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▼とき　令和４年１月
23日（日）、午前８時
30分～午後１時（受
け付けは午前８時～）
▼ところ　克雪トレーニングセ
ンター（豊田２丁目）
▼内容　個人戦
▼対象　60 歳以上の市民＝
96人（先着順）
▼参加料　500円（昼食なし）
▼申し込み方法　12 月８日
（水）の午後１時 30 分以降に
参加申込書を市社会福祉協議会
窓口に提出を。
※申し込み受け付け開始前の来
場はご遠慮ください。
▼その他　用具が必要な場合
は、申込時にお知らせください。
■■問問市社会福祉協議会（小山内さ
ん、☎33-1161）

【地域貢献モデル事業「講話と
ボッチャ体験」】
　市民生活セン
ターから講師を
招いて、悪徳商
法に関する講話と、今年の東京
パラリンピックで話題になった
「ボッチャ」を体験する教室です。
▼とき　12月 10日（金）、午
前10時～午後０時30分
▼ところ　弘前愛成園（豊原１
丁目）体育館
▼内容　①講話「悪徳商法にだ
まされないために！」、②「ボッ
チャ」体験教室
▼講師　①市民生活センター職
員／②スポネット弘前

高齢者グラウンド・ゴルフ
親善大会

セカンドライフセミナー

教室・講座

▼対象　50 歳以上の人＝ 20
人（先着順）
※事前の申し込みが必要／ 50
歳未満の人は要相談。
▼参加料　無料
▼持ち物　内履き
※動きやすい服装で参加を。
■■問問愛成会事務局（縄巻〈なわま
き〉さん、☎33-1182）へ。

　ジョブ・カードを活用して、
これからのキャリアプランを考
える女性限定のオンラインセミ
ナーです。
▼とき　オンラインセミナー＝
12 月 11 日（土）の午前 10
時～ 11時 30分
※希望者のみキャリアコンサル
ティング（開催日…12 月 11
日〈土〉・15日〈水〉・18日〈土〉）
も受講可。
▼講師　中野綾子さん（キャリ
アコンサルタント）
▼対象　在職中または求職中の
女性＝20人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼受講料　無料（受講するため
の通信料は自己負担）
▼申し込み方法
12 月６日（月）
までにホームペー
ジ（QR コード）
で申し込みを。
■■問問青森キャリア形成サポートセ
ンター（☎017-723-5315）

【クラシックギターミニコン
サート】
▼ と き　12 月 11
日（土）、午後１時
30分～２時
▼演奏　木村英丸
さん（ヨークカル

女性のための
キャリアデザインセミナー

アクティブシニア向け講座

チャーセンター弘前ギター講
師）
▼定員　16人（先着順）
▼申込期限　12月 10日（金）

【カードで体験「人生会議」】
　人生の最終段階にどんな医療
やケアを望むのかを話し合う
「人生会議」を、カードを使っ
て模擬体験します。
▼とき　12月 18日（土）
　　　　午後１時～３時
▼定員　12人（先着順）
▼申込期限　12月 17日（金）
～共通事項～
▼ところ　サンタハウス弘前公
園（元大工町）
▼対象　50歳以上の人
※事前の申し込みが必要／ 50
歳未満の人は要相談。
▼参加料　無料
■■問問サンタハウス弘前公園（☎
88-7707）へ申し込みを。

　若手農業者が抱
える経営課題など
についての勉強会
を開催します。
▼と き　12 月 17
日（金）、午前９時
30分～正午
▼ところ　市民会館（下白銀町）
大会議室
▼内容　①ゲストトーク…秋竹
俊伸さん（早和果樹園代表取締
役社長〈平成 26年度「６次産
業化優良事例表彰農林水産大臣
賞」受賞ほか〉）、②意見交換会
▼対象　非農家出身の農業者ま
たは事業の趣旨に賛同する人
※事前の申し込みが必要。
▼申し込み方法　12 月 10 日
（金）までに電話かＥメールで
申し込みを。
■■問問ひろさき青年農業経営塾担当
（農政課内、☎ 40-0767、■■ＥＥ
ninaite@city.hirosaki.lg.jp）

ひろさき青年農業経営塾

【初心者向け料理体験教室】
　家庭における家事や育児の負
担は妻の方が大きくなりがちで
すが、夫の役割が増加した世帯
は「夫婦の関係がよくなった」
とするデータがあります。
　家庭でも簡単に作れる料理体
験を通じて、家庭での夫婦の家
事負担を考えてみませんか。
▼とき　12月 18日（土）
　　　　午後２時～４時
▼ところ　東部公民館（総合学
習センター、末広４丁目）
▼講師　市食生活改善推進員会
▼対象　料理初心者の男性＝
12人（先着順）
※事前の申し込みが必要。
▼参加料　無料
▼申し込み方法　12 月 10 日
（金）までに電話かＥメール（氏
名・年齢・電話番号を記入）で
申し込みを。
■■問問 企画課（☎ 26-6349、■■ＥＥ
kikaku@city.h irosaki .
lg.jp）

▼とき　12 月 26 日（日）の
①午前 9 時～、②午前 10 時
30分～
▼ところ　河西体育センター
（石渡１丁目）会議室

家族のための「男めし」

ペーパークラフト
しめ縄作り教室

有 料 広 告有 料 広 告

▼対象　市民＝各回
４人（先着順）
※窓口か電話で事前
の申し込みが必要。
▼参加料　1,100 円
（材料費込み）
■■問問河西体育センター（☎ 38-
3200）

　木材や竹ざ
おの切れ端を
使ってそりを
作ってみませ
んか。
▼とき　令和
４年１月８日（土）、午前 10
時～正午
▼ところ　弘前地区環境整備セ
ンタープラザ棟
▼講師　尾崎行雄さん
▼対象　小学生以上＝10人
※小学生は保護者同伴。
▼参加料　無料
▼持ち物　金づち、長靴、スキー
ウエア、手袋、帽子
▼申し込み方法　12月 24 日
（金・必着）までに、往復はが
き（教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で申し込みを。
※往復はがき１枚につき２人ま
で応募可／応募多数の場合は抽
選で決定し、12月 30日（木）
までに抽選結果を
お知らせします／
詳細はプラザ棟

リサイクルそり作り教室

ホームページ（QRコード）で
確認を。
▼その他　完成後は敷地内でそ
り滑りを行います。
■■問問弘前地区環境整備センタープ
ラザ棟（〒 036-8314、町田
字筒井６の２、☎ 36-3388、
受付時間は午前９時～午後４
時、月曜日〈祝日の場合は翌日〉
と12月 29日～翌年１月３日
は休み）

　平日の日中に納税相談ができ
ない人のために、夜間・休日納
税相談日を設けています。
▼夜間納税相談　12 月 16 日
（木）・17日（金）・20日（月）
～ 22日（水）の午後５時～７
時30分
▼休日納税相談　12 月 19 日
（日）・26日（日）の午前９時
～午後４時
▼その他　納期限までに納付で
きない事情がある人は、未納の
ままにせず相談してください／
納税相談日は、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）

その他
夜間・休日納税相談


