
行 事行 事＆＆イベ ントイベ ント情 報情 報
E V E N T  i n f o r m a t i o n

EVENT STAGE ART MUSIC GOURMET etc...

新型コロナウイルス感染症の影響で掲載しているイベントなどが中止･延期となる場合が
あります。事前に主催者に確認してください。

9/11
(日)

7/9
(土)

9/3
(土)

7/18
(月･祝)

■■所　･■■問　 芸術文化センター ポポロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　15時から　【予定曲】「スター･ウォーズ」、「パイレ
ーツ･オブ･カリビアン」 ほか　■■出　齋藤 友香理(指揮)、
大阪交響楽団(管弦楽)、三代澤 康司(司会)　
■■￥　3,800円、ペア7,200円、25歳以下1,000円※小学
生から入場可。【販売場所】ポポロ、ポポロオンライン

■■所　中央森林公園
■■時　10時25分～15時15分
■■内　プ ロ の 自 転 車 ロ ー ド
レース大会
※飲食店の出店あり。
■■問　ヴィクトワール広島
(■■TEL 082-521-4736)

　市民ギャラリーに設置したピア
ノで、誰でも自由に演奏できます。
■■所　市民ギャラリー
■■時　9時～20時※7月16日(土)･23日
(土)･27日(水)、8月20日(土)･21日
(日)･23日(火)を除く。
関連イベント　おとなのためのコンサート
■■時　7月17日(日)11時から　■■出　渡辺朋子　■■定　70人(申し込み
不要)　■■問　文化課(■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912)

　生誕100年を迎える三原ゆかりの染
色家･杉谷冨代の入市被爆体験から生み
出された染色作品の展示や、市内に展示
されている作品を映像で紹介します。
■■所　･■■問　芸術文化センター ポポロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　9時～17時

　日本を代表するトロンボーン奏者･中
川 英二郎を中心に、世界のトップ奏者4
人で結成されたユニットによる日本ツアー。
■■所　･■■問　 芸術文化センター ポポロ(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　14時から　■■出　中川 英二郎、ジョゼフ･アレッシ、
マーシャル･ジルクス、ブラント･アテマ　■■￥　3,800
円、ペア7,200円、25歳以下1,000円※小学生から
入場可。【販売場所】ポポロ、ポポロオンライン

■■所　中央公民館
■■時　13時30分～15時30分　■■内　【第1部】講演「みはらの海の自
然と環境」　【第2部】映像「プラスチックと海の生き物たち」＆
クイズ※第2部終了後、ボランティアスタッフの説
明会があります。　■■出　海辺生き物講師　岡田和樹
さん　■■定　50人(要申し込み)　■■申　･■■問　15日(金)まで
にかんきょう会議浮城　村上さん(■■TEL 070-3968-
3564　Eメール:ukishiro2014@gmail.com)へ

　小早川家現当主から新たに購入した、小早川家に伝わる
貴重な資料８件を平成29年度に寄贈された資料と合わせ
て展示します。小早川家再興の経緯などを知ることができ
る内容となっています。
■■所　リージョンプラザ
■■時　9時～17時
■■問　文化課(■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912)

➡ ポポロ■■HP ➡ ポポロ■■HP 

大阪交響楽団三原特別演奏会
～ハリウッド映画
音楽特選～

JCL
ロードレースツアー2022第3戦
広島トヨタ広島ロードレース

➡公式
Facebook

三原の作家を知る･味わう 染色家 
杉谷冨代～生命を染める～

みはら･ストリート･ピアノ
「ドレ･ミハラ♪」in市民ギャラリー

スライド･モンスターズ　
ジャパンツアー
2022

海の日企画「海洋プラスチック
問題」を考えよう！

海水浴
■■時　9時～17時　【施設】更衣室、シャワー、海の家など
幼児プール
■■対　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50㎝･70㎝の幼児プール、水遊び場、噴水、更
衣室、シャワー
※利用者が多い場合、入場を制限することがあります。
海開きイベント
■■時　9日(土)10時から　■■内　安全祈願祭、ビーチフラッグ対決
(小学生以下対象)、キッチンカー出店、シェアビーチハウス
など　■■問　すなみ海浜公園管理棟(■■TEL 0848-67-0277)

