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人材募集やイベントなど、皆さんの参加を待っています！
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参加者
募集

　備後圏域内の事業所や起業希望者を支援する福山ビジネス
サポートセンターFuku-Bizのセンター長 高

たかむら
村 亨

とおる
さんが相談

会を開催します。
■■時　25日(月)11時～17時(1事業者につき1時間)
■■所　市役所本庁3階
■■対　市内に事業所がある、または市内に
事業所を開設する予定の人
■■定　5事業者　
■■申　2 2 日 ( 金 ) ま で に 商 工 振 興 課
(■■TEL 0848-67-6072 ■■FAX 0848-64-
4103)へ

令和4年度S
ス タ ー ト

tart-u
アップ

p創出C
シ テ ィ

ity C
カ レ ッ ジ

ollegeを開催！(8月21日(日)開講)参加者
募集

体 制 イメー ジ

➡
➡

･県立広島大学(HBMS)
(理論などの講義を支援)
･起業家（EO Setouchiなど)
(事業実践を伴走型で支援)
･金融機関
(資金などの支援)
･市
(商品開発助成、広報などを支援)

SCC参加者

事業が
動き出す！

　市内で起業をめざす人や社内ベンチャーなどの「事業が実際に動
き出す 」ところまでをバッ クアッ プする「Star t -up創出City 
College(SCC)」の参加者を募集します。基礎知識の習得から事業の
実践までを行うカリキュラムで、若手起業家集団「E

イーオー
O S

セ ト ウ チ
etouchi」な

どの起業家や県立広島大学の経営専門職大学院(HBMS)、金融機関
などと連携してあなたの構想した事業の実現を支援します。
■■時　令和4年8月～令和5年3月(全9回)
■■所　中央図書館
■■対　市内で起業したい人、社内ベンチャーに取り組む人
※市外在住の人も応募できます。
■■定　10人程度
※人数を大幅に超過した場合は調整することがあります。
■■￥　10万円／1人
■■申　8月8日(月)までにSCC■■HP 専用申し込みフォームから
■■問　SCC運営事務局((株)まちづくり
三原■■TEL 0848-63-5538)

日時 講座タイトル 講師

7月27日(水)
13:30～15:00 企業向け 女性活

躍推進セミナー

Workstep株式会社
代表取締役　
田中 彩さん8月3日(水)

13:30～15:00

企業向け 女性活躍推進セミナー受講企業
募集

■■所　三原駅前スペース サテラス
■■内　女性人材の確保と活躍のための環境整備を学ぶセミナー
■■対　市内に事業所のある企業
■■定　各回20社(要申し込み)
■■申　20日(水)までに専用申し込みフォームから
※申し込みフォームは市■■HP からもアクセスできます。
■■問　商工振興課(■■TEL 0848-67-6013) ➡市■■HP 

創業支援講座受講生
募集

■■時　7月9日(土)･23日(土)、8月6日(土)･20日(土)
※いずれも14時～16時。
■■所　サン･シープラザ4階
※ウェブ会議サービス「Z

ズ ー ム
oom」でも受講できます。

■■対　市内での創業･起業に興味がある人
■■申　希望する回の7日前までに、専用申し込みフォー
ムから
■■問　（株）まちづくり三原 (■■TEL 0848-63-5538)

➡SCC■■HP 

➡ EO Setouchi
初代会長
吉村公孝さん
(三原市出身)

➡市■■HP 

「起業家が学び成長するこ
とを支援する」という理念
の下で、活動する起業家集
団。起業の心構えや経営に
ついて、実体験に基づきア
ドバイスします。

専用申し込み➡
 フォーム　　　

EO Setouchiとは

支援

実践

Fuku-Bizセンター長 ➡
 高村 亨さん
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心配ごと相談

29日を除く毎週金曜日
13時～16時

サン･シープラザ4階 社会福祉協議会･各地域センター
■■TEL 0848-63-0570

14日(木)･28日(木) 本郷保健福祉センター ■■TEL 0848-86-3607
6日(水)･20日(水)、8月3日(水)

