
Jアラート情報伝達試験･10日（水）
　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、試験情報が届
きます。
■■時 10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)

戦没者原爆死没者追悼式
並びに平和祈念式典
■■時 6日(土)9時30分～11時30分(予定)
■■所 芸術文化センター ポポロ
■■内 戦没者の遺族･被爆者による手記朗
読、プティフルール･アンサンブルによ
るコーラスなど
※お供えなどは受け取れません。
■■問 社会福祉課(■■TEL 0848-
67-6058)

慰霊と平和祈念の黙とうを
　77年前の8月6日8時15分に広島市
へ、9日11時2分に長崎市へ原爆が投
下されました。そして8月15日は終戦
記念日です。
　戦争の犠牲となり、亡くなられた人
たちのご冥福と恒久平和を祈り、原爆
が投下された時刻と15日の正午には、
黙とうをささげましょう。
■■問 人権推進課(■■TEL 0848-67-6044 
■■FAX 0848-64-4103)

｢本郷産業団地地区｣地区計
画・用途地域の変更の案が
縦覧できます
■■時 15日(月)まで
■■所 都市開発課(市役所本庁5階)
■■内 本郷都市計画｢本郷産業団地地区｣
地区計画変更の案･用途地域変更の案
●意見の提出ができます

【提出方法】15日(月)までに都市開発
課(■■TEL 0848-67-6113 ■■FAX 0848-64-
6057)へ

➡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！

衛生管理基礎セミナー
■■時 9月9日(金)①10時30分～12時
②13時30分～15時
■■所 サン･シープラザ4階
■■対 市内で「食」に関わる創業･起業に興
味がある人
※無料託児あり(要申し込み)。
■■申 9月2日(金)までに申込書(提出先、市
■■HPに用意)を株式会社まちづ
くり三原(■■TEL 0848-63-5538 
■■FAX 0848-63-8338)へ

やっさ祭りを舞台にした
ラジオドラマを放送

　市シティプロモーションの取り組み
の一環として三原出身のシナリオライ
ター白木原 怜次さんがやっさ祭りを舞
台に書き下ろしたラジオドラマがFMみ
はら(87.4メガヘルツ)で放送されます。
■■時 13日（土）16時、14日（日）
13時から※サイマル放送で
も聴取可。
■■問 広報戦略課(■■TEL 0848-
67-6007)

第10回新県美展(第74回広
島県美術展)　巡回展
■■時 24日(水)～28日(日)9時～17時
■■所 リージョンプラザ
■■内 入賞作品、地元入選作品(映像系は
全入選作品)、ジュニア部門大賞作品
■■問 文化課(■■TEL 0 8 4 8 - 6 4 - 9 2 3 4  
■■FAX 0848-67-5912)

ポポロの施設利用停止期間
を変更します
芸術文化センター ポポロの改修工事に

伴う施設利用停止期間を変更します。入札
などの状況により変更する場合があります。
変更前：令和5年4月～10月
変更後：令和5年7月～令和6年1月
■■問 文化課(■■TEL 0848-64-9234)

➡市■■HP

➡サイマル
放送

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た(一財)
自治総合センターの助成金を受けて、
幸崎本町町内会(幸崎能地三丁目、四丁
目)が総額120万円分の備品を整備し
ました。
■■問 地域企画課(■■TEL 0848-67-6184 
■■FAX 0848-64-7101)

夏は要注意！車内へのスプ
レー缶の放置は危険です

　炎天下の車内は30分程度で車内温度
が40度を超える高温となり、スプレー
缶などを放置していると破裂事故につ
ながります。車内にスプレー缶などを置
く場合は次のことに注意しましょう。
●スプレー缶は高温となる場所に置か
ない
●車内が高温にならないように日よけ
を使用する
●クーラーBOXなどを使い高温になら
ない環境で保管する
※アウトドアで使用するカセットボン
ベもスプレー缶と同じく車内放置する
ことは、大変危険です。取り扱い説明書
を読んで、安全に注意し火災予防に努
めましょう。
■■問 消防本部予防課(■■TEL 0848-64-5927 
■■FAX 0848-64-5911)

