
Recruiting
EVENT/STAFF/
STUDENT/etc.

みんなのみんなの 募 集募 集 情 報情 報
人材募集やイベントなど、皆さんの参加を待っています！

三原小 20人 糸崎小、中之町小、
西小、南小、久井小

糸崎小 10人 三原小、木原小
木原小 募集を行いません

中之町小 15人 三原小、深小
西小 25人 三原小、南小、沼田小

田野浦小 25人 須波小、南小、沼田東小
須波小 25人 田野浦小、幸崎小
深小 25人 中之町小
南小 募集を行いません

沼田小 10人 西小、沼北小
沼北小 10人 沼田小、沼田東小、本郷小

沼田東小 25人 田野浦小、沼北小、沼田西小、
小泉小、本郷小

沼田西小 15人 沼田東小、小泉小、
本郷小、本郷西小

小泉小 20人 沼田東小、沼田西小、本郷西小
幸崎小 20人 須波小

本郷小 5人 沼北小、沼田東小、
沼田西小、本郷西小

本郷西小 5人 沼田西小、小泉小、
本郷小、大和小

久井小 10人 三原小、大和小
大和小 10人 本郷西小、久井小

入学を希望
する学校 定員 申請できる隣接校

第一中 15人 第二中

第二中 20人 第一中、第三中、
宮浦中、久井中

第三中 30人 第二中、第四中、
第五中、宮浦中

第四中 10人 第三中、幸崎中

第五中 15人 第三中、宮浦中、本郷中

幸崎中 20人 第四中

宮浦中 10人 第二中、第三中、第五中

本郷中 5人 第五中、大和中

久井中 10人 第二中、大和中

大和中 10人 本郷中、久井中

入学を希望
する学校 定員 申請できる隣接校

●

市
役
所

●市すなみ
海浜公園

●

●

●

三
原
港

佐木港

鷺浦小学校

小佐木島

佐木島

JR須波駅

JR三原駅

1･2年 6人
3年 6人
4年 5人
5年 4人
6年 5人

学年 定員

　ロードレース選手と一緒にサイクリングを体験しませんか？
■■時 19日(土)9時～12時※雨天の場合は23日(水･祝)。　■■所中央森林公園　■■内 サイクリングやおもしろ自転車の体験※詳
しくは、問い合わせてください。 ■■対 障害のある人とその家族　■■定 30人(要申し込み)　■■申 ･■■問 4日(金)までに障害者生活
支援センタードリームキャッチャー(■■TEL 0848-63-3319■■FAX 0848-63-3359)

障害者スポーツフェスティバルの参加者を募集参加者
募集

観覧者
募集

ひろしま建築学生チャレンジ
コンペ2022＠みはら 最終審査

「小早川 隆景展」アンコール展を
開催します

来場者
募集

■■対 令和5年度に小･中学校へ入学する人
■■申 ･■■問 30日(水)までに専用申し込みフォームから、ま
たは持参か郵送で申請書(提出先、市■■HP に用意)を学校
教育課(〒723-8601港町3丁目5番1号■■TEL 0848-67-
6154)へ
※申し込み多数の場合、12月上旬に公開抽選を行います。
※転居などの場合を除き、原則、卒業まで転校できません。
※学校見学などの相談は、各学校へ問い合わせてください。

　小･中学校への入学時に、住所で決まっている学校だけでは
なく、隣接している学校にも入学できる制度(隣接校選択制度)
があります。自宅から近い学校や特色のある教育を行なって
いる学校など、希望する隣接校に通学することができます。

隣接校選択制度により隣接する小･中学校への入学希望者を募集入学
希望者

市■■HP➡➡専用申し込みフォーム

　消防屯所建築設計コンペの最終審査の見学ができま
す。最終候補に残った学生によるプレゼンテーションな
どにより、その場で最優秀作品賞が決定します。
■■時 12日(土)13時～17時
■■所芸術文化センター ポポロ
■■定 200人
■■申 10日(木)までに市■■HP の申し込みフォー
ムからまたは建築課(■■TEL 0848-67-6121
■■FAX 0848-64-6057)へ
※当日受付もあります。 ➡小早川 隆景像