■■所　キオラスクエア広場
おかず工房三原駅前店PRESENTS 夏Labo
■■時　16日(土)10時～16時
■■内　キッチンカーでの飲食の販売、めだかすくい、めだか販
売、くじ引き、森本 ケンタライブ(①11時～11時30分②
14時～14時30分)
※森本 ケンタさんのグッズ販売もあります。
■■問　㈱おかず工房三原駅前店(■■TEL 0848-29-5300)

GOGO!Water Festival キオラde水あそび
■■時　24日(日)10時～17時
■■内　芝生で水遊び、飲食ブース ほか
■■問　KOTOYA　小松さん(■■TEL 080-6332-0048）

　重松 清のベストセラー小説を実写映画化。幾度途切れ
ても必ずつながる親子の絆を描きます。
■■所　･■■問　リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
■■時　①10時30分～12時50分②13時30分～15時50分
■■￥　1,800(1,500)円、大学生･専門学生1,500(1,300)円、
3歳～高校生1,000(800)円、60歳以上1,200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。
【割引券付チラシ設置場所】
リージョンプラザ、うきしろ
ロビー、道の駅 みはら神明の
里 ほか

すなみ海浜公園のイベント

キオラスクエア
２周年記念イベント

リージョンプラザ映画のつどい
「とんび」

７/９（土）

～

８/３１（水）

7/16(土)
･24(日)

7/16
(土)

小早川 隆景展
～おかえりなさい。ふるさと三原～

7/30(土)

～

８/15(月)

市内でのイベントが満載！
ぜひチェックしてください。

➡みはら
イベントバコ

イベント情報集約サイト
「みはらイベントバコ」

三原のイベントを探すならココ！

無料駐車場　
230台

入場料無料

7/22（金）
～31（日）

～8/31
（水）

7/9(土)
～15（金）

■■所　宮浦公園
■■時　7時～7時30分
■■内　ラジオ体操･ストレッチ･ウオーキング(1km)
※申し込み不要。　
■■問　保健福祉課(■■TEL 0848-67-6053)

１週間チャレンジ！！　
ラジオ体操＆１kmウオーキング

7/20
（水）ほか スマホ教室

■■内　電話のかけ方･文字の入力方法･カメラの使い方など
【講師】ソフトバンクショップスタッフ
■■対　スマートフォンの基本操作を学びたい人(スマートフォ
ンを持っていなくても参加できます)
※申し込みは7月5日(火)10時から。
※10人以上集まらないときは中止することがあります。

開 催 日 定 員 申 込 期 限 ところ･申し込み先

7月20日（水）13時
30分～15時30分

20人

7月15日（金）中央公民館
(■■TEL 0848-64-2137 
■■FAX 0848-64-0137)8月10日（水）13時

30分～15時30分 8月5日（金）

8月2日（火）13時
30分～15時30分 7月28日（木）

本郷生涯学習センター
(■■TEL 0848-85-0701 
■■FAX 0848-85-0702)

8月4日（木）
10時30分～12時

8月1日（月）

大和文化センター
(■■TEL ■■FAX 兼用0847-33-
1115)

8月4日（木）
14時30分～16時 15人 和木公民館(■■TEL ■■FAX 兼

用0847-34-0804)

参加費無料

全席指定 全席指定

©Simon Yu

観戦料無料 申し込み不要

➡公式
Instagram

➡すなみ
海浜公園

公式Instagram

©2022「とんび」製作委員会

©飯島 隆

➡ 市■■HP 
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行 事行 事＆＆イベ ントイベ ント情 報情 報
E V E N T  i n f o r m a t i o n

EVENT STAGE ART MUSIC GOURMET etc...

