
「認知症カフェ」に
参加してみませんか

中小企業の事業
承継に関する相談

特別展示
「彫刻家・中野桂樹展」

労働相談会行政相談

　「認知症カフェ」は認知症の方
やそのご家族、認知症に関心があ
る方などが気軽に集い、語り合え
る場です。
▼名称：つがる市民
　　　「みんなのカフェ」
▼日時：10/21(金)13時～15時
▼場所：松の館　会議室B
▼�対象：介護が必要な本人や家族、
認知症や介護に関心のある市民、
認知症の人と家族の会会員、医
療・介護専門職など
▼運営主体：認知症の人と家族の会
※�新型コロナウイルスの感染拡大
対策として、飲食物の提供はあ
りません。参加される方には、
手指消毒、体温測定、マスク（各
自持参）の着用をお願いします。
問 家族の会世話人　秋田谷
　 ☎ 090-3648-4322

　10/17(月)～23(日)は『行政相
談週間』です。市民の皆さまが、
毎日の暮らしの中で役所の仕事に
関する苦情や意見・要望などが
あった時に、身近な相談相手とな
るのは、行政相談委員（総務大臣
が委嘱）です。「定例行政相談所」
を毎月開設していますので、いろ
いろな役所の仕事について、お気
軽にご相談ください。相談は無料
で、秘密は厳守します。

　木造会場
▼日時：11/30(水)10時～12時
▼場所：松の館　会議室B
▼相談委員：片山德明

　森田会場　　　　　　　　　　
▼日時：11/10(木)10時～15時
▼場所：森田公民館
▼相談委員：原田和孝

　柏会場
▼日時：11/1(火)13時～15時
▼場所：柏老人福祉センター
▼相談委員：木村光雄

　稲垣会場
▼日時：11/16(水)10時～15時
▼場所：稲垣ふれあいセンター
▼相談委員：佐々木富雄

　車力会場
▼日時：11/18(金)10時～15時
▼場所：車力ふれあい会館
▼相談委員：鎌田常芳
問 市民課（内線266）

　事業承継・引継ぎ支援センター
では、「後継者がいない」「事業の
承継に不安がある」など、中小企
業の事業承継に関する相談をワン
ストップでお受けします。まずは、
電話でご相談ください。
▼�主な業務内容：事業承継（親族
内・第三者）に関するご相談、
M＆Aマッチング支援、事業承
継計画策定支援など
問 事業承継・引継ぎ支援センター
　 ☎ 017-723-1040

　平成30年度の「松木満史氏作
品展示」、令和元年度の「川嶋悌
吉展」に続いて、今年度は新型コ
ロナウイルスの影響で2年延期し
ていた「彫刻家・中野桂樹展」を
開催します。
　大正から昭和にかけて中央の美
術展覧会等で活躍した木造蓮川出
身の彫刻家・中野桂樹の作品と写
真パネルをぜひご覧ください。
▼�日 時：10/29(土)9時 ～17時、
30(日)9時～15時
▼�場所：旧制木造中学校講堂（松
の館隣）
問 文化財課☎49-1194

　個々の労働者と事業者との間に
生じた労働問題について、県労働
委員会委員が相談に応じます。相
談は無料で、秘密は厳守します。
▼�日時・場所：10/23(日)
　�10時半～12時半・藤田記念庭
園（弘前市大字上白銀町8-1）、
11/8(火)13時半～15時半・
青森県労働委員会(青森市新町
2-2-11東奥日報新町ビル4階)
▼対象：県内の労働者、事業主
▼�申し込み：随時電話にて予約を受
け付けています。（事前予約優先)
問 青森県労働委員会事務局
　 ☎ 017-734-9832
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就労・就業相談
　市生涯現役促進協議会では55
歳以上の高年齢者の就労・就業の
巡回相談を行っています。
　相談は無料で、個人情報は厳守
します。
▼�10/18(火)稲垣ふれあいセン
ター
▼10/20(木)しゃりき温泉
▼11/8(火)森田公民館
▼11/10(木)柏老人福祉センター
※各会場とも9時～16時　
※�当協議会事務所（青森銀行木造
支店隣）では、土日祝日除く平
日９時から17時まで就労相談
を受け付けています。