9時～12時
久井保健福祉センター ■■TEL 0847-32-7101

8日(金) 大和保健福祉センター ■■TEL 0847-34-1214
15日(金) 大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

児童虐待通告窓口 毎日 24時間 【電話相談】保健福祉課　■■TEL 0848-67-6088
弁護士法律相談
※要予約。

15日(金)
※受け付けは5日(火)8時30分から。 13時～16時 中央公民館 生活環境課 

■■TEL 0848-67-6179

消費生活相談 18日を除く毎週月～金曜日 9時～12時、
13時～16時

市役所本庁3階
※電話相談も可。 消費生活センター

■■TEL 0848-67-6410消費生活巡回相談
※要予約。 8日(金)･15日(金)･22日(金) 14時～16時 本郷･久井･大和支所

障害者なんでも相談
※要予約。

25日(月) 14時～16時 本郷保健福祉センター 障害者生活支援センター
■■TEL 0848-63-3319
■■FAX 0848-63-3359

27日(水)
10時～12時

久井保健福祉センター
8日(金) 大和保健福祉センター

自立サポート相談 18日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 サン･シープラザ4階 自立相談支援センターみはら
■■TEL 0848-67-4568

家庭児童相談 18日を除く毎週月～金曜日 9時～17時 市役所本庁2階 家庭児童相談
■■TEL 0848-61-0121

不登校等に関する
悩み相談 18日を除く毎週月～金曜日 9時～16時30分 リージョンプラザ2階

※電話相談も可。
三原ふれあい相談室
■■TEL 0848-64-7201

学校生活の悩み･
体罰などの相談 18日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 【電話相談】三原子どもサポートダイヤル　■■TEL 0848-67-6173

※時間外は留守番電話で対応。

人権相談

14日(木) 13時～16時　 サン･シープラザ4階 人権推進課
■■TEL 0848-67-6044

18日を除く毎週月～金曜日
10時～16時　

市役所本庁3階
人権文化センター ■■TEL 0848-66-1111
本郷人権文化センター ■■TEL 0848-86-3333
大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

8時30分～17時15分 【電話相談】法務局常設電話相談所　■■TEL 0570-003-110
女性相談
(ＤＶや家庭不和など) 18日を除く毎週月～金曜日 9時30分～16時 市役所本庁2階

※電話相談も可。
女性相談室
■■TEL 0848-61-0122

行政相談 11日(月) 13時～16時
サン･シープラザ4階 社会福祉協議会

■■TEL 0848‐63‐0570不動産相談 15日(金) 10時～15時
戦没者遺族相談 7日(木)･21日(木)、8月4日(木) 13時～16時

くらしの無料相談窓口
相談の種類 とき ところ 申し込み･問い合わせ先

久井歴史民俗資料館
夏休み親子体験講座

受講生
募集

■■時　 ①7月31日(日)②8月28日(日)※いずれも13時30分
～16時。
■■所　久井歴史民俗資料館
■■内　3Ｄプリンターを使って節句どろ人形の作製
【講師】広島大学准教授　川田和男さん
■■対　①②の両日程に参加できる小
学3年生～中学生とその保護者
■■定　15組30人(申し込み多数
の場合抽選)
■■￥　700円(2日分)
■■用　②絵の具セット
■■申　20日(水)までに専用申し
込みフォームから
■■問　文 化 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 4 -
9234■■FAX 0848-67-5912)

専用申し込み
フォーム➡

久井夏休み短期水泳教室受講生
募集

■■時　8月11日(木)･13日(土)を除く7月26日(火)～8月25
日(木)の火･木･土曜日(全12日)
①10時～10時50分②11時～11時50分
■■所　久井B＆G海洋センター
■■対　小学生
■■定　各30人
■■￥　6,700円
■■申　7月2日(土)～18日(月)に申込書(提出先に用意)を久
井B＆G海洋センターへ
■■問　 三原市水泳連盟事務局　田中さん(■■TEL 090-8065-
2606)