新型コロナウイルス感染症の影響で掲載しているイベントなどが中止･延期となる場合が
あります。事前に主催者に確認してください。

9/11
(日)

7/9
(土)

9/3
(土)

7/18
(月･祝)

■■所　･■■問　 芸術文化センター ポポロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　15時から　【予定曲】「スター･ウォーズ」、「パイレ
ーツ･オブ･カリビアン」 ほか　■■出　齋藤 友香理(指揮)、
大阪交響楽団(管弦楽)、三代澤 康司(司会)　
■■￥　3,800円、ペア7,200円、25歳以下1,000円※小学
生から入場可。【販売場所】ポポロ、ポポロオンライン

■■所　中央森林公園
■■時　10時25分～15時15分
■■内　プ ロ の 自 転 車 ロ ー ド
レース大会
※飲食店の出店あり。
■■問　ヴィクトワール広島
(■■TEL 082-521-4736)

　市民ギャラリーに設置したピア
ノで、誰でも自由に演奏できます。
■■所　市民ギャラリー
■■時　9時～20時※7月16日(土)･23日
(土)･27日(水)、8月20日(土)･21日
(日)･23日(火)を除く。
関連イベント　おとなのためのコンサート
■■時　7月17日(日)11時から　■■出　渡辺朋子　■■定　70人(申し込み
不要)　■■問　文化課(■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912)

　生誕100年を迎える三原ゆかりの染
色家･杉谷冨代の入市被爆体験から生み
出された染色作品の展示や、市内に展示
されている作品を映像で紹介します。
■■所　･■■問　芸術文化センター ポポロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　9時～17時

　日本を代表するトロンボーン奏者･中
川 英二郎を中心に、世界のトップ奏者4
人で結成されたユニットによる日本ツアー。
■■所　･■■問　 芸術文化センター ポポロ(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　14時から　■■出　中川 英二郎、ジョゼフ･アレッシ、
マーシャル･ジルクス、ブラント･アテマ　■■￥　3,800
円、ペア7,200円、25歳以下1,000円※小学生から
入場可。【販売場所】ポポロ、ポポロオンライン

■■所　中央公民館
■■時　13時30分～15時30分　■■内　【第1部】講演「みはらの海の自
然と環境」　【第2部】映像「プラスチックと海の生き物たち」＆
クイズ※第2部終了後、ボランティアスタッフの説
明会があります。　■■出　海辺生き物講師　岡田和樹
さん　■■定　50人(要申し込み)　■■申　･■■問　15日(金)まで
にかんきょう会議浮城　村上さん(■■TEL 070-3968-
3564　Eメール:ukishiro2014@gmail.com)へ

　小早川家現当主から新たに購入した、小早川家に伝わる
貴重な資料８件を平成29年度に寄贈された資料と合わせ
て展示します。小早川家再興の経緯などを知ることができ
る内容となっています。
■■所　リージョンプラザ
■■時　9時～17時
■■問　文化課(■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912)

➡ ポポロ■■HP ➡ ポポロ■■HP 

大阪交響楽団三原特別演奏会
～ハリウッド映画
音楽特選～

JCL
ロードレースツアー2022第3戦
広島トヨタ広島ロードレース

➡公式
Facebook

三原の作家を知る･味わう 染色家 
杉谷冨代～生命を染める～

みはら･ストリート･ピアノ
「ドレ･ミハラ♪」in市民ギャラリー

スライド･モンスターズ
ジャパンツアー
2022

海の日企画「海洋プラスチック
問題」を考えよう！

海水浴
■■時 9時～17時　【施設】更衣室、シャワー、海の家など
幼児プール
■■対 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50㎝･70㎝の幼児プール、水遊び場、噴水、更
衣室、シャワー
※利用者が多い場合、入場を制限することがあります。
海開きイベント
■■時 9日(土)10時から ■■内 安全祈願祭、ビーチフラッグ対決
(小学生以下対象)、キッチンカー出店、シェアビーチハウス
など ■■問すなみ海浜公園管理棟(■■TEL 0848-67-0277)

