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　子育て、発達、いじめ、不登
校、ひきこもり、仕事、経済的
な困窮などの悩みを、なんでも
無料で相談できる合同相談会を
開催します。相談内容に合わせ
て、複数の専門相談員がチーム
で支えます。
▼とき　12月 14日（火）、午
前10時～午後４時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室２
▼対象　悩みを抱える子ども・
若者とその家族（年齢制限なし）
※事前予約が必要。
■■問問青森県青少年・男女共同参画
課（☎017-734-9226）

　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
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、交付申請をしてくださ
い。
▼必要書類　申請書、顔写真付
きの本人確認書類など

子ども・若者の悩み
「なんでも相談会」

県税納税証明書の交付申請

※詳しくは問い合わせを／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である
ため、窓口での本人確認を厳格
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・
311〉）

　個々の労働者と事業主との間
に生じた労働条件などのトラブ
ルを解決するため、無料の相談
会を開催します。
▼とき　12 月 14 日（火）の
午後１時 30 分～３時 30 分、
19 日（日）の午前 10 時 30
分～午後０時30分
▼ところ　青森県労働委員会
（青森市新町２丁目）
▼対象　県内の労働者、事業主
※事前予約者を優先。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎
017-734-9832、 ■■ＦＦ 017-
734-8311、労働相談ダイヤル
☎0120-610-782）

▼とき　12月15日（水）、午
前10時～午後１時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３

労働相談会

令和３年度保育のお仕事
出張相談会 Part ３

階ヒロロスクエアイベントスペ
ース
▼内容　①青森県保育士・保育
所支援センター職員による個別
相談、②青森県内の保育所・認
定こども園等求人情報の閲覧・
紹介
▼対象　保育所等で働くことに
興味のある人
※事前の申し込みは不要。
▼参加料　無料
※詳しくはホームペ
ージ（QRコード）
で確認を。
■■問問青森県保育士・保育所支援セ
ンター（青森県社会福祉協議会
内、☎017-718-2225）

　医療・介護・
健康・生活など
の悩みに、医師、
看護師、薬剤師、
社会福祉士、リ
ハビリ、管理栄
養士などの専門
職が無料で相談に応じます。
▼とき　12 月 11 日、令和 4
年 1 月 8 日、2 月 12 日、3
月 12日（いずれも土曜日）の
午前9時 30分～ 11時 30分
■■問問健生病院・健生クリニック（相
談専用電話、☎ 55-7690、開
催日以外での電話相談は不可）

おこまりごと電話相談会

■■問問健康増進課こころの健康づくり事業担当（☎37-3750）

　こころの健康を保つには、
ストレスとうまく付き合うこ
とがポイント。ストレスをた
めないコツを紹介します。

①生活習慣の改善
バランスの取れた食事

や質の良い睡眠、適度な
運動習慣を継続すること
が、こころの健康の土台
作りとなります。

②考え方を変えてみよう
ストレスを感じていると、良くないことばか
りに注目しがちに。そんな時は、できているこ
と、うまくいっていることに注意を向けるのが
おすすめ。考え方やものの見方を少し変えるだ
けで、気持ちが楽になることがあります。

③相談してみよう
困った時や辛い時に話を聞いて

もらうだけで、気持ちが楽になり、
話すことで自分の中で解決策が見
つかることも。一人で抱え込まず、
お気軽にご相談ください。

路線バスをお得に利用できるキャンペーン路線バスをお得に利用できるキャンペーン

　弘南バスの通勤・通学定期券を提示す
ると、定期券の利用区間外でも市内のバ
ス停に限り、１回100円で乗降できます。
▼利用可能日　令和４年３月31日（木）
までの土・日曜日、祝日
▼対象　弘南バスの通勤・通学定期券を
持っている人と一緒に同乗する家族

【通勤・通学定期券の提示で休日の運賃が市内１乗車 100 円】【通勤・通学定期券の提示で休日の運賃が市内１乗車 100 円】

▼利用方法　降車時に持っ
ている定期券を乗務員に提
示してください。
■■問問弘南バス弘前バスターミナル（☎ 36-
5061、■■ＨＨ http://www.konanbus.com/14
590.html）／地域交通課交通政策係（☎
35-1124）

各種スポーツ・体操教室

★スタンドアップパドルボード…ボードの上で立ってパドルを漕ぎ、海
や川の水面を移動するスポーツ

（※）…住所・氏名（ふりがな）・年齢（生年月日）・電話番号・保護者氏名（参
加者が未成年の場合）・教室名（希望コース）の記入を。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。
共通事項…飲み物、汗拭きタオル、（室内の場合）室内シューズを持参し、
運動のできる服装で参加を。各自傷害保険に加入を。詳しくは各施設に
確認を。

冬休みかけっこ教室

■■時時 12 月 24日（金）・27日（月）、
１月５日（水）・７日（金）・12
日（水）・13日（木）
①午後０時 30分～２時
②午後２時 30分～４時
■■所所河西体育センター
■■内内上手に体を使うための運動や、
音楽に合わせたトレーニング等
■■定定小学生＝①・②各 30人程度
■■￥￥無料　■■持持なわとび
■■問問希望時間帯を記入の上、12月
14 日（火・必着）までに往復は
がき（※）で河西体育センター（〒
036-8316、石渡１丁目 19の１、
☎ 38-3200）へ。

■■時時 12 月 25日（土）
　 午前 10時～ 11時 30分
■■所所温水プール石川（小金崎字村元）
■■内内カヌー、SUP（★）、水上遊具
体験、ライフジャケットを着用し
た浮遊体験
■■定定障がいのある小学生＝ 10人程
度（指導員の指示をある程度理解
できる人）　■■￥￥無料
■■問問弘前 B&G 海洋センター（☎
33-4545）へ。

ボディバランス改善教室

■■時時１月 13日～３月 31日の毎週
木曜日、午前 10時～ 11時
■■所所弘前B&G海洋センター武道館
■■内内ストレッチ体操、簡単なエクサ
サイズ、トレーニングなど
■■定定市民＝ 25人程度　■■￥￥無料
■■問問 12月20日（月・必着）までに、
往復はがき（※）で弘前B&G海
洋センター（〒036-8057、八幡
町１丁目９の１、☎33-4545）へ。

スポーツ指導者講習会

■■時時１月16日（日）、午後１時～５
時（受け付けは午後０時30分～）
■■所所青森県武道館（豊田２丁目）会
議室
■■内内アスリートに必要な栄養とトレ
ーニング（座学）、パフォーマン
ス能力を発揮するためのコンディ

ショニング（実技）
■■定定スポーツ指導者・関係者（保護
者、マネージャーなど）＝ 50人
（先着順）　■■￥￥ 1,000 円
■■問問１月５日（水）までに、スポネ
ット弘前事務局（☎ 32-6523）
へ。

ストレッチ体操教室

■■時時１月 17日～３月 28日の毎週
月曜日、午後１時 30 分～２時
30分
■■所所弘前B&G海洋センター
■■内内ストレッチ体操、簡単な筋力ト
レーニング
■■定定市民＝ 25人程度　■■￥￥無料
■■問問 12 月 20日（月・必着）までに、
往復はがき（※）で弘前B&G海
洋センター（〒 036-8057、八
幡 町 １ 丁 目 ９ の １、 ☎ 33-
4545）へ。

■■時時…とき　■■所所…ところ　■■内内…内容　■■定定…定員・対象　■■￥￥…参加料　■■持持…持ち物　■■問問…問い合わせ・申込先

障がいのある小学生の
B&G水に親しむ体験会