救命講習を開催
●普通救命講習
■■時 21日(日)9時～12時
■■所 本郷支所2階
■■内 心肺蘇生法(ＡＥＤ講習を含む)や止血
法などの講習
■■定 10人(要申し込み)
■■￥ 500円(教材費)
■■申 1 9 日 ( 金 )までに三 原 西 消 防 署
(■■TEL 0848-86-2119 ■■FAX 0848-86-
6794)へ
●上級救命講習
■■時 9月4日(日)8時30分～17時30分
■■所 三原消防署
■■内 成人･小児･乳児、それぞれに対応し
た心肺蘇生法(ＡＥＤ講習を含む)や止
血法、搬送法などの講習
■■定 20人(要申し込み)
■■￥ 500円(教材費)
■■申 9 月 2 日 ( 金 ) ま で に 三 原 消 防 署
(■■TEL 0848-62-2101 ■■FAX 0848-62-
5119)へ

全国一斉「遺言・相続」相談会
 広島司法書士会では、遺言･相続に関
する多様な悩みを抱えた人の相談に無
料で応じる相談会を実施します。
■■時 7日(日)10時～16時

【面談場所】
①広島司法書士会館(広島市中区)
②広島司法書士会福山支部事務所(福
山市若松町)
■■内 遺言･相続手続き全般の相談

【電話相談】■■TEL 0120-33-9279
※予約不要。

【面談相談】■■TEL 082ｰ221ｰ5345
※要予約。

献血に協力を
■■時 ①17日(水)9時30分～11時15分、
12時30分～16時②21日(日)10時～
12時、13時30分～16時③28日(日)10
時～11時30分、13時～15時30分
■■所 ①市役所本庁舎②フジグラン三原③
マックスバリュ本郷店
■■問 保健福祉課(■■TEL 0848-67-6234 
■■FAX 0848-67-5934)

おうちで健康体操教室
■■時 9月2日(金)10時～11時
■■所 幸崎コミュニティセンター
■■対 65歳以上の人

【講師】マリエフィットネスサポート　
松尾紀江さん
■■定 20人(要申し込み)　
■■申高齢者福祉課(■■TEL 0848-67-6055
■■FAX 0848-64-2130)

食中毒を防ぎましょう
　高温が続くと食品に細菌が発生しや
すくなります。食品を購入した後は、す
ぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れるなどし
て、食中毒を防ぎましょう。
■■問 保健福祉課(■■TEL 0848-67-6053 
■■FAX 0848-67-5934)

自衛官候補生などを募集
【区分】①自衛官候補生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】①9月16日(金)まで
②9月5日(月)まで
③9月8日(木)まで
■■問 自衛隊尾道出張所
(■■TEL 0848-22-6942)

防衛省自衛隊の採用説明会
を開催します
■■時 9月2日(金)10時～13時
■■所 ハローワーク三原(館町一丁目)
■■内 防衛省自衛隊の業務内容･勤務条
件･試験制度などの説明
■■対 18～31歳で、自衛官採用試験の受
験を検討している人
■■問 自衛隊尾道出張所(■■TEL 0848-22-
6942)

放送大学の入学生募集
　放送大学では10月からの入学生を募
集しています。授業科目は約300科目
あり、1科目から学ぶことができます。
■■申 9月13日(火)まで
■■問 放送大学福山サテライトスペース
(■■TEL 084-991-2011)

➡自衛隊■■HP

“すみません” ①つまんだ親指と人さし指を眉
間に当てる。②指をそろえた手
を下へ下ろしながら頭を下げる。
手話単語がない固有名詞や新し
い言葉などは、指文字を組み合
わせて表現します。指文字は五
十音や数字、アルファベットな
どを指の形で表すものです。
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➡市YouTube　
　チャンネル

人権標語

高齢者と家族を虐待からまもるために
　高齢者虐待には、暴力をふるうなど
の身体的虐待や介護･世話をせず放置
するなどのネグレクト、暴言や無視な
どの嫌がらせを行う心理的虐待、わい
せつな行為をしたりさせたりする性
的虐待、高齢者のお金を勝手に使うな
どの経済的虐待があり、身体的なダメ
ージ以外で生活が脅かされる場合も、
虐待となります。

　この高齢者虐待の中には、家族が介護
などでストレスを感じたり、老化による変
化や認知症などの現状を受け入れられな
いために起こるものも少なくありません。
　介護に疲れた、高齢者への接し方が
うまくいかないと感じたら、1人で抱
え込まず相談しましょう。市や高齢者
相談センターでは、家族も含めた支援
に取り組んでいます。

いじめの根　しっかりぬいて　はやさない  （小学４年生）

人権ひろば

高齢者の人権
●高齢者福祉課●

今月のテーマ

■■問高齢者福祉課
(■■TEL 0848-67-6055)

相談先➡
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