
▲

右／資料を使い、岡田市長らに分かり易く説明
左／代表グループの発表を教室から見守る生徒たち

▲鳥谷 敬さん ▲今村 猛さん

▲以前大阪で開催したマラソン大会

▲有機栽培用ネットの張り
方を教える中村さん(右)と
実習生の本島陽翔さん

▲感謝状を持つ新 喜惣顧問
(左)と目録を持つ岡田市長

ってみはら 伝えたい。知ってほしい。三原の出来事を発信!!知
令和5年2月5日(日)

9月5日

　「三原の良さを伝えることで移住者が増えるので
はないか」と考えた第五中学校の2年生が、「まちの
強み」を岡田市長にプレゼンテーションしました。
全18グループのうち校内の選考を勝ち抜いたグルー
プが自分たちが思う「まちの強み」を発表。三原の
将来を担う生徒たちの熱い思いを市長に伝えました。

　トライアスロンやサイクリングイベントなどが開催されてきた
佐木島で、令和5年2月にマラソン大会が開催されます。種目は1
㎞からフルマラソンまで6種類。前日には、元プロ野球選手の鳥
谷 敬さんによるトークショーやサイン会なども予定。当日は鳥谷 
敬さんに加え元プロ野球選手の今村 猛さんも参加する予定です。

【募集内容】■■内　･■■定　①フルマラソン／1,140人②ハーフマラソン／300人
③10km／300人 ④ 中 学 生3km／300人 ⑤ 小 学 生2km(4〜6年 生) ／
300人⑥小学生1km(1〜3年生) ／300人　■■￥　①11,000円
(シューズ付きのコースは26,400円)②8,800円③7,700円
④〜⑥4,500円　■■申　12月25日(日)までに申し込みサイトから
※詳しくは専用申し込みサイトで確認してください。
■■問　有限会社走健塾 板倉さん(■■TEL 090-1189-0016)

■■問　文化課
■■TEL 0848-64-9234

■■問　学校教育課
■■TEL 0848-67-6154

三原さぎ島マラソン大会by走健塾 開催

中学生が市長に三原の強みをPR

8月16日

8月18日～9月23日

8月18日

　雨乞いや虫よけなどの願いを込め、太鼓や鉦
か ね

の音に合わせて踊
る小坂町の小坂チンコンカン踊りが大

お お す が じ ん じ ゃ

須賀神社(新倉)で奉納され
ました。町内の子どもたち35人が鬼の面や法被などを身に付け披
露。頭

かしら

を務めた中端健太さん(17歳)は「不安もあったけれど、練
習の成果が出せて良かった」と笑顔で語りました。

　農業振興をテーマに鷺浦町で活動す
る地域おこし協力隊の中村 淳さんが、
東京農業大学の学生を受け入れ、実習
を行いました。実習には4人の学生が1
週間ずつ交代で参加し、農作業や農業
振興について指導を受けました。学生
らは研修のほか島民とも交流し、地域
と農業の関わりについて学びました。

　市は株式会社ウエストホールディ
ングスから100万円の企業版ふるさ
と納税を受け、感謝状を贈呈しまし
た。いただいた寄付金は、市立小中
学校の情報教育環境の充実のために
活用します。企業版ふるさと納税に
よる学校教育分野への寄付は、今回
が初めてです。

■■問　地域企画課
■■TEL 0848-67-6011

■■問　教育振興課
■■TEL 0848-67-6151

3年ぶりに開催 ちんこんかんを奉納

地域おこし協力隊員が大学生実習を受け入れ

株式会社ウエストホールディングスに感謝状贈呈

➡専用申し
込みサイト
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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。

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！

　ポポロを設計した世界的な建築家･槇 文彦の代表的な
建築物を市内のモダン建築とともにパネルで紹介します。
■■所　･■■問　芸術文化センター ポポロ(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　9時～20時　【紹介建築物】代官山ヒルサイドテラス、
テレビ朝日本社ビル、眞田家住宅、南山資料館 ほか
関連イベント
ギャラリートーク
■■時　10日(月･祝)10時30分から 
建物見学
■■時　15日(土)①10時30分から②13時30分から
■■所　和木地域ふれあい交流センター(旧和木小学校)