農作業支援技術養成研修
　農作業技術の養成研修に参加し
てみませんか。
▼�農作業の種類：水稲・りんご・
長いも・ごぼう・にんにく・そ
の他の野菜
　研修参加の申し込みは、随時受
け付けし、作物の作業時期に応じ
て研修を実施します。

農作業支援技術体験DVD貸出
　つがる市の農業を体験したい、
お手伝・就労したい、でもどんな
作業か分からない方へ農作業のＤ
ＶＤをお貸しします。
▼�農作物：りんご、長いも、にん
にく
問 市生涯現役促進協議会
　 ☎ 26-6323　FAX 26-6423

寄せ植え教室

孫育て講座
55歳以上の
「働きたい」を
応援します

　四季折々の草花を使い、人気の
寄せ植えに挑戦します。植え方、
飾り方、育て方等を講師が分かり
やすくアドバイスします。
▼日時：11/12(土)
　　　　13時半～15時
▼場所：森田公民館大ホール
▼参加料：1,500円（材料費込み）
▼対象：森田・柏地区在住の方
▼定員：15人程度
▼�講師：グリーンコーディネー
ター　桜庭るみ子氏
▼�申し込み：11/7(月)までに電
話で森田公民館へお申し込みく
ださい。（土日祝日は除く）
▼�持ち物：エプロン・ゴム手袋・
雑巾・持ち帰り用の袋
問 森田公民館　☎ 26-2566

　仕事をしている親にかわって祖
父母が孫の世話を行う「孫育て」。
最近の子育てについて、祖父母も
戸惑うことが多いようです。今と
昔の子育て方法の違いや産後のマ
マの心の変化、おやつや食生活の
ポイントなどを学びます。
▼日時：11/15(火)
　　　　13時半～15時
▼場所：市立図書館セミナー学習室
▼�対象：孫育て世代の方、最近の
子育て情報に関心のある方
▼�定員：20人（先着順、定員に
なり次第締め切り）
▼�申し込み：11/10(木)までに電
話で子育て健康課へお申し込み
ください。（閉庁日は除く）
問 子育て健康課（内線308）

　運動初心者向けのメニューです。
みんなで体を動かしてみよう！
▼日時：10/24(月)
　　　　13時半～14時半
▼�場所：市民健康づくりセンター
乳幼児健診介護予防ホール
▼定員：12人（先着順）
▼�申し込み：完全予約制。電話で健
康推進課へお申し込みください。
▼�申込期間：10/17(月)13時～
10/19(水)16時
▼�持ち物：マスク・汗拭きタオル・
運動着・飲み物・ヨガマット（な
い方はバスタオル）
問  健康推進課（市民健康づくり
センター内） ☎23-4311

ストレッチ＆
　　　筋トレ教室

　椅子に座りながらストレッチな
どを行います。
▼�日時：11/11(金)、11/18(金)、
11/25(金)。各日13時半～14
時半
▼�場所：市民健康づくりセンター
健診運動ホール
▼講師：健康運動指導士
　　　　鬼武由美子氏
▼定員：20人
※�新規参加者を優先し、定員を超
えた場合は抽選。落選となった
方には担当者から連絡します。
▼�申し込み：完全予約制。電話で健
康推進課へお申し込みください。
▼�申込期限：各開催日の前々日
16時
▼�持ち物：マスク・汗拭きタオル・
運動着・飲み物・運動靴（外履き）
問  健康推進課（市民健康づくり
センター内） ☎23-4311

足から始める運動
教室（11月）
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▼�内容：「トータルコミュニケー
ションを体験しよう」「読話、手
話を学ぼう」ほか
▼日時：11/6(日)、12/11(日)
※時間は各日とも13時～14時半
※1回のみの受講も可
▼�場所：青森県総合社会教育セン
ター第６研修室（青森市荒川字
藤戸119-7）（青森県立図書館隣）

