
■■所 リージョンプラザ
■■時 14時30分～15時30分 ■■対 小･中学生、高校生とその
保護者※小学生のみでの入場不可。 ■■定 410人 ■■￥ 小学
生700円、中学生800円、高校生･保護者900円 ■■申 12月
3日(土)14時30分までにチケットぴあ■■HP また
はセブンイレブン店頭から※詳しくは広島広
域都市圏■■HP で確認してください。 ■■問 広島市広
域都市圏推進課(■■TEL 082-504-2017）

　市が所蔵する美術品の中から、佐木島にアトリエを構え
た行友 巌の作品と、現代の美術作品を紹介します。
■■所 リージョンプラザ
■■時 9時～17時 【関連行事】ギャ ラリー
トーク ■■時 19日(土)11時～11時30分　
■■問 文化課(■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-
67-5912)

➡広島広域■■HP

■■所 ･■■問 芸術文化センター ポポロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■時 11月5日(土)～令和5年1月9日(月･祝)
※12月6日(火)、12月29日(木)～1月
3日(火)は休止。
【点灯時間】17時～21時30分※11月5日(土)は18時に点灯。
※11月5日(土)はポポロ･ジュニア･スウィング･オーケス
トラによる演奏も予定しています。

■■所 ･■■問芸術文化センター ポポロ(■■TEL 0848-81-0886)
■■時 13時30分から　
■■出 山田和樹(指揮)、萩原麻未(ピアノ)、ザ･レ
ヴ･サクソフォン･クァルテット、東京混声
合唱団 ■■￥ 3,300円、25歳以下1,500円
※小学生から入場可。【販売場所】ポポロ、ポ
ポロオンライン ほか
※宝くじの助成により実施。

三原市所蔵品展
－行友 巌と現代の美術－

11/18(金)
～30(水)

令和5年
1/9

（月･祝）
11/5

（土）～
芸術文化センター開館15周年記念
みはら風と海のコンサート

ポポロ冬の祭り ウインターイ
ルミネーション2022

12/３
(土)

広島交響楽団
オーケストラ音楽鑑賞教室

要申し込み

行 事行 事＆＆イベ ントイベ ント情 報情 報
E V E N T  i n f o r m a t i o n

EVENT STAGE ART MUSIC GOURMET etc...

新型コロナウイルス感染症の影響で掲載しているイベントなどが中止･延期となる場合が
あります。事前に主催者に確認してください。

市内でのイベントが満載！
ぜひチェックしてください。

➡みはら
イベントバコ

イベント情報集約サイト
「みはらイベントバコ」

三原のイベントを探すならココ！

■■所　JR三原駅周辺または三原港周辺
■■時　9時30分～16時
■■問　三原浮城まつり実行委員会(■■TEL 0848-63-1481)

①三原城跡歴史公園メインステージ
■■時　9時30分～16時　■■内　(順不同)安芸本郷太鼓、潮風太鼓、
安芸高田市佐々部神楽団、大草神楽子ども研究クラブ、隆景
音頭を踊ろう会、三原やっさ踊り振興協議会、三原高校器楽
部OB会

【小早川甲
かっちゅう

冑部隊】
出陣の儀　■■時　12時から　■■所　三原城跡歴史公園メインステ
ージ　■■内　甲冑部隊が勝

かちどき
鬨を披露

第19回三原浮城まつり11/6
(日)

旧城下練り歩き　■■時　12時20分～13時40分　
練り歩きコース：三原城跡歴史公園～駅前広場～船入櫓～マ
リンロード～港湾ビル前～サンシープラザ

②隆景広場
隆景公法要　■■時　11時30分から　■■内　三原城を築城した小早
川 隆景の法要(甲冑部隊参列)

③駅前噴水広場
■■時　10時～16時　■■内　ミニ新幹線、踏切安全教室、子どもJR制
服試着、紙飛行機大会、飛行機マーシャル体験、パネル展示、
観光PRブース、物販ブース

④キオラスクエア
浮城茶会　■■時　10時～15時　■■内　上田宗箇流による茶会　■■￥　一
席500円　■■定　100人　■■申　三原観光協会(■■TEL 0848-63-1481)