　室町時代から続く、健康で大らかな笑いの文化･狂言。
野村萬斎の解説もあります。
■■所　･■■問　芸術文化センター ポポロ(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　18時30分から　【演目】佐渡狐、二人袴　■■出　野村萬斎、
石田幸雄、野村 太一郎、野村裕基 ほか　
■■￥　S席5,500円、A席4,400円
※小学生から入場可。
【販売場所】ポポロ、ポポロオンライン ほか

芸術文化センター開館15周年記念
ポポロと三原のモダン建築

芸術文化センター開館15周年記念
古典芸能への誘い　
野村萬斎　狂言の夕べ

10/7（金）
～23（日）

©Matteo 
Maso

©Laura 
Stevens

　「市民に身近な音楽のあふれる街三原」をめざして、8組
のミュージシャンやダンサーが出演する音楽祭を開催し
ます。沖縄民謡やギター弾き語り、バンド演奏、フラダン
スなどのさまざまな団体が発表をします。
■■所　リージョンプラザ
■■時　11時30分～15時40分
■■問　三原ミュージック･ポケット　田島さん
(■■TEL 090-4803-0554)

　世界で活躍するバイオリニスト、庄司 紗矢香とピアニス
ト、ジャンルカ･カシオーリが共演します。
■■所　･■■問　芸術文化センター ポポロ(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　14時から　【演奏曲】ベートーべン/バイオリン･ソナ
タ 第5番ヘ長調『春』 ほか　■■出　 庄司 紗矢香(バイオリ
ン)、ジャンルカ･カシオーリ(フォルテピアノ)　■■￥　S席
7,000円、A席5,500円、18歳以下無料(要申し込み)
※小学生から入場可。
【販売場所】ポポロ、ポポロオンライン ほか

第5回みはらアマチュア音楽祭

庄司 紗矢香＆ジャンルカ･カシ
オーリ　デュオ･リサイタル

10/29
（土）

12/10
(土) 11/9

(水)

三原ミュージック･
ポケット■■HP ➡

➡ポポロ■■HP 

➡ ポポロ■■HP 

➡ ポポロ■■HP 

全席指定

10/14(金)
販売開始

全席指定

15 ● 広報みはら／令和4年10月号 ●



　西国街道が通る広島広域都市圏内の10市町(広島市、竹
原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、海田
町、山口県岩国市･和木町)で、歴史的な見どころ
を巡るデジタルスタンプラリーを実施します。
　詳しくは、広島広域都市圏■■HP で確認してく
ださい。
【参加方法】
①「としポアプリ」をインストール
②希望する市町のコースを選択し表示されたスポットを巡る
③コース内のスタンプを全て取得するごとに、加盟店
で1ポイント1円として利用できる広島広
域都市圏ポイント(としポ)を50ポイント
プレゼント
④達成したコース数に応じて、抽選で景品を
プレゼント
※抽選は自動でエントリーされます。
【景品】
5コース以上達成：Ａ賞(2人)市町の特産品詰め合わせ　
3コース以上達成：Ｂ賞(20人)いずれかの市町の特産品　
2コース以上達成：Ｃ賞(50人)西国街道関連グッズ　　　　　
■■問 “西国街道”まち起こし協議会事務局　広島市広域都市
圏推進課(■■TEL 082-504-2017 ■■FAX 082-504-2029 Eメー
ル：kouiki@city.hiroshima.lg.jp)

広島広域都市圏　
歴史散策スタンプラリー

～11/30
(水)

申し込み不要

10/16
（日）

■■所 広島空港または空港周辺施設
■■時 10時～15時
■■内 スタンプラリー大会、ステージイベント、
飲食コーナーなど
■■問 地域企画課(■■TEL 0848-67-6011)

ひろしま空の日2022
ふれあい秋まつり

➡市■■HP

10/16
(日)

　みはらの「美味しいもの」「いいもの」が勢ぞろいする
マーケットを3年ぶりに開催！市内の飲食店や雑貨店が多
数出店します。瀬戸内の特産品をふんだんに使ったメ
ニューも楽しめます。
■■所 キオラスクエア広場
■■時 10時～15時 ■■問 ㈱まちづくり三原(■■TEL 0848-63-
5538)

