
Recruiting
EVENT/STAFF/
STUDENT/etc.

みんなのみんなの 募 集募 集 情 報情 報
人材募集やイベントなど、皆さんの参加を待っています！■■時　20日(木)13時30分～15時30分

■■所　①中央公民館②久井保健福祉センター
【講演】第一部：おいしく食べて元気になろう
第二部：体験「レッツエンジョイ♪いきいき体操」

【講師】第一部：キユーピー株式会社中四国支店　管理栄
養士　土田沙季さん　
第二部：リハビリテーション専門員
■■対　65歳以上の人
■■定　①100人②30人(いずれも要申し込み)
■■申　17日(月)までに専用申し込みフォー
ムからまたは高齢者福祉課(■■TEL 0848-
67-6055■■FAX 0848-64-2130)へ

参加者
募集

イキ百でぶち元気になろう会の
参加者を募集します

■■時　17日(月)①10時～11時②13時30分～14時30分
■■所　･■■問　本郷人権文化センター(■■TEL 0848-86-3333
■■FAX 0848-86-3407)

【演題】私らしく暮らせるみはらへ
【講師】市人権啓発指導員　■■定　各35人(申し込み不要)

　広島県行政書士会三原支部が、相続、遺言、任意後見、隣地との境界、借
金問題などに関する一日無料相談会を開催します。これにあわせて相談会
場で、行政書士によるマイナンバーカードの代理申請を行います。
■■時　22日(土)10時～16時※申し込み不要。
■■所　イオン三原店1階
■■￥　無料
■■用　本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーカードのID付き交付申請書
■■問　広島県行政書士会三原支部
(■■TEL 0848-86-1244■■FAX 0848-86-1243)

みんなで考える人権講座の
参加者を募集します

参加者
募集

コース名 1講座目 2講座目 参加料 募集人数講座名 講座名
Aコース 自然と遊ぼう(木工) 200円 30人
Bコース 三原だるま面相描き ダンスで笑顔の輪を広げよう‼ 600円 30人
Cコース 三原だるま面相描き プラネタリウムで星空を学ぼう 600円 20人
Dコース ちょこっとアート(臨床美術) 押し花で自分だけのポーチづくり 700円 10人
Eコース ちょこっとアート(臨床美術) ロボホンプログラミング体験 400円 5人
Fコース ロボホンプログラミング体験 押し花で自分だけのポーチづくり 300円 5人

わくわく体験テーマパーク事業「学びのテーマパークinみはら」の
参加者を募集します

参加者
募集

■■時　11月20日(日)午前＝10時30分～12時30分、午後＝14
時30分～16時30分
■■所　中央公民館
■■内　A～Fの全6コースをそれぞれ午前と午後に1回ずつ実施
※午前･午後どちらかのみ、または午前･午後で別々のコー
スの申し込みも可。※詳しくは市■■HP で確認してください。

■■対　小学1～6年生(要申し込み)
※小学1･2年生は保護者の同伴が必要です。
■■申　10月20日(木)までに、市■■HP からアクセスできる専用
申し込みフォームから
■■問　生涯学習課(■■TEL 0848-67-6147■■FAX 0848-67-5912)

行政書士会無料相談会の参加者を募集します
マイナンバーカードの代理申請も受け付けます

参加者
募集

■■時　25日(火)13時30分～15時30分
■■所　中央公民館
■■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)
■■定　20人(要申し込み)
■■￥　無料
※10人以上集まらないときは中止することがあります。
■■申　5日(水)～20日(木)に中央公民館(■■TEL 0848-64-
2137■■FAX 0848-64-0137)へ

受講生
募集

スマホ教室の受講生を
募集します

■■時　11月13日(日)9時～15時
【集合場所】JR本郷駅
【コース】JR本郷駅～高山～新高山～JR本郷駅
■■対　小学生以上※小･中学生は保護者同伴。
■■定　70人(要申し込み)　■■￥　500円※小･中学生は無料。
■■申　11月11日(金)までに三原山の会事務局　羽

は で
出さん

(■■TEL 0848-62-8279)へ

三原市民登山「高山･新高山に
登ろう」の参加者を募集します

参加者
募集

【受付期間】 3日(月)~7日(金) 14時～
16時30分

【受付場所】 入園を希望する各幼稚園 
※希望する園が休園中の場合は教育振
興課。
■■対　 市内在住の人 ※詳しくは募集要項
(各幼稚園に用意) を参照。
■■問　各幼稚園、教育振興課(■■TEL 0848-67-
6151■■FAX 0848-67-5912)