　令和4年7月～8月に開催し、人
気を博した「小早川隆景展～おか
えりなさい。ふるさと三原～」の
アンコール展を開催します。
■■時 3日(木･祝)～6日(日) 9時～17時
■■所市民ギャラリー
■■内 小早川家から譲り受けた資料
8件の展示 ほか
■■問 文 化 課 (■■TEL 0 8 4 8 - 6 4 -
9234■■FAX 0848-67-5912)

小規模校入学特別認可制度に基づき、市内在住で次の条件の全てを満たす
人は、令和5年4月に鷺浦小学校へ入学･転校できます。
【条件】①令和5年度に小学校に入学する、または在学している
　 　  ②保護者が鷺浦小学校の教育方針に賛同している
　 　  ③自力で通学できる(市が三原港～佐木港の船賃を補助)
　 　  ④1年以上通学できる
■■申 ･■■問 30日(水)までに専用申し込みフォームから、または持参か郵送で申請書
(提出先、市■■HP に用意)を学校教育課(〒723-8601港町3丁目5番1号■■TEL 0848-
67-6154)へ
※申し込み多数の場合、12月上旬に公開抽選を行います。
※学校見学などの相談は、鷺浦小学校(■■TEL 0848-87-5222)へ問い合わせてください。

どの校区からも鷺浦小学校に入学･転校できます
～豊かな自然の中で一人ひとりの能力を伸ばす教育～

入学
希望者

　鷺浦小学校は、豊かな自然環境に恵まれた小規模校
を対象校とした「特認校」です。
　少人数を生かしたきめ細かな学習指導を行い、児童
一人ひとりの能力を最大限に伸ばす教育を行なって
います。
　島の人々と連携した体験学習や交流活動などを通
じて、豊かな人間性を培う教育を推進しています。

鷺 浦 小 学 校 の 魅 力 ･ 特 色

■鷺浦小学校定数

■小学校

■中学校

三原港から高速艇で➡
約13分の佐木島。市■■HP➡

地域に届け！
僕らのパワー！！

➡市■■HP

➡専用申し込み
　フォーム

➡匠から学ぶものづくり ➡一輪車演技

➡みかんジャム作り

➡お店番ふれあい活動

➡宇宙メダカ

➡アマモ場再生プロジェクト

➡落語発表

➡あったかほかほか
　おいしい給食
　市内唯一の自校給食

➡鷺っ子太鼓

一人ひとりにあった➡
学びを引き出す授業

Ⓒ 写真家･村上宏治

申し込み
フォーム➡

➡市■■HP
サンフレッチェ広島 親子サッカー教室を開催参加者

募集

　サンフレッチェ広島のコーチによる親子サッカー教室を開催します。
■■時 12月11日(日)10時～11時30分　■■所やまみ三原運動公園 ■■対 市内在住の年長～小学3年生とその保護者　■■定 20組(要
申し込み)　■■￥1組300円　■■申 11月21日(月)までに専用申し込みフォームから　■■問スポーツ振興課(■■TEL 0848-64-7219)

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 89 ● 広報みはら／令和4年11月号 ●
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人材募集やイベントなど、皆さんの参加を待っています！