瀬戸内みはら
美味しいMARKEEE(t)

➡広島広域
　都市圏■■HP

➡としポアプリ
　ダウンロード
　サイト

道の駅みはら
神明の里■■HP ➡

2022三原市民
保健･福祉まつり

11/5
(土)

　生活習慣病予防講演会、がんフォーラム(がんに関する
講演会と催し)、医療の専門家による相談、糖尿病リスク･
骨密度･体力測定、手作り作品の販売などを行います。
■■所 中央公民館、フジグラン三原(円一町一丁目)、
旧中央図書館北側
■■時 9時30分～16時

講演会
■■時①10時～11時30分②13時30分～14時45分
【講演】①生活習慣病予防講演会②がんフォーラム
【講師】①松尾内科病院　松尾晃樹さん②広島県がん検診
サポート薬剤師　平野清子さん
■■定 各75人
■■申 11月2日(水)までに
保健福祉課(■■TEL 0848-
67-6053)へ

　三原の海と川の漁協が自慢のタコとカニを使った漁師
飯で対決します。そのほかにもイベント限定のグルメや、
ステージイベントも開催します。
■■所 ･■■問 道の駅 みはら神明の里(■■TEL 0848-63-
8585)
■■時 10時～16時

みはら漁協まつり　
タコカニ合戦

10/30
(日)

　水泳教室を舞台に“泳げない男”と“泳ぐことしかできな
い女”の希望と再生を描く物語です。
■■所 ･■■問 リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
■■時 ①10時30分～12時25分②13時30分～15時25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、フジグ
ラン三原、うきしろロビー

　認知症の母と老老介護する父の暮らしを、ひとり娘で
ある信友直子監督が丹念に記録した2018年公開のドキ
ュメンタリー「ぼけますから、よろしくお願いします。」の
続編です。
■■所 ･■■問 リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
■■時 ①10時30分～12時11分②14時～15時41分
■■￥ 1,500(1,300)円、60歳以
上1,200(1,000)円、3歳～高
校生500円
※(　)内は前売り料金。障害者
手帳を提示した人は1,000円。
【前売券販売場所】リージョ
ンプラザ、フジグラン三原、う
きしろロビー

リージョンプラザ映画のつどい
「はい、泳げません」

リージョンプラザ映画のつどい
「ぼけますから、よろしくお願い
します。～おかえり お母さん～」

10/10
(月･祝)

10/22
(土)

Ⓒ2022「はい、泳げません」
製作委員会

Ⓒ2022「ぼけますから、よ
ろしくお願いします。～おか
えりお母さん～」製作委員会

■■所 キオラスクエア広場

①青果市
■■時 8日(土)9時～12時
■■内 旬の野菜、果物を販売
■■問 ㈱おかず工房三原駅前店(■■TEL 0848-29-5300)

②Mihara COME&GO MARCHE
■■時 23日(日)10時～16時
■■内 エアドームの設置、ハンドメイド雑貨販売、フードやド
リンクの販売
■■問 Belldeer planning(■■TEL 090-8246-9223)

③広島みはら女子会2022子育て応援マルシェ
■■時 30日(日)10時～15時
■■内 展示ブース、ワークショップ、ハンドメイド雑貨などの
販売
■■問 NPO法人ミライディア(■■TEL 090-1355-3794)

キオラスクエア広場のイベント10/8
（土）ほか大和健康ウオーキング

ｉｎ棲真寺

■■時 8時30分受付開始※雨天中止。　
■■定 70人※小学生以下は保護者同伴。
■■申 24日(月)までに大和保健福祉センター(■■TEL 0847-34-
0960■■FAX 0847-34-0299)へ