▼�対象：日頃から話が聞き取りにく
いと思っている難聴の方、中途失
聴の方およびそのご家族の方
▼定員：各日16人（先着順）
▼�申し込み：手話・読話等体験講
座希望と明記し、氏名(ふりが
な)・住所・年齢・連絡先をご
記入の上、ハガキかFAXで下記
へお申し込みください。
問  青森県聴覚障害者情報センター
　 〒030-0944
　 青森市筒井字八ツ橋76-9
　 ☎ 017-728-2920
　 FAX 017-728-2921

　つがる市商工会では「創業」を
ご検討されている方、または関心
をお持ちの方を対象に創業にあ
たっての心構えや、売れ続ける仕
組みづくり、ビジネスアイディア
の具現化に向けた知識等を習得す
るための「創業塾」を開催します。
ぜひご参加ください。
▼�日時：10/29(土)、11/3(木)、
　11/12(土)、11/19(土)、
　11/26(土)
※時間は全日程とも15時～17時
▼場所：つがる市商工会館
▼�対象：サラリーマンや学生、主
婦など創業に関心をお持ちの方
▼定員：10人（先着順）
▼�講師：MSコンサルティング代
表　佐瀬道則氏（中小企業診断
士）ほか
▼�申し込み：申込書に必要事項を
ご記入の上、商工会へお申し込
みください。
問 つがる市商工会　 ☎ 42-2449

▼講習日・会場：
配管工認定講習

　�1/13(金)弘前市役所岩木庁舎、
1/16(月)八戸プラザアーバン
ホール、1/19(木)リンクステー
ションホール青森（青森市文化
会館）
※各会場とも10時半～12時10分
　責任技術者・配管工更新講習
　�1/10(火)五所川原市民学習情
報センター、1/11(水)プラザ
ホテルむつ、1/13(金)弘 前
市役所岩木庁舎、1/16(月)
八戸プラザアーバンホール、
1/19(木)�リンクステーション
ホール青森（青森市文化会館）
※各会場とも14時～15時半
▼�受講手数料：配管工認定講習7
千円、責任技術者更新講習7千
円、配管工更新講習5千円（振
込手数料が別途必要）
▼�申込期間：
　�11/8(火)～11/30(水)（閉庁
日を除く）
※�下水道課で申込書を配布・受け
付けします。
※�受講資格等、詳細は「青森県下
水道協会ホームページ」（http://
www.aomori-pswa.jp）をご覧
ください。
問 下水道課（内線371）

　マイナンバーカードの受け取り
だけでなく申請もできます。無料
で顔写真を撮影するほか、申請書
の記入も職員がサポートします。
▼日時：10/23(日)8時半～17時
▼場所：市役所1階　市民課窓口
問 市民課（内線262、265、266)

マイナンバーカード
休日の臨時窓口

難聴者・中途失聴者の
ための手話・読話等
体験講座

創業をお考えの方へ
「創業塾」開催！

排水設備工事
配管工認定講習

青森県最低賃金が
改定されました

防災行政用無線放送
情報伝達訓練を
実施します

　10月5日から青森県最低賃金が
次のとおり改定されました。

時間額 853 円
　改定前の822円から31円の引
き上げとなります。青森県最低賃
金は、産業や職種にかかわりなく
県内全ての事業所で働く労働者に
適用されます。パートタイムの方、
アルバイトの方も対象です。
問 青森労働局労働基準部賃金室
　 ☎017-734-4114