■■内　派遣された指導員が、やっさ踊りを教えます。
※講師の派遣は1回1時間程度、1団体2回まで。
■■対　10人以上の団体
※要申し込み。
■■申　希望日の2週間前までに観光課(■■TEL 0848-67-6015■■FAX 0848-64-4103)へ

参加者
募集

生涯学習出前講座　
1日で踊れるやっさ踊り教室

■■時　7月21日(木)～8月11日(木)の毎週木曜日
①18時～19時(初心者･子供向け)
②19時～20時(中級者以上向け)
■■所　リージョンプラザ
■■内　踊りやはやし言葉の練習など　
【講師】三原やっさ踊り振興協議会
※申し込み不要。
■■問　観 光 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 7 - 6 0 1 5
■■FAX 0848-64-4103)

参加者
募集 やっさ踊り教室

■■時　7月7日(木)～8月11日(木)の毎週木曜日※いずれも18時30分～20時30分。
■■所　中央公民館
■■内　唄、三味線、太鼓、笛、かねの指導
※申し込み不要。
■■問　観光課(■■TEL 0848-67-6015)

参加者
募集 やっさ地

じ か た

方教室 小･中学生のための天文教室受講生
募集

　8月1日～7日のスター･ウィークに合わせて、夏の大三
角の立体模型作りや教科書に載っている星座をプラネタ
リウム上映で学習する講座を開催します。中学生には、高
校入試理科の天文関係問題の解説も行います。
■■時　8月6日(土)①10時～12時②13時～15時
■■所　南小学校体育館
■■対　①小学5･6年生②中学生
■■定　各20人(要申し込み)
■■￥　300円
■■申　7月27日(水)までに専用申し
込みフォームから
■■問　生 涯 学 習 課
(■■TEL 0848-67-6147)

➡市■■HP 

三原に来
K i a

オ
O

ラ
r a

！
(フォトコンテスト)

コンテスト
募集

　ニュージーランド パーマストン･ノース市との姉妹都
市交流の一環で行う写真コンテストの作品を募集します。
　募集した写真はパーマストン･ノース市の市民の皆さ
んに投票してもらい、投票数が多かった上位３人には、
ニュージーランドの特産品をプレゼントします。タイト
ルに入れたニュージーランドで歓迎のあいさつとして
も使われる言葉「K

キ
ia O

オ ラ
ra」のように、写真でニュージ

ーランドの皆さんを歓迎し、三原を紹介しませんか。
【テーマ】三原の魅力が伝わる一枚
■■対　市内在住の人
■■申　22日(金)までに専用申し
込みフォームから
■■問　経 営 企 画 課 ( ■■TEL 0848-
67-6270)

➡市■■HP 

歴史民俗資料館　
夏休み子ども体験講座

受講生
募集

■■時　8月3日(水)･6日(土)※いずれも13時30分～15時30分。
■■所　歴史民俗資料館
■■内　「和とじ」という方法を使ったオリジナルノート作り
【講師】歴史民俗資料館学芸員
■■対　小学3年生～中学生
■■定　 各日10人(申し込み多
数の場合抽選)
■■￥　300円
■■用　はさみ、のり
■■申　20日(水)までに専用申
し込みフォームから
■■問　文化課(■■TEL 0848-64-
9234■■FAX 0848-67-5912)

専用申し込み
フォーム➡

夏季陸上教室受講生
募集

　短距離走や走り幅跳びを通して「走る」・「跳ぶ」楽し
さを体験できる陸上教室を開催します。
■■時　30日(土)9時～11時30分
■■所　･ ■■申　やまみ三原運動公園
(■■TEL 0848-66-3900)
■■内　陸上競技の基礎指導
■■対　小·中学生
■■￥　300円
【申込期限】22日(金)まで

➡市■■HP 

専用申し込み
フォーム➡

やまみ三原
運動公園■■HP ➡

1とき　2ところ　3内容　4出演　5対象　6資格　7定員　8料金　9用意する物　A申し込み･先　B問い合わせ先　D電話番号　F FAX　Cホームページ 1011 ● 広報みはら／令和4年7月号 ●