　秋のウオーキング3.5km展望コースを歩きます。

10/29
（土）

■■所 棲真寺周辺（大和町平坂）

要申し込み

➡市■■HP

要申し込み
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　西国街道が通る広島広域都市圏内の10市町(広島市、竹
原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、海田
町、山口県岩国市･和木町)で、歴史的な見どころ
を巡るデジタルスタンプラリーを実施します。
　詳しくは、広島広域都市圏■■HP で確認してく
ださい。
【参加方法】
①「としポアプリ」をインストール
②希望する市町のコースを選択し表示されたスポットを巡る
③コース内のスタンプを全て取得するごとに、加盟店
で1ポイント1円として利用できる広島広
域都市圏ポイント(としポ)を50ポイント
プレゼント
④達成したコース数に応じて、抽選で景品を
プレゼント
※抽選は自動でエントリーされます。
【景品】
5コース以上達成：Ａ賞(2人)市町の特産品詰め合わせ
3コース以上達成：Ｂ賞(20人)いずれかの市町の特産品
2コース以上達成：Ｃ賞(50人)西国街道関連グッズ
■■問 “西国街道”まち起こし協議会事務局　広島市広域都市
圏推進課(■■TEL 082-504-2017 ■■FAX 082-504-2029 Eメー
ル：kouiki@city.hiroshima.lg.jp)

広島広域都市圏　
歴史散策スタンプラリー

～11/30
(水)

申し込み不要

10/16
（日）

■■所 広島空港または空港周辺施設
■■時 10時～15時
■■内 スタンプラリー大会、ステージイベント、
飲食コーナーなど
■■問 地域企画課(■■TEL 0848-67-6011)

ひろしま空の日2022
ふれあい秋まつり

➡市■■HP

10/16
(日)

みはらの「美味しいもの」「いいもの」が勢ぞろいする
マーケットを3年ぶりに開催！市内の飲食店や雑貨店が多
数出店します。瀬戸内の特産品をふんだんに使ったメ
ニューも楽しめます。
■■所 キオラスクエア広場
■■時 10時～15時 ■■問 ㈱まちづくり三原(■■TEL 0848-63-
5538)

瀬戸内みはら
美味しいMARKEEE(t)

➡広島広域
　都市圏■■HP

➡としポアプリ
　ダウンロード
　サイト

道の駅みはら
神明の里■■HP ➡

2022三原市民
保健･福祉まつり

11/5
(土)

　生活習慣病予防講演会、がんフォーラム(がんに関する
講演会と催し)、医療の専門家による相談、糖尿病リスク･
骨密度･体力測定、手作り作品の販売などを行います。
■■所 中央公民館、フジグラン三原(円一町一丁目)、
旧中央図書館北側
■■時 9時30分～16時

講演会
■■時①10時～11時30分②13時30分～14時45分
【講演】①生活習慣病予防講演会②がんフォーラム
【講師】①松尾内科病院　松尾晃樹さん②広島県がん検診
サポート薬剤師　平野清子さん
■■定 各75人
■■申 11月2日(水)までに
保健福祉課(■■TEL 0848-
67-6053)へ

　三原の海と川の漁協が自慢のタコとカニを使った漁師
飯で対決します。そのほかにもイベント限定のグルメや、
ステージイベントも開催します。
■■所 ･■■問 道の駅 みはら神明の里(■■TEL 0848-63-
8585)
■■時 10時～16時

みはら漁協まつり　
タコカニ合戦

10/30
(日)

水泳教室を舞台に“泳げない男”と“泳ぐことしかできな
い女”の希望と再生を描く物語です。
■■所 ･■■問 リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
■■時 ①10時30分～12時25分②13時30分～15時25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、フジグ
ラン三原、うきしろロビー

認知症の母と老老介護する父の暮らしを、ひとり娘で
ある信友直子監督が丹念に記録した2018年公開のドキ
ュメンタリー「ぼけますから、よろしくお願いします。」の
続編です。
■■所 ･■■問 リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
■■時 ①10時30分～12時11分②14時～15時41分
■■￥ 1,500(1,300)円、60歳以
上1,200(1,000)円、3歳～高
校生500円
※( )内は前売り料金。障害者
手帳を提示した人は1,000円。
【前売券販売場所】リージョ
ンプラザ、フジグラン三原、う
きしろロビー

リージョンプラザ映画のつどい
「はい、泳げません」

リージョンプラザ映画のつどい
「ぼけますから、よろしくお願い
します。～おかえり お母さん～」

10/10
(月･祝)

10/22
(土)