三原小 20人 糸崎小、中之町小、
西小、南小、久井小

糸崎小 10人 三原小、木原小
木原小 募集を行いません

中之町小 15人 三原小、深小
西小 25人 三原小、南小、沼田小

田野浦小 25人 須波小、南小、沼田東小
須波小 25人 田野浦小、幸崎小
深小 25人 中之町小
南小 募集を行いません

沼田小 10人 西小、沼北小
沼北小 10人 沼田小、沼田東小、本郷小

沼田東小 25人 田野浦小、沼北小、沼田西小、
小泉小、本郷小

沼田西小 15人 沼田東小、小泉小、
本郷小、本郷西小

小泉小 20人 沼田東小、沼田西小、本郷西小
幸崎小 20人 須波小

本郷小 5人 沼北小、沼田東小、
沼田西小、本郷西小

本郷西小 5人 沼田西小、小泉小、
本郷小、大和小

久井小 10人 三原小、大和小
大和小 10人 本郷西小、久井小

入学を希望
する学校 定員 申請できる隣接校

第一中 15人 第二中

第二中 20人 第一中、第三中、
宮浦中、久井中

第三中 30人 第二中、第四中、
第五中、宮浦中

第四中 10人 第三中、幸崎中

第五中 15人 第三中、宮浦中、本郷中

幸崎中 20人 第四中

宮浦中 10人 第二中、第三中、第五中

本郷中 5人 第五中、大和中

久井中 10人 第二中、大和中

大和中 10人 本郷中、久井中
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　ロードレース選手と一緒にサイクリングを体験しませんか？
■■時 19日(土)9時～12時※雨天の場合は23日(水･祝)。　■■所中央森林公園　■■内 サイクリングやおもしろ自転車の体験※詳
しくは、問い合わせてください。 ■■対 障害のある人とその家族　■■定 30人(要申し込み)　■■申 ･■■問 4日(金)までに障害者生活
支援センタードリームキャッチャー(■■TEL 0848-63-3319■■FAX 0848-63-3359)

障害者スポーツフェスティバルの参加者を募集参加者
募集

観覧者
募集

ひろしま建築学生チャレンジ
コンペ2022＠みはら 最終審査

「小早川 隆景展」アンコール展を
開催します

来場者
募集

■■対 令和5年度に小･中学校へ入学する人
■■申 ･■■問 30日(水)までに専用申し込みフォームから、ま
たは持参か郵送で申請書(提出先、市■■HP に用意)を学校
教育課(〒723-8601港町3丁目5番1号■■TEL 0848-67-
6154)へ
※申し込み多数の場合、12月上旬に公開抽選を行います。
※転居などの場合を除き、原則、卒業まで転校できません。
※学校見学などの相談は、各学校へ問い合わせてください。

　小･中学校への入学時に、住所で決まっている学校だけでは
なく、隣接している学校にも入学できる制度(隣接校選択制度)
があります。自宅から近い学校や特色のある教育を行なって
いる学校など、希望する隣接校に通学することができます。

隣接校選択制度により隣接する小･中学校への入学希望者を募集入学
希望者

市■■HP➡➡専用申し込みフォーム

　消防屯所建築設計コンペの最終審査の見学ができま
す。最終候補に残った学生によるプレゼンテーションな
どにより、その場で最優秀作品賞が決定します。
■■時 12日(土)13時～17時
■■所芸術文化センター ポポロ
■■定 200人
■■申 10日(木)までに市■■HP の申し込みフォー
ムからまたは建築課(■■TEL 0848-67-6121
■■FAX 0848-64-6057)へ
※当日受付もあります。 ➡小早川 隆景像

　令和4年7月～8月に開催し、人
気を博した「小早川隆景展～おか
えりなさい。ふるさと三原～」の
アンコール展を開催します。
■■時 3日(木･祝)～6日(日) 9時～17時
■■所市民ギャラリー
■■内 小早川家から譲り受けた資料
8件の展示 ほか
■■問 文 化 課 (■■TEL 0 8 4 8 - 6 4 -
9234■■FAX 0848-67-5912)

小規模校入学特別認可制度に基づき、市内在住で次の条件の全てを満たす
人は、令和5年4月に鷺浦小学校へ入学･転校できます。
【条件】①令和5年度に小学校に入学する、または在学している
　 　  ②保護者が鷺浦小学校の教育方針に賛同している
　 　  ③自力で通学できる(市が三原港～佐木港の船賃を補助)
　 　  ④1年以上通学できる
■■申 ･■■問 30日(水)までに専用申し込みフォームから、または持参か郵送で申請書
(提出先、市■■HP に用意)を学校教育課(〒723-8601港町3丁目5番1号■■TEL 0848-
67-6154)へ
※申し込み多数の場合、12月上旬に公開抽選を行います。
※学校見学などの相談は、鷺浦小学校(■■TEL 0848-87-5222)へ問い合わせてください。

どの校区からも鷺浦小学校に入学･転校できます
～豊かな自然の中で一人ひとりの能力を伸ばす教育～

入学
希望者

　鷺浦小学校は、豊かな自然環境に恵まれた小規模校
を対象校とした「特認校」です。
　少人数を生かしたきめ細かな学習指導を行い、児童
一人ひとりの能力を最大限に伸ばす教育を行なって
います。
　島の人々と連携した体験学習や交流活動などを通
じて、豊かな人間性を培う教育を推進しています。