■■所 キオラスクエア広場
おかず工房三原駅前店PRESENTS 夏Labo
■■時 16日(土)10時～16時
■■内 キッチンカーでの飲食の販売、めだかすくい、めだか販
売、くじ引き、森本 ケンタライブ(①11時～11時30分②
14時～14時30分)
※森本 ケンタさんのグッズ販売もあります。
■■問 ㈱おかず工房三原駅前店(■■TEL 0848-29-5300)

GOGO!Water Festival キオラde水あそび
■■時 24日(日)10時～17時
■■内 芝生で水遊び、飲食ブース ほか
■■問 KOTOYA　小松さん(■■TEL 080-6332-0048）

重松 清のベストセラー小説を実写映画化。幾度途切れ
ても必ずつながる親子の絆を描きます。
■■所 ･■■問 リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
■■時 ①10時30分～12時50分②13時30分～15時50分
■■￥ 1,800(1,500)円、大学生･専門学生1,500(1,300)円、
3歳～高校生1,000(800)円、60歳以上1,200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。
【割引券付チラシ設置場所】
リージョンプラザ、うきしろ
ロビー、道の駅 みはら神明の
里 ほか

すなみ海浜公園のイベント

キオラスクエア
２周年記念イベント

リージョンプラザ映画のつどい
「とんび」

７/９（土）

～

８/３１（水）

7/16(土)
･24(日)

7/16
(土)

小早川 隆景展
～おかえりなさい。ふるさと三原～

7/30(土)

～

８/15(月)

市内でのイベントが満載！
ぜひチェックしてください。

➡みはら
イベントバコ

イベント情報集約サイト
「みはらイベントバコ」

三原のイベントを探すならココ！

無料駐車場　
230台

入場料無料

7/22（金）
～31（日）

～8/31
（水）

7/9(土)
～15（金）

■■所　宮浦公園
■■時　7時～7時30分
■■内　ラジオ体操･ストレッチ･ウオーキング(1km)
※申し込み不要。
■■問　保健福祉課(■■TEL 0848-67-6053)

１週間チャレンジ！！　
ラジオ体操＆１kmウオーキング

7/20
（水）ほか スマホ教室

■■内 電話のかけ方･文字の入力方法･カメラの使い方など
【講師】ソフトバンクショップスタッフ
■■対 スマートフォンの基本操作を学びたい人(スマートフォ
ンを持っていなくても参加できます)
※申し込みは7月5日(火)10時から。
※10人以上集まらないときは中止することがあります。

開 催 日 定 員 申 込 期 限 ところ･申し込み先

7月20日（水）13時
30分～15時30分

20人

7月15日（金）中央公民館
(■■TEL 0848-64-2137 
■■FAX 0848-64-0137)8月10日（水）13時

30分～15時30分 8月5日（金）

8月2日（火）13時
30分～15時30分 7月28日（木）

本郷生涯学習センター
(■■TEL 0848-85-0701 
■■FAX 0848-85-0702)

8月4日（木）
10時30分～12時

8月1日（月）

大和文化センター
(■■TEL ■■FAX 兼用0847-33-
1115)

8月4日（木）
14時30分～16時 15人 和木公民館(■■TEL ■■FAX 兼

用0847-34-0804)

参加費無料

全席指定 全席指定

©Simon Yu

観戦料無料 申し込み不要

➡公式
Instagram

➡すなみ
海浜公園

公式Instagram

©2022「とんび」製作委員会

©飯島 隆

➡ 市■■HP 
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第 7 回Ａ 4 サイズの写真展 浦安宏「祭りと花田植」

中央図書館(JR三原駅前) ■■TEL 0848-62-3225

中央図書館＝第１火曜日
本郷･久井･大和図書館＝毎週火曜日、18日(月･祝)

