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　ボッチャは、2026年に青森
県で開催される全国障がい者ス
ポーツ大会の正式競技です。ル
ールを詳しく知りたい、審判員
の資格を取りたいなどボッチャ
に関するさまざまな要望に 60
～ 90分程度の個別または少人
数指導で応えます。
▼とき　３月15日（火）
　　　　午前10時～午後4時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）３
階多世代交流室およびイベント
スペース
▼参加料　無料
▼対象　市内および近隣市町村
在住の人（中学生以上）
▼申し込み方法　当日会場で受
付。同じ時間帯に集中すると待
ち時間が生じる場合があります
ので、事前に電話でお問い合わ
せください。
■■問問青森県ボッチャ協会（櫛引さ
ん、☎080-1851-3741）

ひろさきボッチャ倶楽部
講習会

　りんご栽培
講座を通じて、
生産技術や知
識の向上を目
指してみませんか。
▼とき　３月 16日（水）・17
日（木）、午前 10 時～正午、
午後１時30分～３時 30分
▼ところ　りんご公園（清水富
田字寺沢）内園地およびりんご
の家２階研修室
▼内容
３月16日（水）
午前…りんごづくりの 12カ月
／午後…りんごの品種について
３月17日（木）
午前…りんごの病害虫防除につ
いて／午後…剪定（せんてい）・
接ぎ木について
※講座の一部はオンラインで実
施します（受講者はりんご公園
で聴講）。
▼講師　青森県産業技術センタ
ーりんご研究所、青森県りんご
協会
▼対象　弘前市および近隣のり
んご生産者等で、２日間受講で
きる人＝30人（先着順）
※事前の申し込みが必要。

令和３年度「りんご栽培講座」
▼受講料　無料
▼持ち物　筆記用具、防寒具
■■問問りんご公園（☎36-7439）

▼とき　６月１日（水）～ 11
月９日（水）の午前 10時～午
後４時30分
▼ところ　青森市はまなす会館
（青森市問屋町、駐車場無料）
▼対象　雇用保険受給者（ハロ
ーワークからの受講指示を受け
た人）＝40人
▼受講料　無料（テキスト代、
講習保険料等は自己負担）
■■問問５月 18日（水）までに、介
護労働安定センター青森支部
（☎017-777-4331、■■ＨＨ http
://www.kaigo-center.or.jp
/shibu/aomori/）へ申し込み
を。

  

 その他

　収納課では、平日の日中に納

介護労働講習（実務者研修を
含む）の受講者募集

夜間・休日納税相談の
ご利用を
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弘前図書館（下白銀町）
☎32-3794
岩木図書館（賀田１丁目）
☎82-1651
こども絵本の森（ヒロロ〈駅
前町〉３階）☎35-0155
相馬ライブラリー（相馬や
すらぎ館〈五所字野沢〉内）
☎84-2316

弘こ

図書館休館日３月

※変更となる場合があります。
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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　３月 18 日
（金）・22日（火）～25日（金）
の午後５時～７時30分
▼休日納税相談　３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、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）

　市では、建
築物の用途が
制限される市
街化調整区域
に、一戸建ての住宅に限り建築

要件緩和区域の変更

できる区域（要件緩和区域）を
指定しています。
　この度、都市計画法の改正に
より、災害リスクの高いエリア
が明確化されたことから、この
指定区域の見直しを行い、市ホ
ームページに区域図を掲載しま
した。
　区域の詳細や開発許可につい
ては、お問い合わせください。
■■問問都市計画課開発指導係（☎
40-0844）

　JR 弘前駅よ
り徒歩９分。ス
ーパー、コンビ
ニ、ドラッグス
トア、保育園、
小学校、各種医療機関が徒歩５
分以内に位置した、市が管理す
る利便性の良い賃貸住宅です。
▼所在地　代官町67の 1
▼物件概要　鉄筋コンクリート
造８階建
▼所得要件　１年間の所得額か
ら、同居親族１人につき 38万
円を控除した額の 12分の１の
額が、15 万 8,000 円を超え
48 万 7,000 円以下であるこ

弘前駅前北地区
都市再生住宅の入居者募集

と（世帯状況により別途控除が
あります）。
▼月額使用料　１LDK…5 万
800 円～ 5 万 8,900 円／２
LDK…5 万 9,600 円 ～ 7 万
1,300 円（所得額により異な
ります）
▼共益費　2,000円（月額）
▼敷金　使用料の３カ月分
▼設備　オール電化／システム
キッチン／各戸専用物置／エレ
ベーター
▼その他　駐車場は民間事業者
と別途契約。入居は令和９年９
月まで。持ち家がある場合や税
金の滞納がある場合は入居でき
ませんのでご注意ください。
　申し込み資格や必要書類な
ど、詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
■■問問都市計画課（☎ 34-3233、
■■ＥＥ tosh ike ikaku@ci ty.
hirosaki.lg.jp）
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▼とき　３月17日（木）
　　　　午前10時～ 11時
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼講師　佐藤貴幸さん（弘前税
務署個人課税第一部門職員）
▼対象　おおむね 60歳以上の
市民＝30人程度（先着順）
▼受講料　無料

　令和４年度から巡回コースが
一部変更になります。
▼変更後の内容
①松原（コープ松原店駐車場）
…水曜日の午前 10時～ 10時
50分
②安原（マックスバリュ安原店
駐車場）…金曜日の午後１時
40分～２時 20分
▼変更後の初回巡回日
①松原…４月６日（水）
②安原…４月１日（金）
■■問問弘前図書館（☎32-3794）

移動図書館車
「はとぶえ号」
巡回コース変更

ベテランズセミナー
テーマ『暮らしの税情報』

▼申し込み方法　３月 14 日
（月）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）

　ベテランズセミナーは、おおむね 60 歳以上
の市民が対象の講座です。毎月第 2 または第 3
木曜日に、さまざまなテーマの講座を開催して
います。
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