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　学ぶ市民のためのパソコン講
座です。
【エクセル2019応用講座】
▼とき　３月１
日・８日・15日（い
ずれも火曜日）の
午前 10時～午後
３時
※３日間で１セットの講座。
▼ところ　総合学習センター
（末広4丁目）
▼内容　表計算ソフト（エクセ
ル2019）の活用方法など
※エクセル 2019 以外のバー
ジョンを使っている人は操作方
法が異なりますのでご注意くだ
さい。
▼対象　エクセル 2019 入門
講座を受講した市民、または普
段からエクセル 2019 を使用
している市民＝16人（先着順）
▼参加料　無料
▼持ち物　筆記用具、USB メ
モリ、昼食
■■問問２月 13日（日）以降に、学
習情報館（総合学習センター内、
☎26-4800）へ申し込みを。

　フラダンスを通
してハワイ文化を
体験しませんか。
踊りの起源などを
学んだあと、フラ
を踊ります。座っ
たまま踊ることもできますの
で、お気軽にご参加ください。
▼とき　３月５日（土）
　　　　午後２時～３時30分
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　成田悦子さん（Kahe

市民ボランティアによる
パソコン講座

国際理解講座
「はじめてのフラダンス講座」

lelani Aloha〈カヘレラニ ア
ロハ〉主宰）
▼対象　市内在住または通勤・
通学している人＝ 30人（先着
順）
▼参加料　無料
▼持ち物　飲み物、タオル
※動きやすい服装で参加を。
▼申し込み方法　２月 25 日
（金）までに、電話かファクス
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）で申し込みを。
■■問問中央公民館（☎ 33-6561、
■■ＦＦ 33-4490、■■ＥＥ chuuoukou@
city.hirosaki.lg.jp、 火 曜日
は休み）

その他

　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、
夜間・休日納税相談日を設けて
います。
▼夜間納税相談　２月 21 日
（月）・22日（火）・24日（木）・
25日（金）・28日（月）の午
後５時～７時30分
▼休日納税相談　２月 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、相談においでください。
　今月の休日納税相談日は第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）

夜間・休日納税相談の
ご利用を

　平成 23年度に家畜伝染病予
防法の一部が改正され、家畜（鶏
を含む）飼養者は毎年定期報告
することが義務付けられまし
た。報告対象の家畜飼養者は、
忘れずに報告をしてください。
▼報告対象　①鶏（青森シャモ
ロック、比内地鶏、烏骨鶏、軍
鶏、チャボ、声良鶏、金八鶏な
ど含む）、アヒル、ウズラ、キジ、
ホロホロ鳥、七面鳥、ダチョウ
／②鳥類以外（牛、馬、豚、山
羊、めん羊、イノシシ、鹿）
▼報告内容　令和４年２月１日
時点の頭羽数
▼報告様式　「定期報告書」様
式を該当者へ郵送します。また、
つがる家畜保健衛生所ホームペ
ージにも掲載しています。今年
度から家畜を飼養した人は、同
所ホームページから様式をダウ
ンロードするか、農政課に連絡
してください。郵送します。
▼提出方法　２月 25日（金・
必着）までに、農政課（〒
036-8551、上白銀町１の１、
市役所３階）へ郵送または持参
してください。
■■問問西北地域県民局地域農林水産
部つがる家畜保健衛生所（☎
0173-42-2276）／農政課農
産係（☎40-0504）

　県では、不動産や動産などの
差押財産について、インターネ
ットオークションを利用して売
却するインターネット公売を実
施しています。公売情報や入札
方 法 は、 県 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.pref.aomori
. lg . jp/soshik i/soumu/
zeimu/008_koubaiindex.
html）で随時更新しています

