
Jアラート情報伝達試験を実施
　地震や津波、武力攻撃などの発生時
に備え、全国瞬時警報システム(Jアラ
ート)を利用した全国一斉情報伝達試
験を実施します。屋外スピーカーやFM
告知端末ラジオ、FMみはら(87.4メガ
ヘルツ)で試験放送が流れます。また、
市のメール配信システムや市公式SNS
に登録している人には、試験報が届き
ます。
■■時　16日(水)11時から1分間程度
■■問　危機管理課(■■TEL 0848-67-6066
■■FAX 0848-67-6164)

献血に協力を
■■時　23日(水･祝)10時～12時、13時15分
～16時
■■所　イオン三原店
■■問　保健福祉課(■■TEL 0848-67-6205 
■■FAX 0848-67-5934)

市の■■HP に広告を掲載しませんか
　市■■HP では、新型コロナウイルスや災
害などの重要な情報を発信し、多くの
人に見られています。

【掲載期間】4月～令和5年3月
【掲載場所】市■■HP のトップページ(年間
アクセス数　約200万件)

【掲載料(1枠の月額)】1万円
【申込期限】3月18日(金)まで
※掲載基準や審査があります。詳しく
は市■■HP で確認してください。
■■申　広報戦略課(■■TEL 0848-67-6007)

２月７日は北方領土の日
　政府は北方領土(歯舞群島･色丹島･
国後島･択捉島)の返還要求運動を進め
ています。北方領土問題への理解を深
めましょう。
■■問　総務課(■■TEL 0848-67-6176)

お知らせ、イベント、募集、制度など、生活に関する情報をあつめました。
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毎月手話動画をUP中！ 三原市公式YouTubeチャンネル
登録＆いいね！ お願いします。
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ouTube手話
しゅわわせ動画を見て手話にチャレンジ！

広島県特定（産業別）最低賃
金が改定されました

　広島県特定(産業別)最低賃金が改定
されました。詳しくは広島労
働局■■HP で確認してください。
■■問　広島労働局(■■TEL 082-221-
9244)

成年後見制度講演会を
動画で配信

　成年後見制度についての講演会を動
画配信します。
■■時　1日(火)9時～28日(月)17時　【演
題】今から考えよう！成年後見制度～
安心した将来のために～　【講師】広
島県社会福祉士会　牧
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■■問　高齢者福祉課(■■TEL 0848-67-6055)

適切な暖房利用で
CO²削減をめざそう

　冷暖房の温度設定を「1℃」変えた場
合の省エネ･節約の効果は、夏の冷房よ
りも冬の暖房の方が大きいことが知ら
れています。
　「 ひざ掛けやストー ルを活用する 」

「『鍋』で体も室内もあたためる」など、
適切に暖房を使用し、CO₂削減、電気代
の節約につなげましょう。
■■問　生活環境課(■■TEL 0848-67-6194)

国民年金保険料の納付は
口座振替で

　国民年金保険料の納付を口座振替に
すると便利です。前納などによる割引
制度を利用することもできます。

【前納の申込期限】28日(月)まで
■■申　市民課(■■TEL 0848-67-6051)、三原年
金事務所(■■TEL 0848-63-4111)

広島県警察安全安心アプリ
「オトモポリス」の活用を
　防犯ブザー･痴漢対策などの防犯機
能や、犯罪･不審者などの情報を提供
し、皆さんの安全安心な暮らしを助け
ます。ぜひ活用してください。
詳しくは県警■■HP で確認して
ください。
■■問　広島県警察本部(■■TEL 082-
228-0110)

軽自動車などの廃車･名義
変更の手続きを忘れずに

　軽自動車税種別割は毎年4月1日現
在で軽自動車などを所有している人に
課税されます。廃車または名義変更の
手続きは3月31日までにしてくださ
い。原付･小型特殊･ミニカーは市民税
課(市役所本庁2階)または各支所で、軽
自動車は軽自動車検査協会、軽二輪･小
型二輪は福山自動車検査登録事務所で
行なってください。
■■問　市民税課(■■TEL 0848-67-6030
■■FAX 0848-67-6132)

男性の料理教室
■■時　24日(木)10時～13時
■■所　サン･シープラザ3階
■■対　65歳以上で一人暮らし、または介護
をしている男性
■■定　20人(要申し込み)
■■￥　 300円
■■申　17日(木)までに社会福祉協議会
(■■TEL 0848-63-0570)へ

青少年育成三原市民運動
推進大会

　笹川進吾さん（ネットセーフティ･
アドバイザー）による講演、河村倫子
さん（三原警察署）による腹話術での
交通安全指導、表彰、地域活動報告
■■時　19日(土)13時30分～15時30分
■■所　中央公民館
■■定　75人(申し込み不要)
■■問　生涯学習課(■■TEL 0848-67-6147)

市役所内での弁当などの
販売営業者を募集

【営業期間】4月～令和5年3月の開庁日
のうち毎週1日　11時～14時

【営業場所】市役所本庁2階または8階
※詳しくは市■■HP で確認してください。
■■申　18日(金)までに申請書(市■■HP に用意)
を総務課(■■TEL 0848-67-6022)へ

