ることもあ
ります。そのため、水道水の取
水や川の生き物など、下流域全
体に悪影響を与えます。また、
事故の処理に掛かった費用は原
因者が負担する場合もあります
ので、事故を未然に防ぐために
も、次のことを心がけましょう。
①燃料タンクからポリタンクな
どに小分けにするときは、最後
までその場を離れない。
②燃料タンクの配管を除雪機な
どで傷つけないよう、積雪時で
も配管の位置がわかるように目

灯油などの
流出事故にご注意を

印をつける。
③燃料の減り具合が早いときや
燃料タンクの周囲で油のにおい
がするときは、油が漏れていな
いか確認する。
④燃料タンクの周りに防油堤を
設ける。万が一、油が漏れても、
中和剤や洗剤などは使わずに速
やかにご連絡ください。
■■問問 環境課環境保全係（☎ 36-
0677）／消防本部予防課（☎
32-5104）／県土整備部河川
砂防課企画・防災グループ（☎
017-734-9662）／中南地域
県民局地域整備部河川砂防施設
課（☎ 34-1283）

　「弘前☆こども応援隊」では、
ひとり親家庭などを対象とした
支援や、自立を応援するための
事業を行っています。各事業の
詳細や参加を希望する場合は、
お問い合わせください。全て無
料です。

【学習会（学習支援事業）・食事
会（孤食解消事業）】

　ひとり親家庭などの子どもを
対象に、大学生ボランティアが
勉強を見てくれる学習会と、孤
食解消のための食事会を開催。

ひとり親家庭などを応援
弘前☆こども応援隊

▼とき　毎週水曜日、食事会あ
り…午後５時 30 分～７時 30
分（食事会は学習会開催日のう
ち月に２回開催）／食事会なし
…午後６時～７時 30 分
▼ところ　弘前商工会議所（上
鞘師町）２階、201 会議室

【Smile up セミナー】
　３歳以上の子どもがいる人を
対象に、子どもとの関わり方を
見直し、子育て中に感じるスト
レスを軽減する方法や発達障害
の基礎知識を学びます。
▼とき　12 月 12 日（土）
　　　　午後１時～４時
▼ところ　市民文化交流館ホー
ル（駅前町、ヒロロ４階）
▼テーマ　知っていれば少し気
持ちが軽くなる！子育てのあれ
これ
※事前の申し込みが必要。
■■問問弘前☆こども応援隊マザーフ
ィールド（☎ 26-6032）

　相続、遺言、成年後見などの
相談会です。
▼とき　12 月９日（水）、午
後３時 30 分～５時 30 分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室
※事前の予約は不要です。
■■問問 弘前コスモス会　（ふたば行
政書士事務所、二葉さん、☎
88-8781）

行政書士弘前コスモス会に
よる無料相談会

夜間・休日納税相談日を設けて
います。
▼夜間納税相談 12 月 17 日

（木）・18 日（金）、21 日（月）
～ 23 日（水）の午後５時～７
時 30 分
▼休日納税相談 12 月 20 日

（日）・27 日（日）の午前９時
～午後４時
　納期限までに納付できない事
情がある人は、未納のままにせ
ず、ぜひ相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第
３、４日曜日です。この日は電
話での相談や、市税などの納付
もできます。
※特別な理由がなく、納付およ
び連絡がない場合は、差し押さ
え処分を執行することもありま
す。
■■問問 収 納 課（ 市 役 所 ２ 階、 ☎
40-7032、40-7033）

　官公庁の入札参加資格審査申
請、建設業許可申請、所得税確
定申告、金融機関の融資申し込
みなどのため、県税（法人県民

県税納税証明書の
交付申請について

▲小沢剛《帰って来たS.T.》2020年展示風景

　世界的に活躍する現代アーティスト、小沢剛さんの東北初とな
る大規模な個展です。グローバルに活躍した近現代の人物を題材
に、事実とフィクションを交え、絵画、映像、音楽で構成される《帰
って来た》シリーズ全５作品を展示しています。吹き抜けの大空
間に展示されている新作《帰って来た S.T.》は、弘前生まれの人
物「S.T」に着目し、人形ねぷた組師や津軽三味線奏者らの協力
を得て制作されました。作品にまつわる資料展示も見どころです。
▼とき　3 月 21 日（日）まで
▼開館時間　午前９時～午後５時（入館は午後４時 30 分まで）
▼休館日　火曜日（祝日の場合は翌日が休み）、年末年始（12 月 26 日～ 1 月 1 日）
■■問問弘前れんが倉庫美術館（☎ 32-8950）

小沢剛展 オールリターン
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