Ⓒ2022「はい、泳げません」
製作委員会

Ⓒ2022「ぼけますから、よ
ろしくお願いします。～おか
えりお母さん～」製作委員会

■■所 キオラスクエア広場

①青果市
■■時 8日(土)9時～12時
■■内 旬の野菜、果物を販売
■■問 ㈱おかず工房三原駅前店(■■TEL 0848-29-5300)

②Mihara COME&GO MARCHE
■■時 23日(日)10時～16時
■■内 エアドームの設置、ハンドメイド雑貨販売、フードやド
リンクの販売
■■問 Belldeer planning(■■TEL 090-8246-9223)

③広島みはら女子会2022子育て応援マルシェ
■■時 30日(日)10時～15時
■■内 展示ブース、ワークショップ、ハンドメイド雑貨などの
販売
■■問 NPO法人ミライディア(■■TEL 090-1355-3794)

キオラスクエア広場のイベント10/8
（土）ほか大和健康ウオーキング

ｉｎ棲真寺

■■時 8時30分受付開始※雨天中止。　
■■定 70人※小学生以下は保護者同伴。
■■申 24日(月)までに大和保健福祉センター(■■TEL 0847-34-
0960■■FAX 0847-34-0299)へ

　秋のウオーキング3.5km展望コースを歩きます。

10/29
（土）

■■所 棲真寺周辺（大和町平坂）

要申し込み
➡市■■HP

要申し込み
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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」
■■問 文化課　
■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912

ペアシティ三原
西館2階

三原やっさ踊り振興協議会 公開踊り練習
■■時 11日(火)18時30分から

睦
むつみかい

会絵画クラブ作品展
■■時 12日(水)～18日(火)10時～17時(12日は13時から、
18日は16時まで)

第一美術協会広島県グループ作品展
■■時 13日(木)～18日(火)10時～17時(13日は13時から、
18日は16時まで)

みはら市民大学 ①日本画コース作品展
②陶芸コース作品展
■■時 19日(水)～25日(火)9時～16時(①19日は13時から、25
日は12時まで②19日は10時から、25日は15時まで)

直美の部屋コンサート
■■時 21日(金)14時から　■■出 伊藤憲孝　■■内 ピアノの演奏

桂
けいこうかい

交会書展
■■時 28日(金)～30日(日)10時～17時(30日は16時まで)
■■内 漢字、仮名交じりの書などの書道作品の展示

市 民 ギャラリー の 催し

【開館時間】10時～18時 
【休館日】毎週火曜日、10日(月・祝)

【開館時間】９時30分～20時 【休館日】第１火曜日

本郷･久井･大和図書館

中央図書館図 書 館 から の お 知らせ

大和図書館
■■TEL 0847-33-1115

久井図書館
■■TEL 0847-32-7138

本郷図書館
■■TEL 0848-85-0703

航空機の騒音測定結果(8月分)(Lden)

表紙について

市民の声
「市民の声」は市民の皆さんから市政に

対する意見や提案です。【提出方法】市■■HP の
専用フォーム、ファクスまたは郵送で①名
前②住所③電話番号④市政への意見･提案
を総務課(〒723-8601港町三丁目5番1号
■■TEL 0848-67-6176 ■■FAX 0848-64-7101)へ

➡専用
フォーム

税などの納期(普通徴収)

毎週木曜日

●市県民税(第3期)
●国民健康保険税(第4期)
●介護保険料(第4期)
●後期高齢者医療保険料(第4期)
夜間収納･証明書交付業務の窓口(19時まで)

もっと情報をお届け！4つの新コーナー誕生！
子育て、フレイル予防、市民コラムなど新しいコ

ーナーが誕生し、デザインもプチリニューアル！

■正広局(本郷町善入寺正広)=46.9　
■本郷局(本郷町船木川西上)=52.4

三原市の人口(8月31日現在)
※(　)内は前年同月との比較

世帯数 43,187世帯(-159)

※うち外国人住民は2,152人(+97)

男 43,008人(-573)
人 口 89,482人(-1,283)

女 46,474人(-710)

人口移動の詳細については
広島県 人口移動 月報 検 索

納期限
31日(月)

