
緊急地震速報訓練･15日(水)
　地震などの発生に備えて、全国瞬時
警報システム(Jアラート)を利用した
緊急地震速報訓練を実施します。FM告
知端末ラジオ、FMみはら(87.4メガヘ
ルツ)、市内に設置している屋外スピー
カーから訓練放送が流れます。放送が
流れたら、姿勢を低くして机の下に隠
れるなど、速やかに身を守る「安全行
動」を取ってください。
■■時　15日(水)10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　28日(火)13時～16時30分
■■所　三原赤十字病院
■■問　保健福祉課(■■TEL 0848-67-6205  
■■FAX 0848-67-5934)

被爆2世の無料健診
■■時　6月10日(金)～令和5年2月28日(火)
※精密検査は令和5年3月10日(金)
まで。
■■対　両親のどちらかが原子爆弾被爆者
(広島被爆は昭和21年6月1日以降、
長崎被爆は昭和21年6月4日以降に
生まれた人)
■■申　令和5年1月31日(火)までに専用はが
き(社会福祉課または各支所に用意)で
■■問　社会福祉課(市役所本庁1階
■■TEL 0848-67-6058 ■■FAX 0848-64-
2130)

始めませんか？
身近なことから脱炭素

　市は3月に「ゼロカーボンシティ宣
言」を表明し、脱炭素社会の実現をめざ
しています。6月は環境月間です。環境
に優しい身近な取り組みについて考え
てみましょう。

【こんなことしていませんか？】
●食品を食べないままで腐らせてしまう
●まだ使えるのに捨ててしまう
●見ていないテレビや使用していない
パソコンをつけている
●近距離でも自動車を利用
している
■■問　生活環境課(■■TEL 0848-
67-6194) ➡市■■HP 

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。

Y
ユーチューブ

ouTube手話
しゅわわせ動画を見て手話にチャレンジ！

農薬の適正使用について
　農薬は飛散すると人や動物の健康を
害したり、周囲の農作物を汚染したり
する可能性があります。風の少ないと
きに散布するなど、飛散を防止するた
めの対策をお願いします。
■■問　 農林水産課(■■TEL 0848-67-6077 
■■FAX 0848-64-4103)

町内会･自治会に
加入しませんか

　町内会や自治会は、地域行事の開催
や防災･防犯、ごみステーションの管理
など、助け合いや、地域がより暮らしや
すくなるための活動を行なっています。
■■申　地域の町内会･自治会の役員へ
■■問　地域企画課(■■TEL 0848-67-6184)、
本郷支所 ( ■■TEL 0848 - 86 -
1111)、久井支所(■■TEL 0847-
3 2 - 7 1 1 1 ) 、大 和 支 所
(■■TEL 0847-33-0222)

マダニに注意を
　マダニにかまれると、重大な感染症
にかかることがあります。野外で活動
するときは長袖の服、手袋、長靴などを
着用しましょう。
■■問　県東部保健所保健課(■■TEL 0848-25-
4640)

熱中症に注意を
　湿度や気温が高くなると、熱中症を
発症しないための対策が必要です。マ
スクの着用により、さらに熱中症の危
険が高まります。「小まめに水分を摂
る」、「扇風機を使う」、「外出時には帽子
をかぶる」などの対策をしましょう。
■■問　 保健福祉課(■■TEL 0848-67-6053 
■■FAX 0848-67-5934)

➡市■■HP 

ウオーキングのまち三原
推進事業提案団体を募集

　健康増進を目的に、町内会･自治会な
どにウオーキングコースの整備･運営に
必要な活動費を補助します。ウオーキ
ングで三原を元気にしましょう。

【申込期限】30日(木)まで
■■対　市民活動団体や住民組織、住民組織
で構成された連合組織
■■申　 保健福祉課(■■TEL 0848-67-6053 
■■FAX 0848-67-5934)

地域経済活性化提案事業補助金
　市内事業者の売り上げ増進や集客促
進を目的とした、新たな事業の提案を
募集し、採択した事業の実施費用を補
助します。
■■対　商工団体または、3者以上で構成す
る団体･グループ

【事業例】販売サイトの構築や商店街な
どでの誘客イベントなど

【補助率】10/10
【補助上限】2,000万円 
※構成員数により変動。

【事業の実施期限】令和5年3月31日(金)
【募集期限】6月20日(月)
※予算の執行状況により、変更･終了す
ることがあります。
■■問　商工振興課(■■TEL 0848-67-
6072)

三原内港東駐車場の利用者募集
■■所　三原内港東駐車場(城町三丁目)
■■内　駐車場の月極利用
■■￥　11,000円
■■申　･■■問　港湾課(■■TEL 0848-67-
6108)

➡市■■HP 

➡市■■HP 

ガソリンなどの適切な
保管･使用を

　5日(日)～11日(土)は危険物安全週
間です。ガソリンや灯油などの危険物
を取り扱う施設では、法定点検に加え、
日常の自主点検を実施しましょう。家
庭でもガソリンや灯油などを適切に保
管･使用しましょう。
■■問　消防本部予防課(■■TEL 0848-64-5927 
■■FAX 0848-64-5911)