■■申 ラフラフ(■■TEL ■■FAX 兼用0848-67-1123) 休館日 毎週火曜日
※申し込みは6日(水)から。※開館時間は10時～19時です。

■■問 文化課　
■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912

休館日図 書 館 から の お 知らせ

ペ アシティ三 原 西 館 2 階

認知症について知ろう、考えよう
■■所 ペアシティ三原西館4階 ■■時 10日(日)14時～16時　
■■内 認知症について学び、認知症の人の気持ちや接し方につ
いて考える　■■対 高校生　■■定 12人(要申し込み)

ママチャレンジ
■■所 ペアシティ三原西館4階 ■■時 11日(月)10時30分～11
時30分 ■■内自然素材を使った蚊よけスプレーづくり ■■対 18歳
までの子の母親※託児有り。 ■■定 10人(要申し込み) ■■￥ 800円

ラフラフt
ティーンズ
eens塾

■■所 ペアシティ三原西館4階 ■■時 24日(日)14時～16時　■■内 高
校生による勉強会 ■■対 小学生 ■■定 15人(要申し込み) ■■用勉強道具

高校生と一緒に「食から学ぼう、命の大切さ」
■■時 18日(月･祝)10時30分～11時30分 ■■内 工作や読み語り
など　■■対 保護者と3～5歳児 ■■定 8組(要申し込み) ■■￥100円

サマーフェスタコンサート
■■時 24日(日)①11時～12時②13時～14時
※出演者など詳しくは図書館■■HP で確認してください。

子ども司書のおはなし会
■■時 27日(水)①10時30分～10時50分②13時30分～13時50分

図書館員の手話のおはなし会
■■時 29日(金)11時30分～11時45分

E.Book英語絵本のよみかたり
■■時 30日(土)11時～11時30分

人形劇
■■時 31日(日)13時30分～14時 【演目】「へ
んしんマジック」「ぽんたのじどうはんばい
き」 ほか ■■出 みはら人形劇創造グループ

「人形劇団ドロップス」 ■■定 50人(先着順)

みはら市民大学
実用書道･書道かなコース作品展
■■時 6日(水)～12日(火)9時～16時(6日は13時から、12日
は12時まで)

みはら市民大学　写真コース作品展
■■時 13日(水)～19日(火)9時～16時(13日は13時から、19
日は12時まで)

直美の部屋コンサート
■■時 16日(土)14時から ■■内 箏

こと
の演奏 ■■出 宮

み や ぎ し ゃ
城社 砂

すなもとしゃちゅう
元社中

芽
め だ か

多華の会　水彩画展
■■時 24日(日)～30日(土)10時～17時(24日は11時から)
■■内 水彩画の展示

児童館「ラフラフ」の催し 市 民 ギャラリー の 催し

「ヤマネコ毛布」山福朱実　
木版画絵本原画展
「ヤマネコ毛布」は、版画や

絵本の作家である山福朱実さ
んの初めての創作絵本。絵本
評論家･広松 由希子さんによ
る「ずっと残したい絵本」にも
選ばれています。

落ち着いた色合いの美しい
木 版 画 の 原 画 の 展 示 と と も
に、ヤマネコ毛布のグッズも
販売します。
■■時 7月23日(土)～8月7日(日)

虹の会　夏のおはなし会
絵本原画展の開催に合わせて「ヤマネコ毛布」のよみかた
りを行います。
■■時 23日(土)10時30分～11時

4館共通「ニッキーさんとたねちゃんをさがせ！」
館内をまわってクイズ形式の謎解きに挑戦してみませんか。 ■■時 30日(土)10時～18時

図書館サマーフェスタ【7月】 　23日からの約1カ月間を「図書館サマーフェスタ」と題して
4館(中央･本郷･久井･大和)でイベントを開催します。

7/31
（日）

7/30
(土)

　市内で活動しているアマチュア音楽家によ
る音楽祭を高原ホールで初めて開催します。
■■所　くい文化センター
■■時　13時～16時
■■定　150人(申し込み不要)
■■問　三原ミュージック･ポケット　田島さん
(■■TEL 090-4803-0554)