飲料の自動販売機の
設置事業者を募集

【設置期間】令和4～6年度
【設置場所】①市役所本庁舎②本郷支所
③世羅消防署
※詳しくは市■■HP で確認してください。
■■申　15日(火)までに申請書を①総務
課(■■TEL 0848 -67 -6022 )②本郷支
所 (■■TEL 0848-86-1111)③消防本部
総務課(■■TEL 0848-64-5910)へ

コミュニティ助成事業が完了
　宝くじの収益金を財源として、(一
財)自治総合センターが地域のコミュ
ニティ活動を助成しています。この助
成を受けて、三原市少年消防クラブが
総額100万円分の活動服などを整備、
沼田西町小原の小原町内会が公民館を
建設しました。
■■問　 消防本部予防課(■■TEL 0848 -64 -
5927 ■■FAX 0848-64-5911)、地域企画
課(■■TEL 0848-67-6184 ■■FAX 0848-64-
7101)

住宅用火災警報器の適正な管理を
　住宅用火災警報器にほこりが付くと
煙を感知しにくくなります。定期的に
乾いた布での拭き取りや作動点検を行
なってください。
　高齢者の一人暮らしなど、取り付け
が難しい人には取り付けのサポートを
行なっています。希望する人は問い合
わせてください。
※住宅用火災警報器の購入はご自身で
お願いします。
■■問　消防本部予防課(■■TEL 0848-64-5927 
■■FAX 0848-64-5911)

森づくりに県民税を活用しています
　市はひろしまの森づくり県民税を活
用し、森林の整備や整備する団体への
支援を行なっています。
詳しくは市■■HP で確認してく
ださい。
■■問　農林水産課(■■TEL 0848-67-
6081)

市民農園の利用者を募集

【募集区画数】　
①本郷ふれあい農園第1農園　2区画　
②本郷ふれあい農園第2農園　1区画　
③小坂市民農園　14区画
■■対　市内在住で、農家以外の人
■■￥　①②2,030円　③12,220円
■■申　25日(金)までに申込書(本庁または
各支所で配布、もしくは市■■HP よりダウ
ンロード)を農林水産課(■■TEL 0848-67-
6077)または各支所へ

市営住宅の入居者を募集

【申込期間】17日(木)･18日(金)8時30
分～18時30分　
■■所　･■■問　三原市営住宅管理グループ窓口
(宮沖四丁目■■TEL 0848-62-1800)
※詳しくは同グループ ■■HP または7日
(月)から申込場所･市役所本庁1階総合
案内コーナー･各支所で配布する資料
で確認してください。
※申し込み多数の場合は
抽選。

自衛官候補生などを募集

【区分】①自衛官候補生②医師･歯科医
師幹部
■■対　①18歳～32歳②医師･歯科医師の
免許取得者   

【応募期間】①通年②6月10日(金)まで
※詳しくは自衛隊■■HP で確認してくだ
さい。
■■問　自衛隊広島地方協力本部
尾道出張所(■■TEL 0848-22-
6942)

“みはら” ①人さし指･中指･薬指を伸ばし、
手の甲は相手側にして横に向ける。
②手を広げて、手のひらをおな
かにあてる。
手話は国によって違います。国
際交流の場などで使う、世界共
通の手話言語「国際手話」という
ものもあります。

➡市YouTube　
　チャンネル

1 2

➡ 市■■HP 

➡市■■HP のトップページ

➡ 県警■■HP 

➡ 広島
労働局■■HP 

➡グループ■■HP 

➡動画はこちらから

視聴後はアンケート
にご協力ください➡

➡自衛隊■■HP 

人権標語

人権が尊重される明るい社会をつくっていきましょう
　人権というと難しいイメージがあ
るかもしれませんが、人権は「人間が
人間らしく生きるために生まれなが
らに持っている権利」であり、誰にと
っても身近で大切なものです。
　しかし、私たちの身の回りでは今な
お、差別や偏見、誹

ひ ぼ う
謗中傷などによる

人権侵害が絶えません。
　誰もが暮らしやすい社会であるた
めには、人権を取り巻くさまざまな現

実を知ること、正しい知識を学んで身
に付けること、人を認め合い思いやる
心を持つことが大切です。
　市では、市民･企業などを対象に、人
権への理解を深め、思いやりの心を養
う「出前講座」を行なっていますので、
利用してください。
　人権を人ごとではなく自分のこと
として考え、ともに人権が尊重される
明るい社会をつくっていきましょう。

友だちの やさしい笑顔が 星のよう （小学6年生）

人権ひろば

●人権推進課 ●

今月のテーマ

■■問　人権推進課
（■■TEL 0848-67-6044）
出前講座のページ➡

➡ 市■■HP 

環境省COOL CHOICE 
MOE 萌えキャラクター

君野ミライ

環境省COOL CHOICE 
MOE 萌えキャラクター

君野イマ
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