⑤三原内港
子ども広場　■■時　10時～16時　■■内　歌、絵本、バルーンアートなど
海上保安部　■■時　10時～16時　■■内　巡視船内の見学、制服試
着、パネル展示、グッズ販売など
キッチンカー飲食ブース　■■時　11時～15時

⑥国登録記念物の舩木氏庭園
舩木氏庭園特別公開　■■時　10時～15時　■■￥　大人500円(高校生以
下無料)　■■内　国の登録記念物である舩木氏庭園の特別公開

秋の特別拝観
■■時　3日(木･祝)～27(日)8時～17時※写真展「佛通寺の四季」
同時開催。　■■￥　500円、大学生以下無料

ソーシャルディスタンス坐禅
■■時　12日(土)･13日(日)･19日(土)･20日(日)･23日(水･祝)※い
ずれも11時～12時、14時～15時。　■■対　「秋の特別拝観」に入場
した人　■■定　各回20人程度　■■￥　500円、大学生以下無料

写経
■■時　8日(火)･15日(火)･22日(火)受付時間10時～14時
■■対　「秋の特別拝観」に入場した人
■■￥　1,000円、大学生以下無料　■■問　 佛通寺(■■TEL 0848-66-3502)

佛通寺の紅葉イベント11/3
（木･祝）～

佛通寺周辺では5日(土)～27日(日)9時～17時で交通規制を
行います
　12日(土)･13日(日)は佛通寺周辺の駐車場は利用できま
せん。高坂コミュニティホーム臨時駐車場または高坂自然
休養村周辺の駐車場を利用してください。また、車椅子など
の利用者で、佛通寺参道まで直接乗り入れを希望する人は
事前に連絡してください。
■■問　高坂自然休養村管理センター(■■TEL 0848-66-2683)

【無料シャトルバスの運行】
　12日(土)･13日(日)･19日(土)･20日(日)･23日(水･祝)は、
周辺駐車場から佛通寺参道まで無料シャトルバスを運行し
ます。

佛通寺周辺保全協力費に協力をお願いします
　佛通寺周辺の森林保全のため、普通車･軽自動車500円、観
光バス1,000円の協力費に協力をお願いします。
■■時　5日(土)～27日(日)9時～17時　
■■問　高坂自然休養村管理センター(■■TEL 0848-66-2683)

※今年は紅葉の夜間ライトアップは実施しません。

➡市■■HP 

2022年第94回アカデミー賞で3部門を受賞したヒュ
ーマンドラマ。家族の中でただひとり耳の聞こえる少女
の勇気が、家族やさまざまな問題を力に変えていく姿を
描いた作品です。
■■所 ･■■問 リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
■■時 10時30分～12時25分(日本語字幕のみ)、13時30分
～15時25分(日本語字幕と吹き替え)
■■￥ 1,800(1,500)円、大学生･
専門学生1,500(1,300)円、3
歳～高校生1,000(800)円、
60歳以上1,200円
※ ( ) 内は割引券利用の料
金。障害者手帳を提示した人
は1,000円。
【割引券付チラシ設置場所】
リージョンプラザ、うきしろ
ロビー ほか

大自然と共に“究極の農場”を作る8年間の夫婦の奮闘
を追った奇跡のドキュメンタリーです。
■■所 ･■■問 リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
「どうする？日本の水道」 ■■時 ①10時30分～11時11分
②15時35分～16時16分
「ビッグ･リトル･ファーム
理想の暮らしのつくり方」
■■時 ①11時15分～12時46分
②14時～15時31分
■■￥ 前売券800 円、 当日券
1,000円
※2本セットの料金。1本のみ
の鑑賞でも同一料金。
【前売券販売場所】リージョン
プラザ、うきしろロビー ほか

リージョンプラザ映画のつどい
「Codaコーダ　あいのうた」

リージョンプラザ映画のつどい
「どうする？日本の水道」
「ビッグ･リトル･ファーム　
理想の暮らしのつくり方」

11/13
(日)

11/20
(日)