　三原高校器楽部OB会による演奏を行います。
■■所　･■■問　人権文化センター(長谷一丁目■■TEL 0848-
66-1111■■FAX 0848-66-1112)
■■時　18時30分～19時30分
■■定　50人(申し込み不要)

初開催！ 久井音楽祭 夏本番！夕涼みコンサート
～心のふれあいハーモニー～

第18回三原市障害者水泳
記録会

7/11
(月)

■■所　リージョンプラザ
■■時　16時40分～18時40分
■■内　各泳法でのタイム計測(25m、50m)
■■対　3歳以上の障害のある人と支援者(要申し込み)
■■申　みはらスイミー下中さん(■■TEL 090-9509-2241)

生活支え合いサポーター養成講座認知症を学ぶ講座7/16(土)
･22(金)

■■時　･■■所　①16日(土)･サン･シープラザ4階
②23日(土)･久井保健福祉センター
※いずれも10時～12時30分。
■■内　高齢者の安全な歩行のサポート、買い物付き添いの講座
【講師】トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校　豊田
美絵さん　■■対　 市内在住で生活支援活動に関心がある人
■■定　各40人程度(要申し込み)　■■申　11日(月)までに社会福
祉協議会(■■TEL 0848-63-0570)へ

■■時　･■■所　①16日(土)･オンライン
②22日(金)･サン･シープラザ3階またはオンライン
※いずれも10時～11時30分。
■■内　①認知症サポーター養成講座【講師】キャラ
バンメイト②認知症カフェセミナー【講師】県
立広島大学教授　西田征治さん　■■定　 各20人
■■申　 各開催日の3 日前までに高齢者福祉課
(■■TEL 0848-67-6055)へ

講 座 名 講 師 とき 対 象 定 員 参加費 申込期限 ところ･申し込み先

おうちカフェごはん 下本誠子 26日（火）
13時30分～15時30分 大人 16人 1,000円 22日（金） 沼田東コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-66-3179)

心を伝える筆文字「伝
つてふで

筆」 松川裕子 21日（木）
13時30分～15時30分 大人 8人 1,000円 20日（水） くい文化センター

(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-7138)

ラジオを作って電波を
キャッチ！ 児玉和憲 30日（土）10時～12時

小･中学生
※小学校低学年
は保護者同伴。

10人 無料 15日（金） 幸崎コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0848-69-0001)

版画講座（夏の風物詩）
（全2回） 高垣秀光 7月30日（土）13時30分～15時30分 

8月6日（土）9時30分～11時30分 大人 20人 1,200円 27日（水） 中央公民館(■■TEL 0848-64-
2137 ■■FAX 0848-64-0137)

※各講座とも申し込み先着順です。
受け付けは5日(火)10時から。生涯学習講座

こんぺいとう おはなし会
■■時 28日(木)10時30分～11時

本郷図書館 ■■TEL 0848-85-0703

おはなし会
■■時 23日(土)13時30分～14時

久井図書館 ■■TEL 0847-32-7138

絵本とおはなしの会
■■時 23日(土)･30日(土)10時30分～11時

大和図書館 ■■TEL 0847-33-1115

7月
月･水･土

2･A･B うきしろロビー(城町一丁目
D F 兼用0848-67-5877)
①三原人形絵付け体験②三原だるまを作ろう
1 18日を除く月･水曜日13時～16時、土曜日10時～12時
7 各10人(要申し込み)　8 各600円
③城下町三原てくてくガイド
1 9日(土)10時30分～12時※申し込み不要。　8 無料

うきしろロビーのイベント
➡三原ミュージ

ック･ポケット■■HP 

➡申し込み
フォーム

7/16(土)
･23(土)

➡図書館■■HP

入場料無料

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 2223 ● 広報みはら／令和4年7月号 ●



第 7 回Ａ 4 サイズの写真展 浦安宏「祭りと花田植」

中央図書館(JR三原駅前) ■■TEL 0848-62-3225

中央図書館＝第１火曜日
本郷･久井･大和図書館＝毎週火曜日、18日(月･祝)