定期報告の時期になりました

差押財産の公売を実施中

ので、確認の上、ぜひご参加く
ださい。
■■問問中南地域県民局県税部納税管 
理課（☎ 32-4341）

　弘南鉄道では、回数券を通常
価格から 10％引きで購入でき
る特別企画を実施中です。この
機会に、通勤・通学・通院など
で、冬期でも渋滞知らずの弘南
鉄道をぜひご利用ください。
▼販売期間　２月 28 日（月）
まで
▼販売価格の一例（12枚綴り）
　弘前‐黒石間4,230円（通
常 4,700円）／弘前‐津軽尾
上間3,780円（通常4,200円）
／中央弘前‐大鰐間3,960円
（通常 4,400 円）／
弘前学院大前‐大鰐
間 3,780 円（ 通 常
4,200円）
▼購入条件　１人 10
セットまで購入可
▼使用条件
①割引回数券の有効期間は、購
入した日から4カ月間
②購入後（未使用の場合を含む）
の払い戻しはできません
▼販売箇所　弘南線…弘前駅・
弘前東高前駅・平賀駅・津軽尾
上駅・黒石駅／大鰐線…中央弘
前駅・大鰐駅
■■問問弘南鉄道（☎44-3136）

　青森県労働
委員会では、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　２月20日（日）、午前
10時30分～午後０時30分
▼ところ　青森県労働委員会

限定特別企画！弘南鉄道の
回数券を10％割引で販売

労働相談会

（青森市新町２丁目）
▼対象　県内の労働者、事業主
※随時受け付け。事前予約を優
先。
■■問問青森県労働委員会事務局（☎
017-734-9832、労働相談ダ
イヤル0120-610-782）

　市内企業の人事担当者が、仕
事内容などを生の声で伝えま
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 24 日（木）、午
後１時 30分～４時 30分（受
け付けは午後１時から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼定員　20人程度
▼参加企業数　３社以上（予定）
▼申し込み方法　当日までに申
込書をファクスかハローワーク
窓口に持参して申し込みを。
※電話での申し込みも可。
▼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でご確認く
ださい。UJI ターン求職者を対
象とした、スカイプ（インター
ネットによるテレビ電話）での
面談ができます（開催日の７日
前までに申し込みが必要）。
■■問問 I･M･S（弘前就労支援セン
ター内、駅前町、ヒロロ３階、
☎55-5608）

　15 歳以上 45 歳未満の人を
対象に、仕事に関する相談や情
報収集、各種セミナー等のサー
ビスを提供しています。サテラ
イトスポット弘前にはハローワ
ーク弘前も併設され、若者の就

求人説明会・ミニ面接会

ジョブカフェあおもり
サテライトスポット弘前

職活動を支援しています。
▼主なサービス　キャリアカウ
ンセラーによる相談（Zoom
での相談も可）／パソコンでの
応募書類の作成・印刷／職業適
性診断／就職支援セミナー／イ
ンターネットや参考図書の閲覧
等による情報収集
▼ハローワークのサービス　求
人情報の検索・閲覧／職業相談・
職業紹介
▼利用料　無料
■■問問ジョブカフェあおもりサテラ
イトスポット弘前（ヒロロ〈駅
前町〉３階、☎ 32-8033、■■ＨＨ
https ://www.jobcafe-
aomori.jp/）

　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
中、往復中の事故（自動車事故
による賠償責任保険は適用外）
▼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　令和４年 3
月 1日～令和5年 3月 30日
※令和 4年度から、原則Web
での加入になります。
▼保険期間　令和 4年 4 月 1
日の午前 0時から令和 5年 3
月 31日の午後 12時まで（令
和 4年 4月 1日以降に加入手
続きをした場合は、翌日の午前
0 時から令和 5 年 3 月 31 日
午後 12時まで）
▼掛金　１人年額 800 円～ 1
万 1,000 円（団体の活動内容、
年齢などによって異なります）
■■問問スポーツ安全協会青森県支部
（☎017-718-1136）

小さな掛金、大きな補償！
スポーツ安全保険にご加入を
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