Ⓒ2020 VENDOME PICTURES 
LLC, PATHE FILMS Ⓒ2018 FarmLore Films, LLC

行友 巌「自画像」

©Yoshinori Tsuru
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■■所　リージョンプラザ
■■時　14時30分～15時30分　■■対　小･中学生、高校生とその
保護者※小学生のみでの入場不可。　■■定　410人　■■￥　小学
生700円、中学生800円、高校生･保護者900円　■■申　12月
3日(土)14時30分までにチケットぴあ■■HP また
はセブンイレブン店頭から※詳しくは広島広
域都市圏■■HP で確認してください。　■■問　広島市広
域都市圏推進課(■■TEL 082-504-2017）

　市が所蔵する美術品の中から、佐木島にアトリエを構え
た行友 巌の作品と、現代の美術作品を紹介します。
■■所　リージョンプラザ
■■時　9時～17時　【関連行事】ギャ ラリー
トーク ■■時　19日(土)11時～11時30分
■■問　文化課(■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-
67-5912)

➡広島広域■■HP 

■■所　･■■問　芸術文化センター ポポロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　11月5日(土)～令和5年1月9日(月･祝)
※12月6日(火)、12月29日(木)～1月
3日(火)は休止。
【点灯時間】17時～21時30分※11月5日(土)は18時に点灯。
※11月5日(土)はポポロ･ジュニア･スウィング･オーケス
トラによる演奏も予定しています。

■■所　･■■問　芸術文化センター ポポロ(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　13時30分から　
■■出　山田和樹(指揮)、萩原麻未(ピアノ)、ザ･レ
ヴ･サクソフォン･クァルテット、東京混声
合唱団　■■￥　3,300円、25歳以下1,500円
※小学生から入場可。【販売場所】ポポロ、ポ
ポロオンライン ほか
※宝くじの助成により実施。

三原市所蔵品展
－行友 巌と現代の美術－

11/18(金)
～30(水)

令和5年
1/9

（月･祝）
11/5

（土）～
芸術文化センター開館15周年記念
みはら風と海のコンサート

ポポロ冬の祭り　ウインターイ
ルミネーション2022

12/３
(土)

広島交響楽団
オーケストラ音楽鑑賞教室

要申し込み

行 事行 事＆＆イベ ントイベ ント情 報情 報
E V E N T  i n f o r m a t i o n

EVENT STAGE ART MUSIC GOURMET etc...

新型コロナウイルス感染症の影響で掲載しているイベントなどが中止･延期となる場合が
あります。事前に主催者に確認してください。

市内でのイベントが満載！
ぜひチェックしてください。

➡みはら
イベントバコ

イベント情報集約サイト
「みはらイベントバコ」

三原のイベントを探すならココ！

■■所 JR三原駅周辺または三原港周辺
■■時 9時30分～16時
■■問 三原浮城まつり実行委員会(■■TEL 0848-63-1481)

①三原城跡歴史公園メインステージ
■■時 9時30分～16時 ■■内 (順不同)安芸本郷太鼓、潮風太鼓、
安芸高田市佐々部神楽団、大草神楽子ども研究クラブ、隆景
音頭を踊ろう会、三原やっさ踊り振興協議会、三原高校器楽
部OB会

【小早川甲
かっちゅう

冑部隊】
出陣の儀 ■■時 12時から ■■所 三原城跡歴史公園メインステ
ージ　■■内 甲冑部隊が勝

かちどき
鬨を披露

第19回三原浮城まつり11/6
(日)

旧城下練り歩き ■■時 12時20分～13時40分　
練り歩きコース：三原城跡歴史公園～駅前広場～船入櫓～マ
リンロード～港湾ビル前～サンシープラザ

②隆景広場
隆景公法要 ■■時 11時30分から ■■内 三原城を築城した小早
川 隆景の法要(甲冑部隊参列)

③駅前噴水広場
■■時 10時～16時　■■内 ミニ新幹線、踏切安全教室、子どもJR制
服試着、紙飛行機大会、飛行機マーシャル体験、パネル展示、
観光PRブース、物販ブース

④キオラスクエア
浮城茶会 ■■時 10時～15時　■■内 上田宗箇流による茶会 ■■￥ 一
席500円　■■定 100人　■■申 三原観光協会(■■TEL 0848-63-1481)