まで

中央図書館(JR三原駅前) ■■TEL 0848-62-3225

ミステリーバッグを貸し出します
バッグに添えてあるおすすめメッセー

ジを参考に、1袋選んでください。中の本
は借りてからのお楽しみ。今までに読んだ
ことがないジャンルの本に出合えるチャ
ンスです。
■■時 27日(木)から※なくなり次第終了。

アフタヌーンコンサート
■■時 16日(日)13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。

「声の友」による大人向け朗読の会
■■内 朗読「キッチン」(吉本ばなな／著) ほか
■■時 19日(水)14時～15時
■■定 約40人

本の展示　ポポロ開館15周年記念　
「古典の世界を感じる」

芸術文化センターポポロが10月14日で開館15周年を
迎えることを記念して開催される「古典芸能への誘い 野
村萬斎 狂言の夕べ」に合わせて、狂言、能、歌舞伎などの
古典芸能に関する本を展示します。
■■時 10月7日(金)～11月9日(水)

限定200袋
本のリサイクル市

保存期限を過ぎた雑誌や受け入れをしなかった寄贈本
などを希望者が無料で持ち帰ることができる、本のリサイ
クル市を開催します。
■■時 ①22日(土)10時から②23日(日)10時30分から③16日
(日)10時～17時
■■所 ①本郷生涯学習センター②くい文化センター③大和文
化センター
【冊数上限】①制限なし※雑誌は1人5冊。②1人10冊※雑誌は
そのうち5冊。③1人10冊※①②③いずれもなくなり次第終了。

　10月27日(木)～11月９日(水)は読書週間です。今年の標語は「この一冊に、ありがとう」。
読書週間に合わせて４館でイベントを開催します。

作品展示「だーるまさん　みーつけた」
　図書館キャラクター「たねちゃん」と三原だるま
のコラボ作品を展示します。
■■時 26日(水)まで

久井図書館 ■■TEL 0847-32-7138

大和図書館 ■■TEL 0847-33-1115

ポップバトルを開催　あなたの１票を！
4館の図書館員が作成した、本を紹介するポップを展示しま

す。あなたが一番読みたいと思ったポップに投票してください。
投票で一位を獲得したポップと本を11月２日(水)～９日(水)の
間、大和図書館で掲示します。【投票期間】16日(日)～31日(月)

図書館➡■■HP

三原美術協会展　
<第50回記念>久井展

10/8 (土)
～10(月･祝)

■■所　久井保健福祉センター
■■時　9時～17時(8日は13時から、10日は15時まで)
■■内　「 三原美術協会会員 」作品と

「久井中学校」生徒作品の展示
■■問　 事務局　岡本さん(■■TEL 0848-
36-6200)

10月
月･水･土

■■所　･■■申　･■■問　うきしろロビー(城町一丁目
■■TEL ■■FAX 兼用0848-67-5877)
①三原だるまを作ろう
■■時　10日を除く月･水曜日13時～16時、土曜日10時～13時
■■定　10人(要申し込み)　■■￥　600円
②城下町三原てくてくガイド
■■時　8日(土)10時30分～12時※申し込み不要。　■■￥　無料

うきしろロビーのイベント

市■■HP ➡

講 座 名 講 師 とき 定 員 参加費 申込期限 ところ･申し込み先

ペットとなかよし
ハッピーライフ 山本和也 18日（火）

13時30分～15時30分 10人 200円 14日（金） 久井コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-7139)

シニアエアロビクス 牧田 美千代 20日（木）
13時30分～15時 20人 200円 18日（火） 中之町コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-64-4099)

暮らしの養生
「薬膳」 関野博子 25日（火）

10時30分～12時 12人 700円 20日（木） 久井南コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-6316)

ペーパーホルダーの
型絵染め 金光康子 31日（月）

13時30分～15時30分 20人 1,000円 27日（木） 沼田東コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0848-66-3179)

薬膳ごはん 張 ケイイェン 31日（月）
10時～14時 24人 2,200円 24日（月）

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(水）10時から。生涯学習講座

要申し込み

11/20
(日)