市立幼稚園の園児を募集します園児
募集

広島広域都市圏ふるさとの魅力発見バスツアーの
参加者を募集します

参加者
募集

【集合場所】JR広島駅新幹線口
■■時　28日(金)8時20分～16時10分
■■内　古

こ ほ り や く し
保利薬師(魅力あふれる平安古仏群)、道の駅舞

ロードIC千代田、レストラン響(ショッピング･昼
食)、三段峡セラピーロード(ガイドと森林セラピー
体験)、道の駅来

ら い む
夢とごうち(買い物)

■■定　20人(要申し込み)
※申し込み人数が14人以下の場合は中止。
■■￥　7,000円(昼食代を含む)
■■申　･■■問　広交観光株式会社(■■TEL 082-238-4930)

➡ 安芸太田町：三段峡セラピーロード➡ 北広島町：古保利薬師

令和5年4月入園

幼稚園 募集学年 ところ 問い合わせ先
西幼稚園

4～5歳児

西宮一丁目31番13号 ■■TEL 0848-64-5000
南幼稚園 宮沖二丁目14番17号 ■■TEL 0848-62-4768
幸崎幼稚園 幸崎能地三丁目16番3号 ■■TEL 0848-69-1757
小泉幼稚園 小泉町4839番地1 ■■TEL 0848-66-3265
沼田東幼稚園 沼田東町片島906番地 ■■TEL 0848-66-3009
本郷幼稚園 3～5歳児 本郷南五丁目8番1号 ■■TEL 0848-86-6015

■令和4年度開園中の幼稚園と募集学年

※本郷幼稚園の3歳児は、本郷地域に住んでいる人に限ります。

➡ 昨年の相談会の様子

■■時　5日(水)14時～15時30分
■■所　リージョンプラザ

【演題】管理者に求められる人権知識･
感性

【講師】大阪企業人権協議会　芝本正明さん
■■定　400人(要申し込み)　
■■申　当日までに市■■HP に掲載している申し込
みフォームから
■■問　人権推進課(■■TEL 0848-67-6044)

人権問題研修会の
参加者を募集します

参加者
募集

➡芝本正明さん

➡市■■HP 

➡専用
申し込み
フォーム

➡市■■HP 
※募集人数は午前･午後それぞれに参加できる人数です。

※保育所(園)･認定こども園の入
所 (園) 募集については広報みは
ら12月号でお知らせします。 
■■問　児童保育課 (■■TEL  0848-67-
6042■■FAX 0848-64-2130)
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心配ごと相談

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

13日(木)･27日(木) 本郷保健福祉センター ■■TEL 0848-86-3607
5日(水)･19日(水)、11月2日(水)

9時～12時
久井保健福祉センター ■■TEL 0847-32-7101

7日(金) 大和保健福祉センター ■■TEL 0847-34-1214
21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。

21日(金)
※受け付けは5日(水)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 10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。 14日(金)･21日(金)･28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。

24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

26日(水) 10時～12時 久井保健福祉センター
7日(金) 大和保健福祉センター

自立サポート相談 10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 10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 10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 10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 10日を除く毎週月～金曜日 10時～16時　

市役所本庁3階 人権推進課
■■TEL 0848-67-6044

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) 10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 17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 7日(金)･21日(金) 10時～15時
戦没者遺族相談 6日(木)･20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

高齢者向け運動機器の
11～3月利用者を募集します

参加者
募集

➡専用
申し込み
フォーム

時間 日時(開始日)
①9：30～10：10

毎週火曜日
(11月1日から)②10：10～10：50

③10：50～11：30
④9：30～10：10

毎週金曜日
(11月4日から)⑤10：10～10：50

⑥10：50～11：30

■■時　15日(土)10時～11時45分
■■所　サン･シープラザ4階
■■内　クラウドファンディングの基礎講座、実施団体の経
験談話
■■出　鷺島みかんじまプロジェクト　中村 華奈子さん
■■対　市内の住民組織や市民活動団体、ボランティア団体
など
■■定　8組16人(要申し込み)
※オンラインでも受講可能。
■■申　11日(火)までに三原市ボラ
ンティア･市民活動サポートセ
ンター(■■TEL 0848-67-9339 
■■FAX 0848-63-0599)へ

クラウドファンディング講座の
受講生を募集します

受講生
募集

■■所　本郷保健福祉センター
■■内　運動機器を利用した介護予防トレーニング
■■対　要支援･要介護認定を受けていない65歳以上の人
■■定　各時間帯5人
※申し込み多数の場合は抽選。
■■申　10月14日(金)までに専用申し込みフォームからまたは
高齢者福祉課(■■TEL 0848-67-6055■■FAX 0848-64-2130)へ

※新規利用者と1年以上利用していない人は事前講習
会への参加が必要です。10月21日(金)または10月28日
(金)に行う事前講習会を受講してください。

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 8