鷺 浦 小 学 校 の 魅 力 ･ 特 色

■鷺浦小学校定数

■小学校

■中学校

三原港から高速艇で➡
約13分の佐木島。市■■HP➡

地域に届け！
僕らのパワー！！

➡市■■HP

➡専用申し込み
　フォーム

➡匠から学ぶものづくり ➡一輪車演技

➡みかんジャム作り
➡お店番ふれあい活動

➡宇宙メダカ

➡アマモ場再生プロジェクト

➡落語発表

➡あったかほかほか
　おいしい給食
　市内唯一の自校給食

➡鷺っ子太鼓

一人ひとりにあった➡
学びを引き出す授業

Ⓒ 写真家･村上宏治

申し込み
フォーム➡

➡市■■HP
サンフレッチェ広島 親子サッカー教室を開催参加者

募集

　サンフレッチェ広島のコーチによる親子サッカー教室を開催します。
■■時 12月11日(日)10時～11時30分　■■所やまみ三原運動公園 ■■対 市内在住の年長～小学3年生とその保護者　■■定 20組(要
申し込み)　■■￥1組300円　■■申 11月21日(月)までに専用申し込みフォームから　■■問スポーツ振興課(■■TEL 0848-64-7219)

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 89 ● 広報みはら／令和4年11月号 ●



市の公用封筒に
広告を掲載しませんか

広告
募集

参加者
募集

住まいの終活セミナー･
相談会を開催します

女性の健康L
ラ イ ン

INEサポート×
講演会の参加者を募集

参加者
募集

■■内　基本1　電話のかけ方、インターネットの使い方　など
基本2　地図アプリ･SNSの使い方　など
応用　マイナンバーカードの説明･申請方法
※同日の講座を連続して受講することもできます。
■■対　基本操作を学びたい人　■■定　1教室12人(要申し込み)
※5人以上集まらないときは中止することがあります。
■■￥　無料　
■■用　スマートフォン、応用の受講者は個人番号カード
申請書
※スマートフォンを持っていなくても参加できます。
■■問　 ･ ■■申　 三原テレビ放送株式会社(■■TEL 0848-63-
8600※平日10時～17時。)へ

三原テレビ×三原市　
スマホ教室の受講生を募集

受講生
募集

日時 内容 場所

11月11日(金)
9時30分～10時30分 基本1

三原駅前スペースサ
テラス10時45分～12時 基本2

13時30分～14時30分 応用

11月16日(水)

9時30分～10時30分 基本1 本郷生涯学習センター10時45分～12時 基本2
14時～15時 基本1 中央公民館15時15分～16時30分 基本2

11月18日(金)

9時30分～10時30分 基本1 大和文化センター10時45分～12時 基本2
14時～15時 基本1 久井保健福祉センター15時15分～16時30分 基本2

11月22日(火)
9時30分～10時30分 基本1

三原駅前スペースサ
テラス10時45分～12時 基本2

13時30分～14時30分 応用

11月25日(金)

9時30分～10時30分 基本1 宮浦コミュニティ
センター10時45分～12時 基本2

14時～15時 基本1 本郷生涯学習センター15時15分～16時30分 基本2

11月29日(火)

9時30分～10時30分 基本1 中央公民館10時45分～12時 基本2
14時～15時 基本1 中之町コミュニティ

センター15時15分～16時30分 基本2

講座名 講師 とき 定員 参加費 申込期限 ところ･申し込み先

暮らしを支える木工に親しもう 
～カッティングボード(ミニまな板)作り～ 山口博敏 17日(木)

13時30分～15時30分 10人 1,700円 16日(水)
くい文化センター
(■■TEL 0847-32-7138
■■FAX 0847-32-8406)

木染でコースターを作ろう 岡田朋子 18日(金)
13時30分～16時 10人 1,000円 15日(火) 久井コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-7139)
古典はおもしろい!!
広島県ゆかりの万葉集歌 亀井 彰 23日(水･祝)

10時～11時30分 20人 200円 21日(月)
中央公民館
(■■TEL 0848-64-2137
■■FAX 0848-64-0137)

ウオーキングで筋力アップ
(膝を傷めない歩き方) 安田照美 25日(金)

10時～11時30分 20人 200円 21日(月)