心配ごと相談

29日を除く毎週金曜日
13時～16時

サン･シープラザ4階 社会福祉協議会･各地域センター
■■TEL 0848-63-0570

14日(木)･28日(木) 本郷保健福祉センター ■■TEL 0848-86-3607
6日(水)･20日(水)、8月3日(水)

9時～12時
久井保健福祉センター ■■TEL 0847-32-7101

8日(金) 大和保健福祉センター ■■TEL 0847-34-1214
15日(金) 大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

児童虐待通告窓口 毎日 24時間 【電話相談】保健福祉課　■■TEL 0848-67-6088
弁護士法律相談
※要予約。

15日(金)
※受け付けは5日(火)8時30分から。 13時～16時 中央公民館 生活環境課 

■■TEL 0848-67-6179

消費生活相談 18日を除く毎週月～金曜日 9時～12時、
13時～16時

市役所本庁3階
※電話相談も可。 消費生活センター

■■TEL 0848-67-6410消費生活巡回相談
※要予約。 8日(金)･15日(金)･22日(金) 14時～16時 本郷･久井･大和支所

障害者なんでも相談
※要予約。

25日(月) 14時～16時 本郷保健福祉センター 障害者生活支援センター
■■TEL 0848-63-3319
■■FAX 0848-63-3359

27日(水)
10時～12時

久井保健福祉センター
8日(金) 大和保健福祉センター

自立サポート相談 18日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 サン･シープラザ4階 自立相談支援センターみはら
■■TEL 0848-67-4568

家庭児童相談 18日を除く毎週月～金曜日 9時～17時 市役所本庁2階 家庭児童相談
■■TEL 0848-61-0121

不登校等に関する
悩み相談 18日を除く毎週月～金曜日 9時～16時30分 リージョンプラザ2階

※電話相談も可。
三原ふれあい相談室
■■TEL 0848-64-7201

学校生活の悩み･
体罰などの相談 18日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 【電話相談】三原子どもサポートダイヤル　■■TEL 0848-67-6173

※時間外は留守番電話で対応。

人権相談

14日(木) 13時～16時　 サン･シープラザ4階 人権推進課
■■TEL 0848-67-6044

18日を除く毎週月～金曜日
10時～16時　

市役所本庁3階
人権文化センター ■■TEL 0848-66-1111
本郷人権文化センター ■■TEL 0848-86-3333
大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

8時30分～17時15分 【電話相談】法務局常設電話相談所　■■TEL 0570-003-110
女性相談
(ＤＶや家庭不和など) 18日を除く毎週月～金曜日 9時30分～16時 市役所本庁2階

※電話相談も可。
女性相談室
■■TEL 0848-61-0122

行政相談 11日(月) 13時～16時
サン･シープラザ4階 社会福祉協議会

■■TEL 0848‐63‐0570不動産相談 15日(金) 10時～15時
戦没者遺族相談 7日(木)･21日(木)、8月4日(木) 13時～16時

くらしの無料相談窓口
相談の種類 とき ところ 申し込み･問い合わせ先

久井歴史民俗資料館
夏休み親子体験講座

受講生
募集

■■時　 ①7月31日(日)②8月28日(日)※いずれも13時30分
～16時。
■■所　久井歴史民俗資料館
■■内　3Ｄプリンターを使って節句どろ人形の作製
【講師】広島大学准教授　川田和男さん
■■対　①②の両日程に参加できる小
学3年生～中学生とその保護者
■■定　15組30人(申し込み多数
の場合抽選)
■■￥　700円(2日分)
■■用　②絵の具セット
■■申　20日(水)までに専用申し
込みフォームから
■■問　文 化 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 4 -
9234■■FAX 0848-67-5912)

専用申し込み
フォーム➡

久井夏休み短期水泳教室受講生
募集

■■時　8月11日(木)･13日(土)を除く7月26日(火)～8月25
日(木)の火･木･土曜日(全12日)
①10時～10時50分②11時～11時50分
■■所　久井B＆G海洋センター
■■対　小学生
■■定　各30人
■■￥　6,700円
■■申　7月2日(土)～18日(月)に申込書(提出先に用意)を久
井B＆G海洋センターへ
■■問　 三原市水泳連盟事務局　田中さん(■■TEL 090-8065-
2606)