⑤三原内港
子ども広場 ■■時 10時～16時 ■■内 歌、絵本、バルーンアートなど
海上保安部 ■■時 10時～16時 ■■内 巡視船内の見学、制服試
着、パネル展示、グッズ販売など
キッチンカー飲食ブース ■■時 11時～15時

⑥国登録記念物の舩木氏庭園
舩木氏庭園特別公開 ■■時 10時～15時 ■■￥ 大人500円(高校生以
下無料)　■■内 国の登録記念物である舩木氏庭園の特別公開

秋の特別拝観
■■時 3日(木･祝)～27(日)8時～17時※写真展「佛通寺の四季」
同時開催。 ■■￥ 500円、大学生以下無料

ソーシャルディスタンス坐禅
■■時 12日(土)･13日(日)･19日(土)･20日(日)･23日(水･祝)※い
ずれも11時～12時、14時～15時。 ■■対「秋の特別拝観」に入場
した人 ■■定 各回20人程度 ■■￥ 500円、大学生以下無料

写経
■■時 8日(火)･15日(火)･22日(火)受付時間10時～14時
■■対「秋の特別拝観」に入場した人
■■￥1,000円、大学生以下無料 ■■問 佛通寺(■■TEL 0848-66-3502)

佛通寺の紅葉イベント11/3
（木･祝）～

佛通寺周辺では5日(土)～27日(日)9時～17時で交通規制を
行います

12日(土)･13日(日)は佛通寺周辺の駐車場は利用できま
せん。高坂コミュニティホーム臨時駐車場または高坂自然
休養村周辺の駐車場を利用してください。また、車椅子など
の利用者で、佛通寺参道まで直接乗り入れを希望する人は
事前に連絡してください。
■■問 高坂自然休養村管理センター(■■TEL 0848-66-2683)

【無料シャトルバスの運行】
12日(土)･13日(日)･19日(土)･20日(日)･23日(水･祝)は、

周辺駐車場から佛通寺参道まで無料シャトルバスを運行し
ます。

佛通寺周辺保全協力費に協力をお願いします
　佛通寺周辺の森林保全のため、普通車･軽自動車500円、観
光バス1,000円の協力費に協力をお願いします。
■■時 5日(土)～27日(日)9時～17時　
■■問 高坂自然休養村管理センター(■■TEL 0848-66-2683)

※今年は紅葉の夜間ライトアップは実施しません。

➡市■■HP

　2022年第94回アカデミー賞で3部門を受賞したヒュ
ーマンドラマ。家族の中でただひとり耳の聞こえる少女
の勇気が、家族やさまざまな問題を力に変えていく姿を
描いた作品です。
■■所　･■■問　リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
■■時　10時30分～12時25分(日本語字幕のみ)、13時30分
～15時25分(日本語字幕と吹き替え)
■■￥　1,800(1,500)円、大学生･
専門学生1,500(1,300)円、3
歳～高校生1,000(800)円、
60歳以上1,200円
※ (　) 内は割引券利用の料
金。障害者手帳を提示した人
は1,000円。
【割引券付チラシ設置場所】
リージョンプラザ、うきしろ
ロビー ほか

　大自然と共に“究極の農場”を作る8年間の夫婦の奮闘
を追った奇跡のドキュメンタリーです。
■■所　･■■問　リージョンプラザ(■■TEL 0848-64-7555)
「どうする？日本の水道」　■■時　①10時30分～11時11分
②15時35分～16時16分
「ビッグ･リトル･ファーム
理想の暮らしのつくり方」
■■時　①11時15分～12時46分
②14時～15時31分
■■￥　 前売券800 円、 当日券
1,000円
※2本セットの料金。1本のみ
の鑑賞でも同一料金。
【前売券販売場所】リージョン
プラザ、うきしろロビー ほか

リージョンプラザ映画のつどい
「Codaコーダ　あいのうた」

リージョンプラザ映画のつどい
「どうする？日本の水道」
「ビッグ･リトル･ファーム　
理想の暮らしのつくり方」

11/13
(日)

11/20
(日)

