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ところ　本郷支所周辺
内�　容　天保の大飢饉で亡くなった人を弔うために

始まった「二十三夜祭」から続く夏祭り
●ステージイベント
総合技術高校の吹奏楽、安芸本郷太鼓、地元小学校
の甲冑セレモニー、隆景音頭の披露 など
●商店街でのイベント
やっさ踊り、みこし太鼓、臨空港都市ほんごう大音
頭、武者行列、隆景フォトコンテスト など
●花火とジャズ演奏
ジャズ演奏に併せた2017発の花火

無�料送迎バス　船木・北方・南方コミュニティ
センターから送迎バスを運行します。

行き：各コミセン発 17時、18時　
帰り：JR本郷駅発 21時20分、22時

ところ　集合：三原港
内�　容　①練習船に乗船し、三原の海に生息するプラン

クトンを採取して環境を調べる②牛乳パックで蒸気船
を作り、ろうそくの火で動かすことで、二酸化炭素の
発生について学ぶ
対　象　小学４～６年生
定　員　30人程度（申し込み先着順）
用�意する物　昼食、飲み物、筆記用具、500mlの牛乳

パック
申�し込み　20日（木）（必着）までに、郵送、ファクスま

たはＥメールで①住所②名前③学校名④学年⑤電話
番号を生活環境課（〒723-8601港町三丁目５番１号
☎0848・67・6194�� 0848・67・6164 seikatsuka
nkyo@city.mihara.hiroshima.jp）へ

� 2017沼田本郷夏まつり実行委員会
　（本郷町観光協会内☎0848・86・5717
　　※月～金曜日９時～12時。）

ところ　沼田川河川敷（本郷町船木）
※駐車場があります。
●親子水辺教室（９時～11時）
内�　容　水辺に住む生き物を採取・観察し、確認した種

類などから水質を調べる
対　象　小・中学生
※小学１・２年生は保護者同伴。
定　員　30組（申し込み先着順）
申�し込み　７月21日（金）（消印有効）までに、郵送、フ

ァクスまたはＥメールで①住所②名前③学年④電話
番号を生活環境課（〒723-8601港町三丁目５番１号
☎0848・67・6194�� 0848・67・6164 seikatsuka
nkyo@city.mihara.hiroshima.jp）へ
●本郷沼田川あゆまつり（10時～15時）
内�　容　アユのつかみ捕り（有料）、塩焼きの販売 など
※希望者は直接、会場へ。
�本郷沼田川漁業協同組合
　（☎0848･86･6121※月・水・金曜日９時～12時。）

2017沼田本郷夏まつり ７月22日（土）15時30分～21時　

▶夜空に打ち上がる花火とメイン会場 メイン会場は
JR本郷駅から
徒歩約５分

30日（日）９時～15時15分

海の環境教室・エネルギー環境教室
海底観察とプランクトン採取
廃棄物を使って省エネ実験

▶武者行列

▶やっさ踊り

８月６日（日）

親子水辺教室・
本郷沼田川あゆまつり
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�問い合わせ先

　映画の上映と消防職員
による東日本大震災での
活動報告を行います。
入場料　①無料②300円
※①は上映中に避難訓練
を実施します。

入�場料　1,200（1,000）円、3
歳～高校生1,000（800）円、
60歳以上1,100（1,000）円

※（　）内は割引券利用の料金。
※障害者手帳を提示した人は
1,000円。
※年齢などを証明できる物の
提示が必要です。
割�引券設置場所　リージョン

プラザ、ポポロ、中央図書
館、中央公民館、各文化センター、フジグラン三原、
うきしろロビー　ほか

内　容
　①映画上映「みんなの学校」（10時30分～）
　②パネルディスカッション（12時15分～）　
　③映画上映「さとにきたらええやん」（13時30分～）
※②と③の間に約45分の休憩があります。会場で軽食
の販売もあります。
入場料　500円、中学生以下無料
※障害者手帳を提示した人は無料。
販�売場所　リージョンプラザ、ポポロ、うきしろロビー　