■■申　ラフラフ(■■TEL ■■FAX 兼用0848-67-1123) 休館日 毎週火曜日
※申し込みは6日(水)から。※開館時間は10時～19時です。

■■問　文化課　
■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912

休館日図 書 館 から の お 知らせ

ペ アシティ三 原 西 館 2 階

認知症について知ろう、考えよう
■■所　ペアシティ三原西館4階　■■時　10日(日)14時～16時　
■■内　認知症について学び、認知症の人の気持ちや接し方につ
いて考える　■■対　高校生　■■定　12人(要申し込み)

ママチャレンジ
■■所　ペアシティ三原西館4階　■■時　11日(月)10時30分～11
時30分　■■内　自然素材を使った蚊よけスプレーづくり　■■対　18歳
までの子の母親※託児有り。　■■定　10人(要申し込み)　■■￥　800円

ラフラフt
ティーンズ
eens塾

■■所　ペアシティ三原西館4階　■■時　24日(日)14時～16時　■■内　高
校生による勉強会　■■対　小学生　■■定　15人(要申し込み)　■■用　勉強道具

高校生と一緒に「食から学ぼう、命の大切さ」
■■時　18日(月･祝)10時30分～11時30分　■■内　工作や読み語り
など　■■対　保護者と3～5歳児　■■定　8組(要申し込み)　■■￥　100円

サマーフェスタコンサート
■■時　24日(日)①11時～12時②13時～14時
※出演者など詳しくは図書館■■HP で確認してください。

子ども司書のおはなし会
■■時　27日(水)①10時30分～10時50分②13時30分～13時50分

図書館員の手話のおはなし会
■■時　29日(金)11時30分～11時45分

E.Book英語絵本のよみかたり
■■時　30日(土)11時～11時30分

人形劇
■■時　31日(日)13時30分～14時　【演目】「へ
んしんマジック」「ぽんたのじどうはんばい
き」 ほか　■■出　みはら人形劇創造グループ

「人形劇団ドロップス」　■■定　50人(先着順)

みはら市民大学
実用書道･書道かなコース作品展
■■時　6日(水)～12日(火)9時～16時(6日は13時から、12日
は12時まで)

みはら市民大学　写真コース作品展
■■時　13日(水)～19日(火)9時～16時(13日は13時から、19
日は12時まで)

直美の部屋コンサート
■■時　16日(土)14時から　■■内　箏

こと
の演奏　■■出　宮

み や ぎ し ゃ
城社　砂

すなもとしゃちゅう
元社中

芽
め だ か

多華の会　水彩画展
■■時　24日(日)～30日(土)10時～17時(24日は11時から)
■■内　水彩画の展示

児童館「ラフラフ」の催し 市 民 ギャラリー の 催し

「ヤマネコ毛布」山福朱実　
木版画絵本原画展
　「ヤマネコ毛布」は、版画や
絵本の作家である山福朱実さ
んの初めての創作絵本。絵本
評論家･広松 由希子さんによ
る「ずっと残したい絵本」にも
選ばれています。
　落ち着いた色合いの美しい
木 版 画 の 原 画 の 展 示 と と も
に、ヤマネコ毛布のグッズも
販売します。
■■時　7月23日(土)～8月7日(日)

虹の会　夏のおはなし会
絵本原画展の開催に合わせて「ヤマネコ毛布」のよみかた
りを行います。
■■時　23日(土)10時30分～11時

4館共通「ニッキーさんとたねちゃんをさがせ！」
館内をまわってクイズ形式の謎解きに挑戦してみませんか。　■■時　30日(土)10時～18時

図書館サマーフェスタ【7月】 　23日からの約1カ月間を「図書館サマーフェスタ」と題して
4館(中央･本郷･久井･大和)でイベントを開催します。

7/31
（日）

7/30
(土)