■■所　地域学習センター
(さざなみ学校) 
■■申　中央公民館
(■■TEL 0848-64-2137
■■FAX 0848-64-0137)

心おどるクラフト手芸 東山由紀 25日(金)
13時～16時 10人 800円 21日(月) 久井南コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-6316)
みんなで楽しいコーラス 魚谷 香緒里 25日(金)

13時～15時30分 20人 200円 22日(火) 沼田東コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0848-66-3179)

蕎麦打ち教室 河内勝司 12月2日(金)
10時～13時 7人 500円 11月25日(金) 糸崎コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-62-6799)
フラワーアレンジメントを楽しむ
～クリスマスバージョン～ 澤村知代 12月6日(火)

13時30分～15時30分 12人 1,700円 11月28日(月)
船木コミュニティセンター
(■■TEL 0848-86-6731
■■FAX 0848-86-6730)

「音読･朗読のススメ」
～声の表現を楽しむ～ 中司弘子 12月9日(金)

13時30分～15時30分 20人 700円 12月7日(水)
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7日(月)10時から。生涯学習講座

心配ごと相談

毎週金曜日 13時～16時 サン･シープラザ4階 社会福祉協議会･各地域センター
■■TEL 0848-63-0570

10日(木)･24日(木) 本郷保健福祉センター ■■TEL 0848-86-3607
16日(水)

9時～12時
久井保健福祉センター ■■TEL 0847-32-7101

11日(金)、12月2日(金) 大和保健福祉センター ■■TEL 0847-34-1214
18日(金) 大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

児童虐待通告窓口 毎日 24時間 【電話相談】保健福祉課　■■TEL 0848-67-6088
弁護士法律相談
※要予約。

①18日(金)
②25日(金)
※受け付けは7日(月)8時30分から。

13時～16時 ①中央公民館
②本郷支所

生活環境課 
■■TEL 0848-67-6179

消費生活相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 9時～12時、
13時～16時

市役所本庁3階
※電話相談も可。 消費生活センター

■■TEL 0848-67-6410消費生活巡回相談
※要予約。 11日(金)･18日(金)･25日(金) 14時～16時 本郷･久井･大和支所

障害者なんでも相談
※要予約。

28日(月) 14時～16時 本郷保健福祉センター 障害者生活支援センター
■■TEL 0848-63-3319
■■FAX 0848-63-3359

16日(水) 10時～12時 久井保健福祉センター
11月11日(金)、12月2日(金) 大和保健福祉センター

自立サポート相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 サン･シープラザ4階 自立相談支援センターみはら
■■TEL 0848-67-4568

家庭児童相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 9時～17時 市役所本庁2階 家庭児童相談
■■TEL 0848-61-0121

不登校等に関する
悩み相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 9時～16時30分 リージョンプラザ2階

※電話相談も可。
三原ふれあい相談室
■■TEL 0848-64-7201

学校生活の悩み･
体罰などの相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分【電話相談】三原子どもサポートダイヤル　■■TEL 0848-67-6173

※時間外は留守番電話で対応。

人権相談

10日(木) 13時～16時　 サン･シープラザ4階 人権推進課
■■TEL 0848-67-6044

3日･23日を除く毎週月～金曜日 10時～16時　

市役所本庁3階
人権文化センター ■■TEL 0848-66-1111
本郷人権文化センター ■■TEL 0848-86-3333
大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

8時30分～17時15分【電話相談】法務局常設電話相談所　■■TEL 0570-003-110
女性相談
(ＤＶや家庭不和など) 3日･23日を除く毎週月～金曜日 9時30分～16時 市役所本庁2階

※電話相談も可。
女性相談室
■■TEL 0848-61-0122

行政相談 21日(月) 13時～16時
サン･シープラザ4階 社会福祉協議会

■■TEL 0848‐63‐0570不動産相談 18日(金)、12月2日(金) 10時～15時
戦没者遺族相談 24日(木)、12月1日(木) 13時～16時

くらしの無料相談窓口
相談の種類 とき ところ 申し込み･問い合わせ先

■■内　電話のかけ方、文字の入力方法、カメラの使い方など
【講師】ソフトバンクショップスタッフ
■■対　スマートフォンの基本操作を学びたい人
※スマートフォンを持っていなくても参加できます。
■■￥　無料 
※申し込みは7日(月)10時から。
※10人以上集まらないときは中止することがあります。