　秋の自然を感じながら走るサイクリングイベントを開
催します。自転車プロチームのヴィクトワール広島の選
手や午後からは岡田市長も参加します。
※当日は飲食店や自転車用品店の出店もあります。
■■所　中央森林公園
■■時　10時～15時※少雨決行。　 ■■定　 ①ショ ー トコー ス
(3km)：50人×3回②ロングコース(12.3km)：80人×2回
■■￥　1,000円、小･中学生500円、親子(1組2人)1,000円、グ
ループ(1組4人まで)3,000円　■■用　自転車･ヘル
メット※レンタル可。　■■申　10月31日(月)までに市
■■HP に掲載している申し込みフォームから
■■問　スポーツ振興課(■■TEL 0848-64-7219)

ファンライドみはら
in中央森林公園
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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」
■■問　文化課　
■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912

ペアシティ三原
西館2階

三原やっさ踊り振興協議会 公開踊り練習
■■時　11日(火)18時30分から

睦
むつみかい

会絵画クラブ作品展
■■時　12日(水)～18日(火)10時～17時(12日は13時から、
18日は16時まで)

第一美術協会広島県グループ作品展
■■時　13日(木)～18日(火)10時～17時(13日は13時から、
18日は16時まで)

みはら市民大学　①日本画コース作品展
②陶芸コース作品展
■■時　19日(水)～25日(火)9時～16時(①19日は13時から、25
日は12時まで②19日は10時から、25日は15時まで)

直美の部屋コンサート
■■時　21日(金)14時から　■■出　伊藤憲孝　■■内　ピアノの演奏

桂
けいこうかい

交会書展
■■時　28日(金)～30日(日)10時～17時(30日は16時まで)
■■内　漢字、仮名交じりの書などの書道作品の展示

市 民 ギャラリー の 催し

【開館時間】10時～18時 
【休館日】毎週火曜日、10日(月・祝)

【開館時間】９時30分～20時 【休館日】第１火曜日

本郷･久井･大和図書館

中央図書館図 書 館 から の お 知らせ

大和図書館
■■TEL 0847-33-1115

久井図書館
■■TEL 0847-32-7138

本郷図書館
■■TEL 0848-85-0703

航空機の騒音測定結果(8月分)(Lden)

表紙について

市民の声
　「市民の声」は市民の皆さんから市政に
対する意見や提案です。【提出方法】市■■HP の
専用フォーム、ファクスまたは郵送で①名
前②住所③電話番号④市政への意見･提案
を総務課(〒723-8601港町三丁目5番1号
■■TEL 0848-67-6176 ■■FAX 0848-64-7101)へ

➡専用
フォーム

税などの納期(普通徴収)

毎週木曜日

●市県民税(第3期)
●国民健康保険税(第4期)
●介護保険料(第4期)
●後期高齢者医療保険料(第4期)
夜間収納･証明書交付業務の窓口(19時まで)

もっと情報をお届け！4つの新コーナー誕生！
  子育て、フレイル予防、市民コラムなど新しいコ
ーナーが誕生し、デザインもプチリニューアル！

■正広局(本郷町善入寺正広)=46.9
■本郷局(本郷町船木川西上)=52.4

三原市の人口(8月31日現在)
※(　)内は前年同月との比較

世帯数 43,187世帯(-159)

※うち外国人住民は2,152人(+97)

男 43,008人(-573)
人 口 89,482人(-1,283)

女 46,474人(-710)

人口移動の詳細については
広島県 人口移動 月報 検 索

納期限
31日(月)

まで

中央図書館(JR三原駅前) ■■TEL 0848-62-3225

ミステリーバッグを貸し出します
　バッグに添えてあるおすすめメッセー
ジを参考に、1袋選んでください。中の本
は借りてからのお楽しみ。今までに読んだ
ことがないジャンルの本に出合えるチャ
ンスです。
■■時　27日(木)から※なくなり次第終了。

アフタヌーンコンサート
■■時　16日(日)13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。

「声の友」による大人向け朗読の会
■■内　朗読「キッチン」(吉本ばなな／著) ほか
■■時　19日(水)14時～15時
■■定　約40人

本の展示　ポポロ開館15周年記念　
「古典の世界を感じる」

　芸術文化センターポポロが10月14日で開館15周年を
迎えることを記念して開催される「古典芸能への誘い　野
村萬斎　狂言の夕べ」に合わせて、狂言、能、歌舞伎などの
古典芸能に関する本を展示します。
■■時　10月7日(金)～11月9日(水)

