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●弘前市役所　☎35-1111／●岩木庁舎　☎82-3111／●相馬庁舎　☎84-2111

■問青森県事業承継・引継ぎ支
援センター（21あおもり産業
総合支援センター内、☎ 017-
723-1040）

　裁判員経験者も参加し、制度
の何をどのように伝えていくべ
きかをテーマに開催します。
▼とき　11月６日（土）
　　　　午後２時～５時30分
▼ところ　弘前大学人文社会科
学部多目的ホール（文京町）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要／オン
ラインでも同時配信します。状
況により、オンラインのみとな
ることがあります。
■問 弘前大学人文社会科学部
（平野さん、☎ 39-3199、■■ＥＥ
k-hirano@hirosaki-u.ac.jp）

　青森県最低賃金が
10月６日から時間額
822 円に改定されま
した。詳しくは、青森労働局ホー
ムページをご覧ください。
■問青森労働局労働基準部賃金
室（ ☎ 017-734-4114、 ■■ＨＨ
https://jsite.mhlw.go.jp/
aomor i - roudoukyoku/
home.html）

　現場で働く職員が施設の特徴
や求人情報を説明します。
▼とき　11 月８日（月）、午
後１時 15分～３時 35分（受
け付けは午後０時30分から）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼対象　福祉分野に就職を希望
する一般求職者および学生等

裁判員制度シンポジウム
「裁判員制度を伝える」

青森県最低賃金の改定

福祉の仕事職場フェア

　ひろさき生活・仕事応援セン
ターでは、さまざまな課題を抱
え、生活困窮状態に陥っている、
あるいはその可能性がある人が
相談に訪れています。
　その中でも、社会的に孤立し
苦しんでいる人やその家族に対
しては、必要に応じて関係機関
と連携しながら、アウトリーチ
支援（支援が必要であるにもか
かわらず届いていない人に対
し、行政等が積極的に働きかけ
て情報や支援を届けること）を
行っています。ひとりで悩むこ
となく、まずはご相談ください。
■問ひろさき生活・仕事応援セン
ター（ヒロロ〈駅前町〉３階、
ヒロロスクエア内、☎ 36-
3776、☎ 38-1260、平日の
午前８時30分～午後５時）
※混雑を避ける等のため、あら
かじめ電話で予約の上、来所を。

　青森県事業承継・引継ぎ支援
センターでは、商工団体、金融
機関、士業等のネットワークを
構築し、事業者に早期・計画的
な承継準備への「気づき」を促
し、事業承継ニーズおよび相談
の意向に対して、きめ細かな個
別支援を行っています。
　後継者不在などで事業の存続
に悩みを抱える人や経営を引継
ぐ意思のある人などの相談に対
し、事業の譲り渡しや譲り受け
等に関する助言、情報提供およ
びマッチング支援などを行って
います。会社や従業員、そして
地域の未来のため、バトンをつ
なぐ準備を始めませんか。まず
はお気軽にご相談ください。

ひきこもり状態にある人や
その家族への支援

事業継承を県と関係機関が
全力でサポートします

▼参加事業所　10事業所（予
定）
※事前の申し込みは不要。雇用
保険受給者は求職活動の実績に
該当。参加事業所は確定後に市
社協ホームページへ掲載。当日、
参加できない場合はオンライン
での面談も可能（要相談）。
■問弘前福祉人材バンク（弘前
市社会福祉協議会内、☎ 36-
1830）

▼とき　11月 12日（金）、午
後１時～４時（受け付けは午後
０時30分～３時）
▼ところ　ヒロロ（駅前町）４
階市民文化交流館ホール
▼対象　市内の事業所に就職を
希望する人で、ハローワークに
求職登録している人（当日の登
録も可）
▼参加企業数　15社程度
▼持ち物　履歴書、ハローワー
ク受付票（ハローワークに求職
登録している人）
▼参加料　無料
※事前の申し込みは不要。入
退場自由。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
は Skype（スカイプ）面談の
実施が可能です（事前申込制）。
ヒロロ３階の託児室を利用でき
ます（事前申込制）。
■問Ｉ・Ｍ・Ｓ（ヒロロ〈駅前町〉
３階、弘前就労支援センター内、
☎55-5608）

　市内での災害時にボランティ
ア活動が円滑に実施できるよ
う、災害ボランティアの事前登

ひろさき就職説明会＆面接会

災害ボランティアの事前登録
受け付け開始

録者を募集します。
▼対象　高校生以上で弘前圏域
８市町村在住の個人、団体
▼活動内容　市内での災害時の
被災者支援活動（家屋などの生
活復旧活動など）
▼登録期間　令和４年３月 31
日（木）まで
▼申し込み方法　登録票に必要
事項を記入の上、提出を。
※登録票は弘前市社会福祉協議
会ホームページでダウンロード
できます。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
■問弘前市ボランティアセンター
（☎33-2039、■■ＨＨ http://ww
w.hirosaki-shakyo.jp/）