Ⓒ2020 VENDOME PICTURES
LLC, PATHE FILMS Ⓒ2018 FarmLore Films, LLC

行友 巌「自画像」

©Yoshinori Tsuru
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第 7 回Ａ 4 サイズの写真展 浦安宏「祭りと花田植」
■■問 文化課　
■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912

ペアシティ三原
西館2階

三原やっさ踊り
振興協議会 
公開踊り練習
■■時 8日(火)18時30分から

早川敏郎遺作展
■■時 10日(木)～14日(月)
10時～17時

直美の部屋コンサート
■■時 16日(水)14時から　
■■出 沖 恵さん(オーボエ)、村上裕亮さん(ピアノ)

きてみてしって友の会
■■時 19日(土)12時～17時、20日(日)10時～16時　
■■内 SDGｓに関する展示、ワークショップ

日書三原展
■■時 26日(土)、27日(日)10時～17時(27日は16時まで)　
■■内 書道展

市 民 ギャラリー の 催し

【開館時間】10時～18時 
【休館日】毎週火曜日、3日(木･祝)、23日(水･祝)本郷･久井･大和図書館

【開館時間】９時30分～20時 【休館日】第１火曜日中央図書館図 書 館 から の お 知らせ

航空機の騒音測定結果(9月分)(Lden)

表紙について

市民の声
「市民の声」は市民の皆さんから市政に

対する意見や提案です。【提出方法】市■■HP の
専用フォーム、ファクスまたは郵送で①名
前②住所③電話番号④市政への意見･提案
を総務課(〒723-8601港町三丁目5番1号
■■TEL 0848-67-6176 ■■FAX 0848-64-7101)へ

➡専用
フォーム

税などの納期(普通徴収)
●

●

●

夜間収納･証明書交付業務の窓口(19時まで)
3日を除く毎週木曜日

■正広局(本郷町善入寺正広)=43.4　
■本郷局(本郷町船木川西上)=52.1

三原市の人口(9月30日現在)
※(　)内は前年同月との比較

※うち外国人住民は2,157人(+124)

人口移動の詳細については
広島県 人口移動 月報 検 索

納期限
30日(水)

まで

中央図書館 ■■TEL 0848-62-3225

「おはなし会」を開催しています
中央･本郷･久井･大和の4館でおはなし会を開催していま

す。開催日時など詳しくは図書館■■HP で確認してください。中学
生以下の参加者に、「おはなし会スタンプカード」を配布してい
ます。おはなし会に参加してスタンプを集めましょう。スタン
プ数に応じて、図書館オリジナルグッズをプレゼントします。

アフタヌーンコンサート
■■時 20日(日)13時～14時
※出演者など詳しくは図書館■■HP で確認してください。

「声の友」による大人向け朗読の会
■■内 朗読劇「器量のぞみ」(宮部 みゆき／著)
■■時 16日(水)14時～15時　■■定 約40人

作品展示　ジオラマ「久井の牛市」
久井町在住のドールハウス作家

奥﨑和子さんが制作したジオラマ
「久井の牛市」を展示します。久井町
で開催されていた牛市や当時のま
ちの様子に触れてみませんか。
■■時 12月27日(火)まで

ミステリーバッグを貸し出します
子ども向けから大人向けまで30袋を用意しています。バ

ッグに添えてあるおすすめメッセージを参考に、1袋を選
んでください。中の本は借りてからのお楽しみ。今までに
読んだことがないジャンルの本に出合えるチャンスです。
■■時 24日(木)から(なくなり次第終了)

本郷図書館 ■■TEL 0848-85-0703

図書館➡■■HP

2022年第8回スペシャル
オリンピックス日本夏季ナショ
ナルゲーム･広島　自転車競技

反田恭平＆務川慧悟　
2台ピアノコンサート
ツアー2023

キオラスクエア広場のイベント

■■所　･■■問　キオラスクエア広場(■■TEL 050-5490-8337)
①青果市
■■時　12日(土)9時～12時　■■内　旬の野菜、果物を販売
■■問　㈱おかず工房三原駅前店(■■TEL 0848-29-5300)
②フリマ＆ハンドメイド『nanailo』
■■時　20日(日)10時～15時　■■内　フリーマーケット、手作りの
アクセサリー、布製の小物などの販売

11/5
(土)