■■内　派遣された指導員が、やっさ踊りを教えます。
※講師の派遣は1回1時間程度、1団体2回まで。
■■対　10人以上の団体
※要申し込み。
■■申　希望日の2週間前までに観光課(■■TEL 0848-67-6015■■FAX 0848-64-4103)へ

参加者
募集

生涯学習出前講座　
1日で踊れるやっさ踊り教室

■■時　7月21日(木)～8月11日(木)の毎週木曜日
①18時～19時(初心者･子供向け)
②19時～20時(中級者以上向け)
■■所　リージョンプラザ
■■内　踊りやはやし言葉の練習など　
【講師】三原やっさ踊り振興協議会
※申し込み不要。
■■問　観 光 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 7 - 6 0 1 5
■■FAX 0848-64-4103)

参加者
募集 やっさ踊り教室

■■時　7月7日(木)～8月11日(木)の毎週木曜日※いずれも18時30分～20時30分。
■■所　中央公民館
■■内　唄、三味線、太鼓、笛、かねの指導
※申し込み不要。
■■問　観光課(■■TEL 0848-67-6015)

参加者
募集 やっさ地

じ か た

方教室 小･中学生のための天文教室受講生
募集

　8月1日～7日のスター･ウィークに合わせて、夏の大三
角の立体模型作りや教科書に載っている星座をプラネタ
リウム上映で学習する講座を開催します。中学生には、高
校入試理科の天文関係問題の解説も行います。
■■時　8月6日(土)①10時～12時②13時～15時
■■所　南小学校体育館
■■対　①小学5･6年生②中学生
■■定　各20人(要申し込み)
■■￥　300円
■■申　7月27日(水)までに専用申し
込みフォームから
■■問　生 涯 学 習 課
(■■TEL 0848-67-6147)

➡市■■HP 

三原に来
K i a

オ
O

ラ
r a

！
(フォトコンテスト)

コンテスト
募集

　ニュージーランド パーマストン･ノース市との姉妹都
市交流の一環で行う写真コンテストの作品を募集します。
　募集した写真はパーマストン･ノース市の市民の皆さ
んに投票してもらい、投票数が多かった上位３人には、
ニュージーランドの特産品をプレゼントします。タイト
ルに入れたニュージーランドで歓迎のあいさつとして
も使われる言葉「K

キ
ia O

オ ラ
ra」のように、写真でニュージ

ーランドの皆さんを歓迎し、三原を紹介しませんか。
【テーマ】三原の魅力が伝わる一枚
■■対　市内在住の人
■■申　22日(金)までに専用申し
込みフォームから
■■問　経 営 企 画 課 ( ■■TEL 0848-
67-6270)

➡市■■HP 

歴史民俗資料館　
夏休み子ども体験講座

受講生
募集

■■時　8月3日(水)･6日(土)※いずれも13時30分～15時30分。
■■所　歴史民俗資料館
■■内　「和とじ」という方法を使ったオリジナルノート作り
【講師】歴史民俗資料館学芸員
■■対　小学3年生～中学生
■■定　 各日10人(申し込み多
数の場合抽選)
■■￥　300円
■■用　はさみ、のり
■■申　20日(水)までに専用申
し込みフォームから
■■問　文化課(■■TEL 0848-64-
9234■■FAX 0848-67-5912)

専用申し込み
フォーム➡

夏季陸上教室受講生
募集

　短距離走や走り幅跳びを通して「走る」・「跳ぶ」楽し
さを体験できる陸上教室を開催します。
■■時　30日(土)9時～11時30分
■■所　･ ■■申　やまみ三原運動公園
(■■TEL 0848-66-3900)
■■内　陸上競技の基礎指導
■■対　小·中学生
■■￥　300円
【申込期限】22日(金)まで

➡市■■HP 

専用申し込み
フォーム➡

やまみ三原
運動公園■■HP ➡
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