【掲載期間】令和5年3月(予定)から全ての封筒を
使い切るまで
■■対　長形3号＝2万4千枚、角形2号＝1万枚
【募集枠数】20枠　
■■￥　1枠50,000円
【広告1枠の大きさ】
長3：縦50㎜×横80㎜
角2：縦120㎜×横100㎜
※掲載基準や審査があります。詳しくは市■■HP を
参照。
■■申　30日(水)(必着)までに申込書(提出先、市■■HP に
用意)と必要書類を財
産管理課(■■TEL 0848-67-
6012 ■■FAX 0848-67-
6199)へ

■■時　12月17日(土) ①講演会13時30分～15時②
相談会15時10分から 
■■所　サン･シープラザ4階
■■内　所有する住宅の生前整理や相続など、住まい
の終活に関する講演会と個別相談会
【講師】広島修道大学 大学院非常勤講師　西村自
起さん
■■対　相続発生前の住宅所有者やその家族など
■■定　①会場50人、オンライン(Z

ズ ー ム
oom配信)100人②

4人(会場のみ)※いずれも要申し込み。
■■申　②12月5日(月)①12月14日(水)ま
で に 建 築 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 7 -
6187■■FAX 0848-64-6057)へ

■■時　25日(金)18時～19時
【講演】「ライフイベントと仕事の両立」～男女の
更年期セルフチェックポイント～
【講師】公認心理師　戸田 さやかさん
※オンライン開催のためウェブ会議のサービス

「Z
ズ ー ム
oom」のダウンロードが必要です。

■■対　市内に在住または勤務･通学して
いる人
■■申　18日(金)までに専用申し込みフ
ォームから
■■問　 保 健 福 祉 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 7 -
6061■■FAX 0848-67-5934)

受講生
募集 スマホ教室の受講生を募集

開催日 定員 申込
期限 ところ･申し込み先

22日(火)
13時30分～15時30分 20人 17日(木) 沼田東コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-66-3179)

24日(木)
10時30分～12時 15人 21日(月) 須波コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-67-0512)

24日(木)
14時30分～16時 10人 21日(月) 幸崎コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-69-0001)

➡市■■HP 

➡専用
申し込み
フォーム

広告スペース広告スペース

角
形
2
号

100㎜

120㎜
1枠

長形3号
80㎜

50㎜ 1枠
広告スペース広告スペース

  ➡三原
テレビ■■HP 

※12月にも開催します。詳しくは11月の町内会回覧で確認する
か、三原テレビ放送株式会社に問い合わせてください。
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市の公用封筒に
広告を掲載しませんか

広告
募集

参加者
募集

住まいの終活セミナー･
相談会を開催します

女性の健康L
ラ イ ン

INEサポート×
講演会の参加者を募集

参加者
募集

■■内　基本1　電話のかけ方、インターネットの使い方　など
基本2　地図アプリ･SNSの使い方　など
応用　マイナンバーカードの説明･申請方法
※同日の講座を連続して受講することもできます。
■■対　基本操作を学びたい人　■■定　1教室12人(要申し込み)
※5人以上集まらないときは中止することがあります。
■■￥　無料　
■■用　スマートフォン、応用の受講者は個人番号カード
申請書
※スマートフォンを持っていなくても参加できます。
■■問　 ･ ■■申　 三原テレビ放送株式会社(■■TEL 0848-63-
8600※平日10時～17時。)へ

三原テレビ×三原市　
スマホ教室の受講生を募集

受講生
募集

日時 内容 場所

11月11日(金)
9時30分～10時30分 基本1

三原駅前スペースサ
テラス10時45分～12時 基本2

13時30分～14時30分 応用

11月16日(水)

9時30分～10時30分 基本1 本郷生涯学習センター10時45分～12時 基本2
14時～15時 基本1 中央公民館15時15分～16時30分 基本2

11月18日(金)

9時30分～10時30分 基本1 大和文化センター10時45分～12時 基本2
14時～15時 基本1 久井保健福祉センター15時15分～16時30分 基本2

11月22日(火)
9時30分～10時30分 基本1

三原駅前スペースサ
テラス10時45分～12時 基本2

13時30分～14時30分 応用

11月25日(金)