令和5年
1/20
（金）

11/12(土)
･20(日)

➡市■■HP 

　宮浦公園から頼兼城跡を経由し、新幹線を見に行く5.4
㎞のウオーキングです。
■■所　宮浦公園
■■時　9時30分～12時※少雨決行。
■■定　50人※小学生以下は保護者同伴。
■■申　11日(金)までに保健福祉課(■■TEL 0848-67-
6053)へ

　皆既月食の全過程を観察することができる観望会を開
催します。今年は極めて珍しい「皆既月食中の天王星食」も
起こります。
■■所　宇根山天文台
■■時　18時～22時
■■問　生涯学習課(■■TEL 0848-67-6147) 、宇根山天文
台(■■TEL 0847-32-7145)※開館日のみ。

➡市■■HP 

➡市■■HP

　三原平和霊園から学校林を散策する往復6㎞のウオーキ
ングです。
■■所　三原平和霊園(中之町八丁目)
■■時　9時30分～12時※少雨決行。
■■定　50人※小学生以下は保護者同伴。
■■申　9日(水)までに保健福祉課(■■TEL 0848-67-
6053)へ

健康ウオーキング
～西国街道と史跡＆新幹線を往く～

要申し込み

要申し込み

要申し込み 要申し込み

11/20
(日)

11/8
(火)

11/13
(日)

皆既月食観望会

第３回
中之町健康ウオーキング

世帯数 43,168世帯(-117)

男 42,972人(-538)
人 口 89,375人(-1,250)

女 46,403人(-712)

元気な毎日を過ごしましょう！
市内ではいろいろな分野で高齢者が元気に活

動しています。いきいきした毎日を送りましょう。

国民健康保険税(第5期)
介護保険料(第5期)
後期高齢者医療保険料(第5期)

第2回「作家へあなたからの
手紙をお届けします」

広島県ゆかりの3人の作家に手紙を出
してみませんか。手紙を書いた人の中から
抽選で作家のサイン入り著書などをプレゼントします。
※4館に設置している便せんも利用できます。
■■申 12月26日(月)までに、住所、名前、生年月日、電話番号
を明記して中央･本郷･久井･大和の4館のカウンターに設
置している専用ポストに投函
≪3人の作家≫

➡今村夏子さん
広島市出身の
純文学作家

撮影／小嶋淑子

➡東川篤哉さん
尾道市出身の
ミステリー作家

➡林原玉枝さん
尾道市出身の
児童文学作家

全席指定入場無料

　知的障害のあるアスリートたちに
よる自転車レースの全国大会が開催
されます。選手たちの熱い戦いを会場
で応援しよう!
■■所　中央森林公園
■■時　10時～14時30分(申し込み不要)　
■■問　SON広島(■■TEL 082-248-2546)

■■所　･■■問　芸術文化センター ポポロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■時　18時30分から　■■出　反田恭平、務川慧悟
■■￥　5,500円※小学生から入場可。
一般発売は11月4日(金)10時から
【販売場所】ポポロ、ポポロオンライン ほかSON広島

■■HP ➡ ポポロ■■HP ➡

■■所　向田海岸～長浜海岸(片道2km)
■■時　9時～12時　■■定　70人　
■■用　 軍手･帽子　■■申　25日(金)までにかんきょう会議浮城　
村上さん(■■TEL 070-3968-3564　Eメール：
ukishiro2014@gmail.com)へ

11/27
(日)

海洋プラスチック問題に
ついて考えよう

「ごみ拾いウオークin佐木島」　

公式Facebook➡

入館料 310円、中高生
210円、小学生100円、
小学生未満無料

11月･12月
月･水･土

■■所　･■■申　･■■問　うきしろロビー(城町一丁目
■■TEL ■■FAX 兼用0848-67-5877)
①三原だるまを作ろう
■■時　11月23日、12月28日･31日を除く月･水曜日13時～16
時、土曜日10時～13時　■■定　10人　■■￥　600円
②城下町三原てくてくガイド
■■時　11月12日(土)、12月10日(土)10時30分～12時　■■￥　無料

