未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

三原の医療・介護・福祉
特定医療法人 仁康会 のトータルケアネットワーク。

INTERVIEW

結局は、「人」が大事。
チームワークを大切にするためにも、製造は三原です
としてのイメージ作りにも期待がかかる三原。

も知らないから、東京行けば売れるかなくらいの

人なんか居ないから事務所へ通されて
「店出し

営業部長や製造部長を中心に若手がしっかり
動いてくれてて、それを他のみんなでサポート

上では県外が県内の５倍くらいです。店舗以外

たいんですけど」
「お前誰や」みたいな流れ（笑）

に東北や九州など百貨店の催事で販売してい

ダメだって言われたんだけど、何とかして売り

する体制になってから一挙にやりやすくなって、

る割合も多くありますし。

たいと粘ったら、じゃあ店は無理だけど催事なら

グッと伸びたんです。最初の５〜６年は僕が一人

僕が大学から帰ってきた時は三原１店舗だった

いいよと。
一週間この場所を貸すから売り上げの

で催事も回ってましたので…そういう人の面を

んですが、従業員と食っていくのに三原だけ

何％をウチにくれたらあとは自分たちで試食を

考えると三原以外は考えられなかったですね。

では厳しくなってて、どうしようと考えまして。

配って好きに売りなさいと。じゃあそれでやらせ

当時「やっさ祭り」というマスカットのお菓子

てください、っていうのが始まりです。

個包装にして名前を変えたのが「ひとつぶの

には、東京へ出すなら埼玉工場にしたら配送費

は頑張ってない」なんて自分たちで思わないで、

マスカット」だったんです。

も数千万規模で安くなるんじゃないか、なんて

元気のあるまちにして行きたいですね。

話もあったんですが… でも、今来てくれてる

2014年振袖レンタル大試着祭
開催日

12/28（金）~ 1/3（木）

!
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Cong

今後は、約２年をかけ既存棟の耐震化施設整備

後ともよろしくお願いいたします。

広々としたデイルーム
機能的なスタッフルーム

施設利用に関するお問い合わせは
特定医療法人仁康会

0848-66-3355

小泉病院

検索

若い方からシニアの方まで、読んで楽しく、暮らしに役立つ紙面を
作りたい。企業広告だけでなく、頑張っている人、まちのイベント

１月に４周年を迎えられるハンドメイドショップの

等にもスポットをあてていきたい。そして、三原をもっと明るく、住
みやすく、連帯感のあるまちにしたい。そんな思いで発行している
情報紙です。どうぞご支援のほど、よろしくお願い致します。

土肥病院では

下 肢 静 脈 瘤 の レ ー ザ ー 治 療 を 行 っています

作りは、ひと味違います ! ぜひご賞味あれ！

DVDプレゼント

従来の治療に比べ、身体の負担も少なく保険も適用されます

感謝の気持ちで１月末まで店内の商品１０％OFF。
オリジナル手作りキット２０％OFF。
アクセサリー教室、開催してます。（要予約）

呉線

hand made shop

お店毎の振袖写真の違いは？

など等、振袖レンタル選び

全てが判るスペシャル DVDを
先着５０名さまにプレゼント。

冨士写真館にお電話ください！

数に限りがございます

パンプチランチ
600 円
( 単品 350 円）
ケーキセット
600 円
( 単品 450 円）

営
休

三原労働基準監督署

三原市宮沖一丁目 17-1
0848-63-1820
10:00〜17:00
月曜日・第 2・4 土曜日

市営宮沖住宅

三原税務署

レーザー治療とは

足の静脈がこぶ状に浮き出る症状です。特別な
病気ではなく、多くの方がかかります。見た目の
問題の他、
むくみ、かゆみ、疲れの原因になります。
家族に静脈瘤がある方、立ち仕事の方、女性に
多く、年齢を重ねるにしたがって増加します。

レーザーで静脈瘤の原因となる血管を閉じる治療
で、静脈を引き抜く従来の手術に比べ、傷跡が
小さい、日常生活への復帰が早いといった利点
があります。土肥病院では保険適用にてこのレー
ザー治療が可能で、日帰り治療にも対応していま
す。どうぞお気軽にご相談ください。