やっさ地
じかた

方教室
■■時　16日(木)･23日(木)･30日(木)いず
れも18時30分～20時30分
■■所　中央公民館(申し込み不要)
■■問　観 光 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 7 - 6 0 1 4  
■■FAX 0848-64-4103)

普通救命講習を開催
■■時　7月10日(日)9時～12時
■■所　三原消防署
■■内　心肺蘇生法(ＡＥＤ講習を含む)や止
血法などの講習
■■定　20人程度(要申し込み)
■■￥　 500円(教材費)
■■申　7 月 8 日 ( 金 ) ま で に 三 原 消 防 署
(■■TEL 0848-62-2101 ■■FAX 0848-62-
5119)へ

市営住宅の入居者を募集
【申込期間】16日(木)･17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6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。

➡ 三原市営
住宅管理

グループ■■HP 

若者の発達相談ができます
　市では、保健師や臨床心理士が若者
の発達相談に応じています。「整理整頓
ができない」「指示を覚えられない」「コ
ミュニケーションがうまくいかない」
など、心配ごとがある場合は年齢に関
係なく誰でも気軽に相談してください。
■■時　9日(木)･22日(水)9時～17時
※要申し込み。
■■所　･■■申　保 健 福 祉 課 ( 市 役 所 本 庁 2 階
■■TEL 0848-67-6359■■FAX 0848-67-
5934)

おうちで健康体操教室
■■時　24日(金)10時～11時
■■所　人権文化センター(長谷一丁目)
■■対　65歳以上の人
■■定　20人(要申し込み)　
■■申　高齢者福祉課(■■TEL 0848-67-6055
■■FAX 0848-64-2130)

第14回　
こころ♡ネットみはらまつり

■■時　11日(土)10時～15時
■■所　サン･シープラザ4階、三原駅前スペ
ース サテラス
■■内　アート作品展示、障害者事業所など
によるバザー(物販のみ)
※申し込み不要。
■■問　 保健福祉課(■■TEL 0848-67-6053 
■■FAX 0848-67-5934)

県営住宅の入居者募集
【申込期間】14日(火)～16日(木)8時
30分～17時
■■所　･■■申　堀田･誠和共同企業体住宅管理
センター(宮浦四丁目 ■■TEL 0848-61-
2215)
※詳しくは7日(火)から申し込み場所
で配布する資料で確認してください。

自衛官候補生などを募集
【区分】①自衛官候補生(男子･女子)
②一般曹候補生③航空学生 ( 海上 ･
航空)
■■対　①②18～32歳③｢海上｣は18～
22歳、｢航空｣は18～20歳
※③は高卒者または高専3年次修了者。
いずれも見込み含む。
※ 詳 し く は 自 衛 隊 ■■HP で確認してく
ださい。

【応募期間】①男子 6月5日(日)～8月1
日(月)、女子 7月1日(金)～9月16日(金)
②7月1日(金)～9月5日(月)
③7月1日(金)～9月8日(木)
■■問　自衛隊尾道出張所
(■■TEL 0848-22-6942)

広島県失語症者向け
意思疎通支援者養成研修

■■時　8月～令和5年1月の日曜日(全10回)
※オンラインでの実施含む。
■■所　福山市西部市民センターなど
■■内　 講義と実技により支援に必要な知
識と技術の習得※修了者は広島県登録
者名簿に登録されます。
■■対　18歳以上で受講後に失語症者の支
援に携わることができる人
■■定　30人(要申し込み)
※申し込み多数の場合は抽選。
■■申　7月8日(金)までに広島県言語聴覚
士会意思疎通支援 (■■TEL 080-3895-
7678 ■■FAX 082-961-3080)へ

➡自衛隊■■HP 

➡市YouTube　
　チャンネル

人権標語

性別役割分担の意識と実態には差がある！？
　市では「第4次三原市男女共同参画
プラン」として「私らしく暮らせるみは
らプラン」を令和4年3月に策定しまし
た。この計画策定のため令和3年度に

「私らしく暮らせるみはら市民意識調
査」を行いました。すると、「夫は外で働
き、妻は家庭を守る」という役割分担意
識について約8割が「そのような意識は
ない」という結果でした。平成28年度

に行なった同調査では「そのような意識
はない」と回答した人は約5割だったこ
とから性別での意識が大きく変化した
と言えます。一方で家事全般は妻が中心
に行なっている家庭が約6割という結果
もでており、意識と実態に差があること
がわかりました。6月23日から29日は男
女共同参画週間です。まずは、家庭での
役割分担について考えてみませんか？

ゆるせない いじめたくせに たにんのふり  (小学3年生)

人権ひろば

男女共同参画
●人権推進課 ●

今月のテーマ
“危ない” 　折り曲げた両手の指先で、胸を

2回たたく。(危ないことが伝わる
表情を加えます。)
災害などの時、聞こえない人は
緊急放送などが聞こえず危険な
場合があります。困っている聴
覚障害者を見掛けたら手話や筆
談などで状況を伝えてください。

■■問　人権推進課(■■TEL 0848-67-6044)
「私らしく暮らせるみはらプラン」に

ついて➡
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