ほか

入�場料　1,800（1,500）円、大
学生1,500（1,300）円、３
歳 ～ 高 校 生1,000（800）
円、60歳以上1,100円、ど
ちらかが50歳以上の夫婦２
人で2,200円

※（　）内は割引券利用の料金。
※前売り券は1,100円。
※障害者手帳を提示した人は
1,000円。

※年齢などを証明できる物の提示が必要です。
前�売り券販売場所　リージョンプラザ、ポポロ、フジグ

ラン三原、うきしろロビー
割�引券設置場所　リージョンプラザ、ポポロ、中央図書

館、中央公民館、各文化センター、フジグラン三原、
うきしろロビー　ほか

映画のつどい 知ることから始めよう�障害者と雇用について
　映画上映とパネルディスカッションで障害のある人の
働き方について考えます

９日（日）①10時30分～②14時～

16日（日）①10時30分～②14時～

29日（土）10時30分～15時15分

26日（水）①10時30分～②14時～③18時30分～

東日本大震災 アニメ浪江町消防団物語 無念

この世界の片隅に

さとにきたらええやんみんなの学校

家族はつらいよ２

特別劇場

家族劇場

家族劇場家族劇場

特別劇場

　三原出身の写真家 川西正幸さんによる写真教室。続
日本100名城に選ばれた三原城跡や尾道の景色、寺、町
並みなどの撮影実習を行います。
と�ころ　集合:ＪＲ三原駅
対　象　中学生以上
定　員　25人（申し込み先着順）
参�加費　6,000円、高校生以下

5,000円
※テキスト・昼食代、交通費、保
険料を含みます。
用�意する物　デジタルカメラ、

予備バッテリーなど
※スマートフォンでの参加はで
きません。
申し込み先　リージョンプラザ ▲�川西正幸さん

リージョンプラザ

�リージョンプラザ（☎0848・64・7555）

リージョンプラザ写真教室
15日（土）8時30分～
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宇根山天文台

読み語りと音楽の集い

青少年健全育成大会
「育てよう いきいき 三原っこ」・
「社会を明るくする運動」・　
「減らそう犯罪」

内�　容　織姫（ベガ）と彦星（アルタイル）や天の川、夏の
星座などの観望。地元団体によ
るハーモニカ演奏会
入�館料　310円、中高生210円、

小学生100円、小学生未満無料
� 生涯学習課（☎0848・64・213 

7）、 宇根山天文台（☎0847・
32・7145※開館日のみ。）

　世代を越えて、音楽やアートを通して平和や命の尊さ
を考えます。
ところ　中央公民館
●読み語りと音楽の集い（13時30分～15時30分）
内　容　平和の本の朗読、しの笛やオカリナの演奏など
※希望者は直接、会場へ。
●ワークショップ（９時30分～11時30分）
内�　容　折り染め和紙の灯籠作り、

マラカス作り
参加費　300円
用�意する物　500mlのペットボト

ル２本
申�し込み　８月３日（木）までに生

涯学習課（☎0848・64・2137）へ

と�ころ　リージョンプラザ 文化ホール
●式典（14時～14時50分）
●�記念講演会（14時50分～15時
50分）
演　題　一歩一歩を大切に
講�　師　ＲＣＣアナウンサー　

横山雄二さん
� 生涯学習課（☎0848・64・2137）

８月５日（土）9時30分～15時30分

８日（土）14時～15時50分

９月24日（日）14時～

オーケストラ・アンサンブル金沢�三原公演
井上道義×三浦文彰　ベートーベン

七夕観望会＆ハーモニカ演奏会

　指揮者 井上道義が率いるオーケス
トラ・アンサンブル金沢とバイオリニスト 三浦文彰が
ベートーベンを奏でます。
予�定曲　バイオリン協奏曲ニ長調op.61、交響曲第6番

ヘ長調「田園」op.68　ほか
入場料　Ｓ席6,000円、Ａ席5,000円　
※25歳以下は半額。年齢を証明できる物の提示が必要
です。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
販売場所　ポポロ、ポポロオンライン　ほか