うきしろロビーの
イベント

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 2223 ● 広報みはら／令和4年11月号 ●



第 7 回Ａ 4 サイズの写真展 浦安宏「祭りと花田植」
■■問　文化課　
■■TEL 0848-64-9234 ■■FAX 0848-67-5912

ペアシティ三原
西館2階

三原やっさ踊り
振興協議会 
公開踊り練習
■■時　8日(火)18時30分から

早川敏郎遺作展
■■時　10日(木)～14日(月)
10時～17時

直美の部屋コンサート
■■時　16日(水)14時から　
■■出　沖 恵さん(オーボエ)、村上裕亮さん(ピアノ)

きてみてしって友の会
■■時　19日(土)12時～17時、20日(日)10時～16時　
■■内　SDGｓに関する展示、ワークショップ

日書三原展
■■時　26日(土)、27日(日)10時～17時(27日は16時まで)　
■■内　書道展

市 民 ギャラリー の 催し

【開館時間】10時～18時 
【休館日】毎週火曜日、3日(木･祝)、23日(水･祝)本郷･久井･大和図書館

【開館時間】９時30分～20時 【休館日】第１火曜日中央図書館図 書 館 から の お 知らせ

航空機の騒音測定結果(9月分)(Lden)

表紙について

市民の声
　「市民の声」は市民の皆さんから市政に
対する意見や提案です。【提出方法】市■■HP の
専用フォーム、ファクスまたは郵送で①名
前②住所③電話番号④市政への意見･提案
を総務課(〒723-8601港町三丁目5番1号
■■TEL 0848-67-6176 ■■FAX 0848-64-7101)へ

➡専用
フォーム

税などの納期(普通徴収)
●

●

●

夜間収納･証明書交付業務の窓口(19時まで)
3日を除く毎週木曜日

■正広局(本郷町善入寺正広)=43.4
■本郷局(本郷町船木川西上)=52.1

三原市の人口(9月30日現在)
※(　)内は前年同月との比較

※うち外国人住民は2,157人(+124)

人口移動の詳細については
広島県 人口移動 月報 検 索

納期限
30日(水)

まで

中央図書館 ■■TEL 0848-62-3225

「おはなし会」を開催しています
　中央･本郷･久井･大和の4館でおはなし会を開催していま
す。開催日時など詳しくは図書館■■HP で確認してください。中学
生以下の参加者に、「おはなし会スタンプカード」を配布してい
ます。おはなし会に参加してスタンプを集めましょう。スタン
プ数に応じて、図書館オリジナルグッズをプレゼントします。

アフタヌーンコンサート
■■時　20日(日)13時～14時
※出演者など詳しくは図書館■■HP で確認してください。

「声の友」による大人向け朗読の会
■■内　朗読劇「器量のぞみ」(宮部 みゆき／著)
■■時　16日(水)14時～15時　■■定　約40人

作品展示　ジオラマ「久井の牛市」
　久井町在住のドールハウス作家
奥﨑和子さんが制作したジオラマ

「久井の牛市」を展示します。久井町
で開催されていた牛市や当時のま
ちの様子に触れてみませんか。
■■時　12月27日(火)まで

ミステリーバッグを貸し出します
子ども向けから大人向けまで30袋を用意しています。バ

ッグに添えてあるおすすめメッセージを参考に、1袋を選
んでください。中の本は借りてからのお楽しみ。今までに
読んだことがないジャンルの本に出合えるチャンスです。
■■時　24日(木)から(なくなり次第終了)

本郷図書館 ■■TEL 0848-85-0703

図書館➡■■HP 

2022年第8回スペシャル
オリンピックス日本夏季ナショ
ナルゲーム･広島　自転車競技

反田恭平＆務川慧悟
2台ピアノコンサート
ツアー2023

キオラスクエア広場のイベント

■■所 ･■■問キオラスクエア広場(■■TEL 050-5490-8337)
①青果市
■■時 12日(土)9時～12時　■■内 旬の野菜、果物を販売
■■問 ㈱おかず工房三原駅前店(■■TEL 0848-29-5300)
②フリマ＆ハンドメイド『nanailo』
■■時 20日(日)10時～15時　■■内 フリーマーケット、手作りの
アクセサリー、布製の小物などの販売

11/5
(土)