　地震・津波や武力攻撃などの発
生時に備え、「全国瞬時警報シス
テム（Ｊアラート）」を用いて、
防災行政用無線による情報伝達訓
練を行いますので、ご理解とご協
力をお願いします。
▼訓練実施日時：11月16日(水)
　午前11時ごろ
▼�情報伝達手段：市内に設置して
いる防災行政用無線子局および
室内に設置している戸別受信機
から一斉に放送されます。
※�気象状況などによっては、訓練
放送を中止することがあります。
問 防災危機管理課(内線344)
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　「しょっぱい食べ物の食べすぎ
は体に良くない」と耳にしたこと
はありますか？塩分を摂りすぎる
生活が続くと、徐々に血管を傷つ
けて、様々な病気の原因になりま
す。塩と健康について、専門家の
お話を聞いてみませんか。
▼日時：11/21(月)14時～15時
　受け付け13時半～
▼�場所：市民健康づくりセンター
運動ホール
▼�テーマ：塩と健康と、わたしの
栄養�―減塩のススメ―
▼講師：管理栄養士吉田優弥氏
▼�定員：30人（先着順、定員に
なり次第締め切り）
▼�申し込み：電話で健康推進課へ
お申し込みください。
※�参加できなくても、資料がほし
い方は健康推進課へご連絡くだ
さい。講座終了後に郵送します。
※�元気・健康ポイントの抽選対象
事業です。
問  健康推進課（市民健康づくり
センター内）☎23-4311

　外出控えやマスク生活が続く中
で、気持ちが落ちこみ、ふさぎこ
んでしまう人が増えています。こ
の講座では、メンタルヘルスの基
礎や人の悩みを聴くスキルを学び
ます。
　令和4年9月に実施した講座と
同じ内容です。
▼テーマ・日時・講師：
①�「メンタルヘルスの基礎を学ぼ
う」11/4(金)10時～11時、講
師つがる市保健師
②�「心の変化に気づき、サポート
するスキルを学ぼう」
　�11/11(金)10時～11時、講師
布施病院臨床心理士野呂卓央氏
▼�場所：市民健康づくりセンター
運動ホール
▼�対象：2日間で1コースの講座で
すので、両日とも参加できる方

▼�申し込み：10/28(金)までに、
電話で健康推進課へお申し込み
ください。
問  健康推進課（市民健康づくり
センター内）☎23-4311

　健康のため減量したい、食習慣
を見直したい、糖尿病・高血圧な
どの栄養・食事について相談した
いなど様々な相談に管理栄養士が
個別に応じます。30分程度の相
談です。お気軽にご相談ください。
▼�日時：10/18(火)、10/25(火)、
11/8(火)、11/17(木)。各日と
も10時～12時、14時～16時

▼�場所：市民健康づくりセンター
指導室
▼�申し込み：開催日の3日前まで
に、電話または健康推進課窓口
でお申し込みください。
問  健康推進課（市民健康づくり
センター内）☎23-4311

　材料を鍋に「がぱっ」と一気に
移して焼く津軽の郷土料理「がっ
ぱらもち」や特産品のりんごを
使ったケーキなどを作ってみませ
んか。
▼�メニュー：きな粉と長芋餅（がっ
ぱらもち）、フライパンアップ
ルケーキ、冬野菜のらっきょ酢
漬け、黒豆ごはん
▼日時：11/2(水)9時～12時
▼場所：松の館調理室
▼料金：1人500円（当日徴収）
▼対象：市内在住の方
▼定員：12人（先着順）
▼申込期限：10/26(水)
▼主催：市食育推進応援隊
▼�持ち物：三角巾、エプロン、マ
スクの着用
※�新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため飲食はしません。当
日のお料理は参加者の皆さまに
お持ち帰りいただきます。
問 農林水産課（内線421）

食育推進事業
第２回料理教室
参加者募集！

健康づくり講座心のサポーター
養成講座 栄養・食事相談

▼�日時：11/13(日)�10時～11時
45分、13時15分～16時
▼場所：イオンモールつがる柏

献血に
ご協力ください

こころの相談

　ストレス、不眠、ひきこもりな
ど自分や家族の悩みを抱えている
方はひとりで悩まずにお話しくだ
さい。
▼日時：10/25(火)10時～15時
▼�場所：市民健康づくりセンター
指導室
▼�申し込み：前日までに電話また
は窓口でお申し込みください。
空きがある場合のみ、当日のお
申し込みもできます。
問  健康推進課（市民健康づくり
センター内）☎23-4311
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