9時30分～10時30分 基本1 宮浦コミュニティ
センター10時45分～12時 基本2

14時～15時 基本1 本郷生涯学習センター15時15分～16時30分 基本2

11月29日(火)

9時30分～10時30分 基本1 中央公民館10時45分～12時 基本2
14時～15時 基本1 中之町コミュニティ

センター15時15分～16時30分 基本2

講座名 講師 とき 定員 参加費 申込期限 ところ･申し込み先

暮らしを支える木工に親しもう 
～カッティングボード(ミニまな板)作り～ 山口博敏 17日(木)

13時30分～15時30分 10人 1,700円 16日(水)
くい文化センター
(■■TEL 0847-32-7138
■■FAX 0847-32-8406)

木染でコースターを作ろう 岡田朋子 18日(金)
13時30分～16時 10人 1,000円 15日(火) 久井コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-7139)
古典はおもしろい!!
広島県ゆかりの万葉集歌 亀井 彰 23日(水･祝)

10時～11時30分 20人 200円 21日(月)
中央公民館
(■■TEL 0848-64-2137
■■FAX 0848-64-0137)

ウオーキングで筋力アップ
(膝を傷めない歩き方) 安田照美 25日(金)

10時～11時30分 20人 200円 21日(月)

■■所　地域学習センター
(さざなみ学校) 
■■申　中央公民館
(■■TEL 0848-64-2137
■■FAX 0848-64-0137)

心おどるクラフト手芸 東山由紀 25日(金)
13時～16時 10人 800円 21日(月) 久井南コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0847-32-6316)
みんなで楽しいコーラス 魚谷 香緒里 25日(金)

13時～15時30分 20人 200円 22日(火) 沼田東コミュニティセンター
(■■TEL ■■FAX 兼用0848-66-3179)

蕎麦打ち教室 河内勝司 12月2日(金)
10時～13時 7人 500円 11月25日(金) 糸崎コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-62-6799)
フラワーアレンジメントを楽しむ
～クリスマスバージョン～ 澤村知代 12月6日(火)

13時30分～15時30分 12人 1,700円 11月28日(月)
船木コミュニティセンター
(■■TEL 0848-86-6731
■■FAX 0848-86-6730)

「音読･朗読のススメ」
～声の表現を楽しむ～ 中司弘子 12月9日(金)

13時30分～15時30分 20人 700円 12月7日(水)
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7日(月)10時から。生涯学習講座

心配ごと相談

毎週金曜日 13時～16時 サン･シープラザ4階 社会福祉協議会･各地域センター
■■TEL 0848-63-0570

10日(木)･24日(木) 本郷保健福祉センター ■■TEL 0848-86-3607
16日(水)

9時～12時
久井保健福祉センター ■■TEL 0847-32-7101

11日(金)、12月2日(金) 大和保健福祉センター ■■TEL 0847-34-1214
18日(金) 大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

児童虐待通告窓口 毎日 24時間 【電話相談】保健福祉課　■■TEL 0848-67-6088
弁護士法律相談
※要予約。

①18日(金)
②25日(金)
※受け付けは7日(月)8時30分から。

13時～16時 ①中央公民館
②本郷支所

生活環境課 
■■TEL 0848-67-6179

消費生活相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 9時～12時、
13時～16時

市役所本庁3階
※電話相談も可。 消費生活センター

■■TEL 0848-67-6410消費生活巡回相談
※要予約。 11日(金)･18日(金)･25日(金) 14時～16時 本郷･久井･大和支所

障害者なんでも相談
※要予約。

28日(月) 14時～16時 本郷保健福祉センター 障害者生活支援センター
■■TEL 0848-63-3319
■■FAX 0848-63-3359

16日(水) 10時～12時 久井保健福祉センター
11月11日(金)、12月2日(金) 大和保健福祉センター

自立サポート相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 サン･シープラザ4階 自立相談支援センターみはら
■■TEL 0848-67-4568

家庭児童相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 9時～17時 市役所本庁2階 家庭児童相談
■■TEL 0848-61-0121

不登校等に関する
悩み相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 9時～16時30分 リージョンプラザ2階