R２

※イベント等で臨時休業する場合があります

http://k-works.mods.jp/ ホームページにて営業日の確認が出来ます

【下肢静脈瘤症状例】

不要で式典へ直行して頂けます♪
展示会期間
●
●

1 月 6 日まで。期間以後もご予約可能です。

振袖（フルセット） ￥31,500〜
振袖（フルセット）+ ヘアメイク着付け
+ 写真 (1 ポーズ）￥52,500〜

を正月二日から十四日まで潮聲閣にて特別展示いたします。
迎春特別仕様の耕三寺は見所満々載です。

潮聲山耕三寺・耕三寺博物館

営

尾道市瀬戸田町瀬戸田 553 - 2
9:00〜17:00 休 年中無休
URL http://www.kousanji.or.jp
耕三寺博物館

検索

レーザーで血管を閉塞

ファミリー
マート
宮浦郵便局

ポポロ

コンニチハ大です。今回のご紹介は、駐車場とアプ

コグマヤ

下肢静脈瘤についての詳しい説明を
ホームページにも掲載しています。

下肢静脈瘤で
お悩みの方
お気軽に
ご相談下さい。

R２

から、当日の着付け、ヘアーメイク、写真
撮りにいたるまで完全サポート。ご準備一切

静脈

びをお手伝いします。衣装はもちろん前撮り

レーザーの進行方向

まで豊富な品揃えで、想い出に残る振袖選

大阪王将

静脈

成人式の振袖レンタル展示会を絶賛開催中。
華やかな最新柄からレトロで可愛い古典柄

平成２５年の正月三が日、耕三寺では新春を祝して、孝養門
の中央扉を臨時開放するとともに、多宝塔の御本尊・大日如

【レーザー治療イメージ図】

成人式振袖レンタルも
ブライダル衣装のベルフィーユにおまかせ！

冨士写真館

新春特別開放
来坐像を特別公開いたします。また、横山大観作の
『霊峰不二』

下肢静脈瘤とは

ラップブレス ￥2,000〜

K-works

振袖試着どうしたらいいの？

R２

引き続き、近隣の皆様にご迷惑のかからぬよう
安全を第一に事業を進めてまいりますので、今

がんばろう東日本！
がんばろう三原！

が登場！パンの中はもっちり、外はパリッと ! パンもアクセサリーも手

はじめての振袖選び

ジョイフル

全てを終えることが出来ました。

４周年おめでとう！

また、定番となった手作りケーキセットの他に、
プチクッペパンのランチ

着付時間も早くなります。帰省の今がチャンス！
！
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ります。