限定200袋
本のリサイクル市
　保存期限を過ぎた雑誌や受け入れをしなかった寄贈本
などを希望者が無料で持ち帰ることができる、本のリサイ
クル市を開催します。
■■時　①22日(土)10時から②23日(日)10時30分から③16日
(日)10時～17時
■■所　①本郷生涯学習センター②くい文化センター③大和文
化センター
【冊数上限】①制限なし※雑誌は1人5冊。②1人10冊※雑誌は
そのうち5冊。③1人10冊※①②③いずれもなくなり次第終了。

　10月27日(木)～11月９日(水)は読書週間です。今年の標語は「この一冊に、ありがとう」。
読書週間に合わせて４館でイベントを開催します。

作品展示「だーるまさん　みーつけた」
　図書館キャラクター「たねちゃん」と三原だるま
のコラボ作品を展示します。
■■時　26日(水)まで

久井図書館 ■■TEL 0847-32-7138

大和図書館 ■■TEL 0847-33-1115

ポップバトルを開催　あなたの１票を！
　4館の図書館員が作成した、本を紹介するポップを展示しま
す。あなたが一番読みたいと思ったポップに投票してください。
投票で一位を獲得したポップと本を11月２日(水)～９日(水)の
間、大和図書館で掲示します。【投票期間】16日(日)～31日(月)

図書館➡■■HP 

三原美術協会展　
<第50回記念>久井展

10/8(土)
～10(月･祝)

■■所 久井保健福祉センター
■■時 9時～17時(8日は13時から、10日は15時まで)
■■内「 三原美術協会会員 」作品と

「久井中学校」生徒作品の展示
■■問 事務局 岡本さん(■■TEL 0848-
36-6200)

10月
月･水･土

■■所 ･■■申 ･■■問 うきしろロビー(城町一丁目
■■TEL ■■FAX 兼用0848-67-5877)
①三原だるまを作ろう
■■時 10日を除く月･水曜日13時～16時、土曜日10時～13時
■■定 10人(要申し込み)　■■￥ 600円
②城下町三原てくてくガイド
■■時 8日(土)10時30分～12時※申し込み不要。 ■■￥ 無料

うきしろロビーのイベント

市■■HP ➡

講 座 名 講 師 とき 定 員 参加費 申込期限 ところ･申し込み先

ペットとなかよし
ハッピーライフ 山本和也 18日（火）

13時30分～15時30分 10人 200円 14日（金） 久井コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-7139)

シニアエアロビクス 牧田 美千代 20日（木）
13時30分～15時 20人 200円 18日（火） 中之町コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-64-4099)

暮らしの養生
「薬膳」 関野博子 25日（火）

10時30分～12時 12人 700円 20日（木） 久井南コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-6316)

ペーパーホルダーの
型絵染め 金光康子 31日（月）

13時30分～15時30分 20人 1,000円 27日（木） 沼田東コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0848-66-3179)

薬膳ごはん 張 ケイイェン 31日（月）
10時～14時 24人 2,200円 24日（月）

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(水）10時から。生涯学習講座

要申し込み

11/20
(日)

秋の自然を感じながら走るサイクリングイベントを開
催します。自転車プロチームのヴィクトワール広島の選
手や午後からは岡田市長も参加します。
※当日は飲食店や自転車用品店の出店もあります。
■■所 中央森林公園
■■時 10時～15時※少雨決行。 ■■定 ①ショ ー トコー ス
(3km)：50人×3回②ロングコース(12.3km)：80人×2回
■■￥ 1,000円、小･中学生500円、親子(1組2人)1,000円、グ
ループ(1組4人まで)3,000円 ■■用 自転車･ヘル
メット※レンタル可。 ■■申 10月31日(月)までに市
■■HP に掲載している申し込みフォームから　
■■問 スポーツ振興課(■■TEL 0848-64-7219)

ファンライドみはら
in中央森林公園
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