※電話相談も可。
三原ふれあい相談室
■■TEL 0848-64-7201

学校生活の悩み･
体罰などの相談 3日･23日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分【電話相談】三原子どもサポートダイヤル　■■TEL 0848-67-6173

※時間外は留守番電話で対応。

人権相談

10日(木) 13時～16時　 サン･シープラザ4階 人権推進課
■■TEL 0848-67-6044

3日･23日を除く毎週月～金曜日 10時～16時　

市役所本庁3階
人権文化センター ■■TEL 0848-66-1111
本郷人権文化センター ■■TEL 0848-86-3333
大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

8時30分～17時15分【電話相談】法務局常設電話相談所　■■TEL 0570-003-110
女性相談
(ＤＶや家庭不和など) 3日･23日を除く毎週月～金曜日 9時30分～16時 市役所本庁2階

※電話相談も可。
女性相談室
■■TEL 0848-61-0122

行政相談 21日(月) 13時～16時
サン･シープラザ4階 社会福祉協議会

■■TEL 0848‐63‐0570不動産相談 18日(金)、12月2日(金) 10時～15時
戦没者遺族相談 24日(木)、12月1日(木) 13時～16時

くらしの無料相談窓口
相談の種類 とき ところ 申し込み･問い合わせ先

■■内　電話のかけ方、文字の入力方法、カメラの使い方など
【講師】ソフトバンクショップスタッフ
■■対　スマートフォンの基本操作を学びたい人
※スマートフォンを持っていなくても参加できます。
■■￥　無料 
※申し込みは7日(月)10時から。
※10人以上集まらないときは中止することがあります。

【掲載期間】令和5年3月(予定)から全ての封筒を
使い切るまで
■■対　長形3号＝2万4千枚、角形2号＝1万枚
【募集枠数】20枠　
■■￥　1枠50,000円
【広告1枠の大きさ】
長3：縦50㎜×横80㎜
角2：縦120㎜×横100㎜
※掲載基準や審査があります。詳しくは市■■HP を
参照。
■■申　30日(水)(必着)までに申込書(提出先、市■■HP に
用意)と必要書類を財
産管理課(■■TEL 0848-67-
6012 ■■FAX 0848-67-
6199)へ

■■時　12月17日(土) ①講演会13時30分～15時②
相談会15時10分から 
■■所　サン･シープラザ4階
■■内　所有する住宅の生前整理や相続など、住まい
の終活に関する講演会と個別相談会
【講師】広島修道大学 大学院非常勤講師　西村自
起さん
■■対　相続発生前の住宅所有者やその家族など
■■定　①会場50人、オンライン(Z

ズ ー ム
oom配信)100人②

4人(会場のみ)※いずれも要申し込み。
■■申　②12月5日(月)①12月14日(水)ま
で に 建 築 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 7 -
6187■■FAX 0848-64-6057)へ

■■時　25日(金)18時～19時
【講演】「ライフイベントと仕事の両立」～男女の
更年期セルフチェックポイント～
【講師】公認心理師　戸田 さやかさん
※オンライン開催のためウェブ会議のサービス

「Z
ズ ー ム
oom」のダウンロードが必要です。

■■対　市内に在住または勤務･通学して
いる人
■■申　18日(金)までに専用申し込みフ
ォームから
■■問　 保 健 福 祉 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 7 -
6061■■FAX 0848-67-5934)

受講生
募集 スマホ教室の受講生を募集

開催日 定員 申込
期限 ところ･申し込み先

22日(火)
13時30分～15時30分 20人 17日(木) 沼田東コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-66-3179)

24日(木)
10時30分～12時 15人 21日(月) 須波コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-67-0512)

24日(木)
14時30分～16時 10人 21日(月) 幸崎コミュニティセンター

(■■TEL ■■FAX 兼用0848-69-0001)

➡市■■HP 

➡専用
申し込み
フォーム

広告スペース広告スペース

角
形
2
号

100㎜

120㎜
1枠

長形3号
80㎜

50㎜ 1枠
広告スペース広告スペース

  ➡三原
テレビ■■HP 

※12月にも開催します。詳しくは11月の町内会回覧で確認する
か、三原テレビ放送株式会社に問い合わせてください。
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