【新型コロナウイルスワクチン
接種者の献血受け入れ】
　新型コロナウイルスのRNA
ワクチン（mRNAワクチン）の
接種者は、１回目、２回目とも
に接種48時間後から献血への
協力が可能です。
※現在、国内で承認されている
RNAワクチンは、ファイザー
社と武田／モデルナ社製。
【新型コロナウイルス既感染者
の献血受け入れ】
　新型コロナウイルス既感染者
のうち、症状消失後（無症状の
場合は陽性となった検査の検体
採取日から）４週間が経過し、
回復後に治療や通院を要する後
遺症がなく、全身状態が良好で
あることが確認できれば、献血
への協力が可能です。
【献血バスの受け入れ事業所を
募集】
　献血バスの大きさは、長さ
11m、幅 3m、高さ 3.5mです。
検討いただける場合は連絡を。
■問青森県赤十字血液センター
（☎017-741-1512）

青森県赤十字血液
センターのお知らせ

（※）…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。

各種スポーツ・体操教室

2021 ヨネックスソフトテニス
キッズアカデミー
■■時時 11 月３日（水・祝）、午前の部（５
歳～８歳）…午前 10時～正午／午
後の部（８歳～ 10歳）…午後１時
30分～３時 30分
■■所所岩木山総合公園（百沢
字裾野）体育館
■■内内ソフトテニスの初心者講習
■■定定各回 24人（先着順）　■■￥￥無料
■■問問 10 月 31 日（日）までに、岩木
山総合公園（☎ 83-2311）へ。

かけっこ教室
■■時時 11月４日（木）・８日（月）・11
日（木）・12日（金）・15日（月）・
17日（水）の午後４時30分～６時
■■所所河西体育センター
■■内内走る・跳ぶ等の全身運動、音楽に
合わせてのジャンプトレーニング等
■■定定市内の小学生＝ 30人程度
■■￥￥無料　■■持持なわとび
■■問問 10 月 27日（水・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。

小学生水泳教室
■■時時 11 月５日～ 12 月 17 日の毎週
金曜日、午後５時～６時
■■所所温水プール石川（小金崎字村元）
■■内内水慣れ、伏し浮き、板キック、ク
ロール等　■■定定市内の小学生＝ 20人
■■￥￥無料　■■持持水着、水泳帽、ゴーグル、
バスタオル
■■問問 10 月 25日（月・必着）までに、
往復はがき（※）で金属町体育セン
ター（〒 036-8245、金属町１の９、
☎ 87-2482）へ。

リフレッシュ☆ストレッチ教室
■■時時 11月６日～12月
25 日の毎週土曜日、
午 前 10 時 30 分 ～
11時 30分
■■所所金属町体育センター集会室
■■内内自宅でもできる簡単なストレッチ
■■定定市民＝ 12人　■■￥￥無料
■■問問 10 月 25日（月・必着）までに、
往復はがき（※）で金属町体育セン
ター（〒 036-8245、金属町１の９、
☎ 87-2482）へ。

チェア体操教室
■■時時 11 月９日～ 12 月 28 日の毎週
火曜日（11月 23日を除く）、午後
１時 30分～２時 30分
■■所所河西体育センター会議室
■■内内いすに座ってできるストレッチ、
音楽に合わせてのリズム体操など
■■定定市民＝８人　■■￥￥無料
■■問問 10 月 27日（水・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。

プールで筋トレ・脳トレ
水中ウォーキング教室
■■時時 11 月 10 日～ 12 月 22 日の毎
週水曜日（11月 17日を除く）、午
前 10時 30分～ 11時 30分
■■所所河西体育センター
■■内内水中ウオーキングの基本等
■■定定市民＝ 15人程度　■■￥￥無料
■■持持水着、水泳帽、バスタオル
■■問問 10 月 27日（水・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。

～認知症を予防しよう！～
☆楽しく健康教室☆
■■時時 11 月 11 日～ 12 月 23 日の毎
週木曜日（11月 18日を除く）、午
後１時 30分～２時 30分
■■所所金属町体育センター集会室
■■内内軽いリズム体操や脳トレ等
■■定定市民＝ 12人　■■￥￥無料
■■問問 10 月 29日（金・必着）までに、
往復はがき（※）で金属町体育セン
ター（〒 036-8245、金属町１の９、
☎ 87-2482）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

■■ＦＦ…ファクス　■■ＥＥ…Ｅメール　■■ＨＨ…ホームページ　■■問問…問い合わせ・申込先


