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緊急地震速報訓練･11月2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 11月2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)

浄化槽法定検査を必ず受けましょう
10月は浄化槽月間です

　トイレの排水や生活雑排水をきれい
にする浄化槽は、正しく使用しないと悪
臭の発生や環境の汚染につながります。
浄化槽の機能を適正に保つため、浄化槽
を管理(設置)している人は、浄化槽法に
より次のことが義務付けられています。
①保守点検②清掃③法定検査
※浄化槽を設置･廃止、管理者を変更す
るなどした場合は、生活環境課(市役所
本庁3階)で手続きしてください。
※指定地域で、単独処理浄化槽などか
ら小型合併処理浄化槽に転換をする場
合は、設置費の一部を補助する制度が
あります。※詳しくは市■■HP で確認して
ください。
■■問 生活環境課(■■TEL 0848-
67-6168)

敬老優待乗車証制度

　敬老優待乗車証を提示すると、1乗
車につき100円で市内を運行する路
線バスに乗車できます。
■■対 市内に住所がある70歳以上の人
(要申し込み)
■■用 運転免許証や健康保険証などの本
人確認ができる物
■■申 高齢者福祉課(■■TEL 0848 -67 -
6055 ■■FAX 0848-64-2130)または各
支所の地域振興課

➡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。

Anything
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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！

危険物取扱者試験
受験者へのお知らせ

●危険物取扱者試験　
■■時 ･■■所 ①11月13日(日)＝福山市
　　　②11月20日(日)＝広島市
　　　③11月27日(日)＝三次市
　　　④12月11日(日)＝三原市･呉市
■■申①10月7日(金)まで
　②③10月6日(木)～14日(金)
　④10月21日(金)～28日(金)
※電子申請は、
　①10月4日(火)まで
　②③10月3日(月)～11日(火)
　④10月18日(火)～25日(火)

【願書配布場所】各消防署･出張所
●危険物取扱者試験準備講習会
■■時 10月18日(火)9時30分～16時30分
■■￥ 8,700円から
■■所 ･■■問 消防本部予防課(■■TEL 0848-64-
5927 ■■FAX 0848-64-5911)

第46回三原消防まつり
■■時 29日(土)14時～16時
■■所 三原消防署
■■内【学習コーナー】救急法講習、消火器
取り扱い体験、防災グッズ展示

【体験コーナー】ポンプ車放水、ロープ
渡り、はしご車試乗(抽選)、バケツリレ
ー、起震車による地震体験

【ふれあいコーナー】防火サイコロ、記
念写真撮影
■■出 YAYOIバトンスクール(バトントワ
ーリング) 、スタジオ来夢(ダンスパフ
ォーマンス)、PJO（音楽演奏）
※詳しくは市■■HP で
確認してください。
■■問 消防本部予防課
(■■TEL 0 8 4 8 - 6 4 -
5927)

市■■HP➡

コミュニティ活動に
助成金を活用しませんか

　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活動を
助成しています。
■■対 町内会、自治会などが活動に使用
する備品などの整備や集会施設の建設
にかかる費用
※令和5年度に実施する事業が対象。
■■申 7日(金)までに申請書類
(市■■HPに用意)を地域企画課
(■■TEL 0848-67-6184)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た(一財)
自治総合センターの助成金を受けて、
次の備品を整備しました。
●町内会備品(①大西町内会)
●インクルーシブ遊具(②久井町③大和町)
■■問 ①地域企画課(■■TEL 0848-67-6184)
②久井支所(■■TEL 0847-32-7114)③大
和支所(■■TEL 0847-33-0222)

17日（月）～23日（日）は
「行政相談週間」です
　「行政相談」では、国の行政に関して
の意見･要望を受け付けています。相談
は無料です。気軽に相談してください。

【電話相談】総務省行政相
談センターきくみみ広島
(■■TEL 082-222-1100)

➡市■■HP

危険物取扱者保安講習の
お知らせ
■■時 令和5年1月24日(火)13時30分～
16時30分
令和5年1月25日(水)9時30分～12時
30分、13時30分～16時30分

【受付期間】10月13日(木)～26日(水)
■■￥ 4,700円
※申込書は、消防本部、各消防署･出張
所で配布。
■■所 ･■■問 消防本部予防課(■■TEL 0848-64-
5927 ■■FAX 0848-64-5911)

市営住宅の入居者募集
【申込期間】13日(木)･14日(金)
※いずれも8時30分～17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3日
(月)から申し込み場所、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。