令和5年
1/20
（金）

11/12(土)
･20(日)

➡市■■HP

宮浦公園から頼兼城跡を経由し、新幹線を見に行く5.4
㎞のウオーキングです。
■■所 宮浦公園
■■時 9時30分～12時※少雨決行。
■■定 50人※小学生以下は保護者同伴。
■■申 11日(金)までに保健福祉課(■■TEL 0848-67-
6053)へ

皆既月食の全過程を観察することができる観望会を開
催します。今年は極めて珍しい「皆既月食中の天王星食」も
起こります。
■■所 宇根山天文台
■■時 18時～22時
■■問 生涯学習課(■■TEL 0848-67-6147) 、宇根山天文
台(■■TEL 0847-32-7145)※開館日のみ。

➡市■■HP

➡市■■HP

三原平和霊園から学校林を散策する往復6㎞のウオーキ
ングです。
■■所 三原平和霊園(中之町八丁目)
■■時 9時30分～12時※少雨決行。
■■定 50人※小学生以下は保護者同伴。
■■申 9日(水)までに保健福祉課(■■TEL 0848-67-
6053)へ

健康ウオーキング
～西国街道と史跡＆新幹線を往く～

要申し込み

要申し込み

要申し込み 要申し込み

11/20
(日)

11/8
(火)

11/13
(日)

皆既月食観望会

第３回
中之町健康ウオーキング

世帯数 43,168世帯(-117)

男 42,972人(-538)
人 口 89,375人(-1,250)

女 46,403人(-712)

元気な毎日を過ごしましょう！
　市内ではいろいろな分野で高齢者が元気に活
動しています。いきいきした毎日を送りましょう。

国民健康保険税(第5期)
介護保険料(第5期)
後期高齢者医療保険料(第5期)

第2回「作家へあなたからの
手紙をお届けします」
　広島県ゆかりの3人の作家に手紙を出
してみませんか。手紙を書いた人の中から
抽選で作家のサイン入り著書などをプレゼントします。
※4館に設置している便せんも利用できます。
■■申　12月26日(月)までに、住所、名前、生年月日、電話番号
を明記して中央･本郷･久井･大和の4館のカウンターに設
置している専用ポストに投函
≪3人の作家≫

➡今村夏子さん
広島市出身の
純文学作家

撮影／小嶋淑子

➡東川篤哉さん
尾道市出身の
ミステリー作家

➡林原玉枝さん
尾道市出身の
児童文学作家

全席指定入場無料

知的障害のあるアスリートたちに
よる自転車レースの全国大会が開催
されます。選手たちの熱い戦いを会場
で応援しよう!
■■所 中央森林公園
■■時 10時～14時30分(申し込み不要)　
■■問 SON広島(■■TEL 082-248-2546)

■■所 ･■■問 芸術文化センター ポポロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■時 18時30分から ■■出 反田恭平、務川慧悟
■■￥ 5,500円※小学生から入場可。
一般発売は11月4日(金)10時から
【販売場所】ポポロ、ポポロオンライン ほかSON広島

■■HP ➡ ポポロ■■HP ➡

■■所 向田海岸～長浜海岸(片道2km)
■■時 9時～12時　■■定 70人　
■■用 軍手･帽子　■■申 25日(金)までにかんきょう会議浮城
村上さん(■■TEL 070-3968-3564　Eメール：
ukishiro2014@gmail.com)へ

11/27
(日)

海洋プラスチック問題に
ついて考えよう

「ごみ拾いウオークin佐木島」

公式Facebook➡

入館料 310円、中高生
210円、小学生100円、
小学生未満無料

11月･12月
月･水･土

■■所 ･■■申 ･■■問 うきしろロビー(城町一丁目
■■TEL ■■FAX 兼用0848-67-5877)
①三原だるまを作ろう
■■時 11月23日、12月28日･31日を除く月･水曜日13時～16
時、土曜日10時～13時 ■■定 10人　■■￥ 600円
②城下町三原てくてくガイド
■■時 11月12日(土)、12月10日(土)10時30分～12時 ■■￥ 無料

うきしろロビーの
イベント

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 2223 ● 広報みはら／令和4年11月号 ●