　三原シンフォニック・ウインド・アンサンブルの定期演
奏会。コンサート中に地震発生を想定して避難訓練を行
います。
予�定曲　ボロディン／歌劇『イーゴリ公』より「ダッタン

人の踊り」、ガーシュイン／パリのアメリカ人　ほか
※入場には整理券が必要です。配布は７月３日（月）10
時からポポロで（１人２枚まで）。

芸術文化センター ポポロ

�芸術文化センター ポポロ（☎0848･81･0886）

８月20日（日）14時～

三原シンフォニック・ウインド・アンサンブル第46回定期演奏会
ポポロ避難訓練 要入場整理券

全席指定
入場券販売中

８日（土）18時～22時　※演奏会は19時から。

入場料無料

入場料無料

▶井上道義　

三浦文彰▲

▶オーケストラ・アンサンブル金沢

▶横山雄二さん

▶ �折り染め和紙の
灯籠
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�問い合わせ先

ところ　消防署、リージョンプラザ
内　容▲

体験コーナー：ポンプ車放水、ロープ渡りなど▲  

学習コーナー：救急救命（Ａ
ＥＤ）講習、消火器の取り扱
いなど▲  

ふれあいコーナー：防火サ
イコロ、記念写真撮影など

� 消防本部予防課（☎0848・
64・5927）

●地蔵祭り
と　き　18時～22時
ところ　向田港（鷺浦町向田野浦）
内�　容　飲食物の販売、カラオケ大会、地蔵踊りなど
●講演会
と�　き　14時～16時
と�ころ　サギ・セミナー・

センター（鷺浦町向
田野浦）
演�　題　和霊石地蔵に

ついて
講�　師　大和郡山市教

育委員会　山川 均
さん
定�　員　70人（申し込み先着順）
申�し込み・問い合わせ先　事務局 山本さん（☎090・78 

94・5545※月～金曜日10時～16時。）

※いずれも18時～21時。
※雨天中止。
内�　容　屋台での飲食物の販売、風船釣りなどのゲーム 

など
� 三原商栄会連合会事

務局（商工会議所内
☎0848・62・6155）

１日（土）、８日（土）、15日（土）
本町中央通り・本町一丁目・帝人通り商栄会
29日（土）宮沖商栄会
８月５日（土）浮城東通り商栄会

三原半どん夜市

内　容　市内業者が生産・加工した農水産物の販売

�商工会議所（☎0848・62・6155）

15日（土）８時～11時　軽トラ朝市

出店料　1区画につき1,000円／日
申し込み　商工会議所へ

定　員　50店（申し込み先着順）
出店料　無料
申し込み　商工会議所へ

出店者の募集

出店者の募集

１日（土）・２日（日）９時～　骨
こっとう
董市＆フリーマーケット

ところ　本郷支所周辺
内�　容　飲食物の販売やゲームなど
� 本郷振興協同組合（三原臨空商工会内☎0848･86･2238）

15日（土）17時～21時※少雨決行。
土曜夜市

７月８日（土）～８月31日（木）９時～17時

７月８日（土）～８月31日（木）９時～17時
施　設　更衣室、シャワー など

海水浴

幼児プール

●水上安全講習（13時～）
●救急救命講習（13時30分～）
参加機関　三原消防署
●�スイカ割り、ビーチフラッグ
対決など（14時～）
対　象　小学生以下

７月23日（日）13時～
潮
しおさい
祭

すなみ海浜公園 無料駐車場 230台

15日（土）15時～17時
三原消防まつり

三原駅前市民広場のイベント

22日（土）14時～22時
和霊石地蔵の地蔵祭り・講演会

対　象　小学生以下の子と保護者
※おむつを着けている子の入場はご遠慮ください。
※幼児には必ず保護者が同伴してください。
施�　設　水深50cm・70cmの幼児プール、水遊び場、噴

水、更衣室、シャワー

� 三原観光協会（☎0848・67・5877）、 すなみ海浜公園
管理棟（期間中☎0848・67・0277）