関係者並びに多くの職員の列席のもと、無事に

小泉病院

オリジナルをオーダーすることができます。

遠方一人暮らしのお嬢様、春休みには振袖が少なくなり

三原市本町一丁目 7-34
0120 - 307 -753
9:00〜18:00
フェア期間は無休です

病棟では、神事、落成式、記念講演が行われ、

にもできるロングタイプのブレスレットです。カラーイメージを選んで

毎年大好評の冨士写真館、振袖レンタル大試着祭。

三原駅

た体制のもと皆様に貢献できるものと確信してお

今、オススメなのは、芸能人やネット販売でも
大人気の「ラップブレス」。革で天然石などを編みこんであり、何連

そんなチョット我侭なお嬢様にも、ご満足いただける

本町郵便局

地域の精神保健医療の拠点として、さらに充実し

た。「安心・安全・ゆとり」をコンセプトとした新

K−works さん。

沢山の振袖からお気に入りの 1 着を選びたい♪

本町派出所

新病棟の全景と落成式の様子

事業を行います。この事業が完成した暁には、

三原が有名になって欲しいとかはあまりないん
たくさんあるので、「尾道は頑張ってるけど三原

ions
tulat

去る平成２４年１１月２７日、特定医療法人仁康
会 小泉病院の新病棟落成式が執り行われまし

ですけど、生まれも育ちもここで、思い入れは

製造はすべて三原です。工場を皆実へ移す時

株式会社共楽堂 代表取締役。１９６９年生まれの４３歳。
２９歳で社長就任後、７年間で全国１１店舗に。
スポーツはブラジリアン柔術。（ノヴァウニオン柔術青帯）

対象：H５年４月２日〜
H６年４月１日生まれの方

いや、やっぱ人が大事で。結局人なんで。今、

呼んでください」って。で売り場には当然えらい

うちの場合、県内４店舗：県外７店舗ですが、売

が好評で、これは全国に売れるんじゃないかと、

冨士写真館

数千万の配送費より、従業員の自転車通勤！

考えで百貨店に突然行って、売り場で「えらい人

三原発のお菓子が全国で受け入れられています。

芝伐敏宏 T o s h i h i r o S h i b a k i r i

には三原しか探さなかったです。

戦略は全然なかったです（笑）23歳くらいで何

今回は、共楽堂社長 芝伐敏宏氏に伺いました。

未来に向かって、新しい「小泉病院」を目指して

従業員が自転車で通える方がいいので。最終的

販売戦略や製造は。

全国にお菓子の販売を拡大し「スイーツのまち」

特定医療法人仁康会

三原市小泉町 4245 番地
0848-66-3355

すき家

ベルフィーユ

土肥病院

ローチのリフォーム。駐車場を３台に拡げるのと合わせ、

三原駅

アプローチはスロープに。バリアフリー工事では実用

検索

三原
郵便局

P

三原市宮浦六丁目 20-22
0848-60-1515
営 10:00〜18:00
休 水曜日

医療法人清幸会 土肥病院

土肥病院 外科部長 百木義光先生

三原市城町 1-14 -14
0848 - 64 -1212

面ばかりが注目されがちですが…こちらはオレンジとブ
イオン三原

R２

ヤマダ電機

［JR三原駅から徒歩3分］

ラウンを組み合わせ、とってもオシャレな仕上がりです！
安全上のポイントは
「手すり」
と
「滑らない素材」
ですが、
その点もバッチリ！スロープ部分に限らず、全体的に滑
らない素材を使用しています。手すりは主に外側に設
置してあるので、駐車場とつながる空間が広々とし、
動線も良いです。ただし、最上部は落下防止の柵を兼

中村勘三郎モデル。想い出の逸品。

ねて内側にも設置。安全に配慮しています。

￥504,000-

やっさタクシー

編

明るいオレンジがオシャレ。タイル張りなので一見して滑りそう？
と思いますが、表面加工で濡れてもまったく滑りません

そして、もう一つのポイントはこのカーポート！カッコイ

「やっさタクシー」
ピンクの行燈が
目印です。

イですね！柱は中央に一本だけ。四隅に柱がないので
車の出入りもラクですし、敷地を端までしっかり利用で

今年８月に開業された「やっさタクシー」さん。親切、やさしさ、思いやりはもちろん、一番のモッ

ローソン

R２
トヨタカローラ広島

トーは「ドアボーイに徹する」というもの。心からお客様を尊重するおもてなしが好評です。
勢いのある元気な笑顔で迎えてくれたのは、気さくな女性社長、岡野さん。ドライバーの皆さ
オールハンドメイド染色甲 K18

黒赤。記念の逸品。

想い出に残る人生の逸品
新しい年を迎えるよろこびに
今年もいろいろあった一年でしたね。メガネサロンくまのにいらして下さっ

メガネサロン くまの
営
休

三原市城町二丁目 3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

た皆様には、メガネに関するご相談、視力の悩み相談をいただき、また、よ
もやま話等々でも楽しく過ごさせていただき感謝申し上げます。来年も１月
4 日より、笑顔と楽しい話題をご用意して？お迎え致します。どうぞおせち
に飽きたらあったかいコーヒーでも召し上がりにきてくださいね！

もう家族同様、と指名を頂くのだそう！ 明るく頑張る皆さんの姿に、私も元気をもらえました。
三原にもたくさん元気をくれそうな、新会社さんです。
after

0848-86-1039

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局

R２

紳士服はるやま

今まではたくさんの段差
を通って家に入っていま
したが、緩やかなスロー
プで快適なアプローチ
になりました

営
休

三原市皆実一丁目 14 -11
0848 - 63 -1301
10:00〜19:00
水曜日

平成２５年１月・２月に契約・着工の方に 5% 割引実施中！どうぞご相談下さい。

お電話お待ちしています。
男性のドライバー
さんたちを
まとめる元気な
岡野社長。

三原駅

三平商事有限会社

before

んと一丸となって頑張っておられます。ドライバーの一人、朝比奈さんはお客様の信頼も厚く、

¥750,000-

呉線

ユーホー

きますよ。

おかの交通 株式会社
三原市南方三丁目 7-10
0848-86-1039

軟骨うるおい成分は
毎日摂取することが
大切って知ってました？

おいしい

楽しい

元気

共仕販

配布員さん募集
三原日和では、配布員さんを募集しています。【本町・西町・宮浦】
お仕事の内容についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちらまで

☎ 0848-62-6677