令和４年秋のフリーマーケット
■■時 11月6日(日)10時～14時※雨天中止。
■■所 ･■■問リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-
7555)
■■内 約80区画が出店するフリーマーケ
ット

【出店者の募集】
■■￥1区画につき1,000円(1人2区画まで)
※申し込み多数の場合は抽選。
■■申 10月14日(金)(必着)までに、往復は
がきに①住所②名前③電話番号④販売
品目⑤希望する区画数を記入しリージ
ョンプラザ(〒723-0015
円一町二丁目1番1号)へ
※詳しくはリージョンプラ
ザ■■HPで確認してください。

➡ 三原市営
住宅管理

グループ■■HP

➡リージョン
プラザ■■HP

不動産の無料相談会
　広島県不動産鑑定士協会では、不動
産に関する相談に無料で応じる相談
会を開催します。
■■時 5日(水)10時～16時
※受け付けは15時30分まで。

【開催場所】①広島会場　広島県不動
産鑑定士協会(広島市中区)②福山会場　
福山市生涯学習プラザ(福山市霞町)
■■内 不動産の鑑定価格、賃料、交換、税
金、相続やその他不動産に関する相談
■■申当日会場にて受け付け
■■問 公益社団法人広島県不動産鑑定士
協 会 (■■TEL 082-228-5100 ■■FAX 082-
227-0065)

相続･遺言に関する相談会
　広島司法書士会では、相続･遺言に関
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 10月2日(日)、11月6日(日)、12月4
日(日)※いずれも10時～16時。

【面談場所】広島司法書士会総合相談セ
ンター(広島市中区)

【電話相談】082-511-7196(予約不要)
【面談相談】082-221-5345(要予約)

無料調停相談会
■■時 13日(木)10時～15時

【相談員】調停協会委員
■■所しまなみ交流館2階(尾道市東御所町)
■■内 土地建物、借入債務、公害、交通事
故、夫婦、親子、相続問題などについて
の相談(予約不要)
■■問広島地方裁判所尾道支部(■■TEL 0848-
22-5285)

第71回三原市美術展覧会
　一般公募作品、依頼出品作家作品、
審査員作品の展示。
■■時 7日(金)～19日(水)9時～17時
※8日(土)は11時～17時、19日(水)
は9時～16時30分。
■■所 リージョンプラザ
■■問 文化課(■■TEL 0848 -64 -
9234)

県営住宅の入居者募集
【申込期間】18日(火)～20日(木)
※いずれも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11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)②防衛大
学校学生③医科･歯科幹部④貸費学生
■■対 ①18～32歳②18～20歳③医師
･歯科医師の免許取得者④大学の理
学部、工学部の3･4年次または大学
院(専門職大学院を除く)修士課程在
学(正規の修業年限を終わる年の4月
1日現在で26歳未満(大学院修士課
程在学者は28歳未満))
※②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】①10月28日(金)～12月10
日(土)②10月26日(水)まで③10月28日
(金)まで④11月11日(金)まで
■■問 自衛隊広島地方協力本部
尾道出張所
(■■TEL 0848-22-6942)

➡市■■HP

➡自衛隊■■HP

“教えてください” ①人さし指を上から顔に向けて
２回振る。②手を広げ頭と一緒
に下げる。
手話通訳を介して会話をする
ときは、聴覚に障害のある人本
人に向かって、伝わっているか
どうかを確認しながら話して
ください。
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➡市YouTube　
　チャンネル

みんなで国際交流
　令和４年７月末時点の市の人口集
計によると、全世帯の3.4％に当たる
1,461世帯が外国人を含む世帯です。
　外国人と言葉や文化、生活習慣な
どが異なるのは、当たり前です。大切
なのは違いを認め合いお互いを尊重
することです。異なる文化と共存す
ることにより、社会にさまざまな価
値観をもたらし、より豊かな未来を
築くことにつながります。

　中央公民館では、みはら国際交流サ
ロンを開設し外国人への日本語教室
や交流イベントを行なっています。ま
た、本郷では国際交流に関する講演
会、久井では外国の料理体験教室、大
和では外国人との研修･交流会など、
各地域でも国際交流団体が活動して
います。
　市民のみなさんも活動に参加して
外国の文化に触れてみませんか。

しんどいよ くらべないで ぼくは僕わたしは私  （小学４年生）

人権ひろば

外国人の人権
●生涯学習課 ●

今月のテーマ

■■問 生涯学習課
(■■TEL 0848- 67-6148 
■■FAX 0848- 67-5912)

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 1011 ● 広報みはら／令和4年10月号 ●