　市内で活動しているアマチュア音楽家によ
る音楽祭を高原ホールで初めて開催します。
■■所　くい文化センター
■■時　13時～16時
■■定　150人(申し込み不要)
■■問　三原ミュージック･ポケット　田島さん
(■■TEL 090-4803-0554)

　三原高校器楽部OB会による演奏を行います。
■■所　･■■問　人権文化センター(長谷一丁目■■TEL 0848-
66-1111■■FAX 0848-66-1112)
■■時　18時30分～19時30分
■■定　50人(申し込み不要)

初開催！ 久井音楽祭 夏本番！夕涼みコンサート
～心のふれあいハーモニー～

第18回三原市障害者水泳
記録会

7/11
(月)

■■所　リージョンプラザ
■■時　16時40分～18時40分
■■内　各泳法でのタイム計測(25m、50m)
■■対　3歳以上の障害のある人と支援者(要申し込み)
■■申　みはらスイミー下中さん(■■TEL 090-9509-2241)

生活支え合いサポーター養成講座認知症を学ぶ講座7/16(土)
･22(金)

■■時　･■■所　①16日(土)･サン･シープラザ4階
②23日(土)･久井保健福祉センター
※いずれも10時～12時30分。
■■内　高齢者の安全な歩行のサポート、買い物付き添いの講座
【講師】トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校　豊田
美絵さん　■■対　 市内在住で生活支援活動に関心がある人　
■■定　各40人程度(要申し込み)　■■申　11日(月)までに社会福
祉協議会(■■TEL 0848-63-0570)へ

■■時　･■■所　①16日(土)･オンライン
②22日(金)･サン･シープラザ3階またはオンライン
※いずれも10時～11時30分。
■■内　①認知症サポーター養成講座【講師】キャラ
バンメイト②認知症カフェセミナー【講師】県
立広島大学教授　西田征治さん　■■定　 各20人　
■■申　 各開催日の3 日前までに高齢者福祉課
(■■TEL 0848-67-6055)へ

講 座 名 講 師 とき 対 象 定 員 参加費 申込期限 ところ･申し込み先

おうちカフェごはん 下本誠子 26日（火）
13時30分～15時30分 大人 16人 1,000円 22日（金） 沼田東コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-66-3179)

心を伝える筆文字「伝
つてふで

筆」 松川裕子 21日（木）
13時30分～15時30分 大人 8人 1,000円 20日（水） くい文化センター

(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-7138)

ラジオを作って電波を
キャッチ！ 児玉和憲 30日（土）10時～12時

小･中学生
※小学校低学年
は保護者同伴。

10人 無料 15日（金） 幸崎コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0848-69-0001)

版画講座（夏の風物詩）
（全2回） 高垣秀光 7月30日（土）13時30分～15時30分 

8月6日（土）9時30分～11時30分 大人 20人 1,200円 27日（水） 中央公民館(■■TEL 0848-64-
2137 ■■FAX 0848-64-0137)

※各講座とも申し込み先着順です。
受け付けは5日(火)10時から。生涯 学習講 座

こんぺいとう おはなし会
■■時　28日(木)10時30分～11時

本郷図書館 ■■TEL 0848-85-0703

おはなし会
■■時　23日(土)13時30分～14時

久井図書館 ■■TEL 0847-32-7138

絵本とおはなしの会
■■時　23日(土)･30日(土)10時30分～11時

大和図書館 ■■TEL 0847-33-1115

7月
月･水･土

2･A･B うきしろロビー(城町一丁目
D F 兼用0848-67-5877)
①三原人形絵付け体験②三原だるまを作ろう
1 18日を除く月･水曜日13時～16時、土曜日10時～12時
7 各10人(要申し込み)　8 各600円
③城下町三原てくてくガイド
1 9日(土)10時30分～12時※申し込み不要。　8 無料

うきしろロビーのイベント

➡三原ミュージ
ック･ポケット■■HP 

➡申し込み
フォーム

7/16(土)
･23(土)

➡図書館■■HP 

入場料無料
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