Honda Cars 三原皆実

竹野八百屋

三原市皆実 3-6-27(0848-64-4888)
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スマ

カップ

シナリーたかたサロン

三 原
22th

ペットケアタウン
かわいいペットの里親を大募集 !!
バルーンアートのショーや家族で
遊べる輪投げ、クジもありますよ。
三原市宮浦 3-6-31(0848-67-6888)

スタンプ
ラリーで景品を
もらおう！

6
株式会社

渡部瓦三原販売所
あなたは何を描く?瓦にお絵描き
（無料）
表札・〇〇記念・手形足型…etc

10:00〜17:00

26 日

るよ！ 9:00〜16:00
あ
ス
ン
W チャ

（約一か月後に焼き上がります。当社まで取りにおいでください。
）

三原市皆実 4-1-32(0848-62-2003)

株式会社

さつき祭り
5/
25 土

8

共仕販

西日本産業

1 週間分の無料体験サンプルを受付

重機に乗って写真を撮ろう！！（無料）
※10 歳以下対象

・うるおうグルコサミン
・森永カルダス
・いきいき元気飲むヨーグルト

記念写真プレゼント！
さらにアタリが出れば素敵なプレゼント！

※他にもサンプルがありますよ。

三原市小泉町 4327-6(0848-60-2210)

三原市古浜 2-10-26(0848-62-6833)

株式会社
土曜日
日曜日

9 10

吉川工務店

土 オトナは癒されたーい
ハンドマッサージ、姿勢調整
足裏チェック
ALL￥500

ファイナンシャルプランナーによる
住宅資金計画無料相談会
発泡ウレタン断熱材の発泡実験

ラジコンブルドーザーで景品をゲットしよう !!（無料）

JUNE

写真の日

61

三原市皆実 1-8-24(0848-62-5381)

三原日和 + 癒し人たち

土 コドモは楽しみたーい♪
・
日 射的でおかしをゲットしよう！
￥100
三原市宮浦 6-30-1(0848-62-6677)

下肢静脈瘤は、血液の逆流を防ぐ静脈の弁が壊れることが原因で、脚の血管が蛇行するように浮
き出、痛みやかゆみが生じる病気です。立ち仕事の方や出産を経験した女性に多く見られます。
レーザー治療は脚の静脈の中に細いファイバーを入れてレーザーを照射し、血管を閉じてしまいま
す。数年前から欧米を中心に広まり、その治療成績により静脈を引き抜く従来の手術に代わり多く
行われるようになってきています。従来の手術に比べて、治療時間が短い、傷がほとんど付かない、

郷心会

特設
ホームページ
で公開

ペットケアタウン

渡部瓦三原販売

シナリーたかたサロン

西日本産業

吉川工務店

けんこうなかま
竹野八百屋

P

【下肢静脈瘤症状例】

大切な人のもとへ、
ラブ・フォトが
「6 月1日」に届く

いつでも観客を魅了し、心に響き残る
演舞を目指し活動しています。これ
から、よさこい祭りの本格シーズン
です！熱い夏を一緒に刻（とき）で
過ごしませんか？踊り子大募集中です。
詳しくは、
http://toki-yosakoi.com
をご覧ください。

三原日和ブースは、大人も子供も楽しめちゃう !
みんな、遊びにきてね！

予約

ボーナスGET!! うれしそう〜！

やっさタクシーの

『メガネ女子たちの似合うメガネの選び方』

無料

フレームラインとお顔の関係

https://www.facebook.com/tots.onomichi

直 通 電話話

「外出先から手軽にタクシーを呼んで
頂けるように」やっさタクシーでは市内
のスーパーや施設に無料直通電話を設置
しています。
お出掛け、お買い物の際に是非ご利用
下さい。今後も続々展開予定です。

おかの交通 株式会社

設置 リージョンプラザ / マックスバリュ本郷店
場所 パルディ三原駅前店 / パルディ三原西町店 / パルディ本郷店
FENDI の新作

得

三原市南方 3-7-10
0848-86-1039

フレームラインが COOL! ¥31.500.

『メガネフレームのラインが眉のカーブに
下のラインが輪かくに合う、これ、メガ
ネの黄金律って言うんです。ここにメガ
ネがピッタリ合うと綺麗に見えます。そ
して丸顔の人は少しでも面長に、角顔の
人は丸く見えるようなフレーム選びが理
想の顔型に近づきます。
メガネの横幅は顔の一番広い巾に合わせ
るとフェイスラインがとっても綺麗に見
えるんです。』

知っ

ビヨリ
Chloe
独特のフレームラインはオシャレ感満載！ ¥36.600.

ニコニコ

フォト

三原駅

メガネサロンくまの
三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局

R２

紳士服はるやま

家族葬にも、フォレストセレモ新栄宮浦会館

宮沖 4 丁目 勇太くん

中之町 光くん

三原の人、
ペット、
子供さんなど笑顔の写真を募集しています。投稿はメールで info@miharabiyori.net

山陽建設の

KURASHI通信

１０周年を迎え、昨年新装オープンした宮浦会館では、家族葬
中でも、当社が創業当時からこだわり続けているのが、可能な

現場で

「三原日和記者が完成間近現場に伺いましたよ」の巻

お待ちしてます 編

限りお客様のご要望に沿ってあつらえた、生花の祭壇です。そ
の祭壇をさらにお安くお求め頂けるのが「新栄友の会」。入会金

見学に行ってみよう!!

「完成するのが楽しみです。見学会にお越しになら

一万円のみでご家族どなたでもご使用でき、月々の掛け金など
たします。

バレエは続ける事で綺麗な体型、姿勢と柔軟性を身につけることが出来ます。体の柔らかい幼児期から始め
る事で、大人になってもそのままの体型を維持できる傾向があります。
藤田真弓バレエ教室は、楽しくバレエを学びながら、礼儀作法や忍耐力、精神力もあわせて培っていける
よう指導します。
レッスン生
募集!!

2014年３月30日(日)
ポポロにて発表会開催
（入場無料）

火 16:40〜18:10

土 10:00〜11:30

三原駅

ファミリー
マート

イオン三原
三原
郵便局

赤十字病院

ヤマダ
電機

東町郵便局

R2

藤田真弓バレエ教室

神明大橋

お気軽に見学にお越し下さい

三原日和は、新聞折り込みの地域では毎月第4週末に折り込みにて、その他の地域は月末頃までに店舗設置やポスティングにて配布されています。

れるお客さまや OB 施主の方々に会えるのがうれ

は一切不要です。どうぞご愛顧下さいますようよろしくお願いい

３歳〜小学校低学年の生徒さん募集します

I WILL 土居写場

※I WILL 土居写場ではラブフォトメッセージは 6/1 に限らず行っています。

三原市中之町3-7-1
0848-81-0551（山際）
9:30~17:00（デイ）
日曜日（デイ）
HP http://www.tots.jp/

土肥病院

［JR三原駅から徒歩3分］

0848-21-3111まで

ふぁみりぃ中之町

検索

三原市城町 1-14 -14
0848 - 64 -1212

ヤマダ電機

お問合わせは代表窓口

R2

医療法人清幸会

R２

スタッフ募集中！

三原郵便局 イオン三原

デイサービスセンター
小規模多機能ホーム

メガネサロンくまのさんに聞いてみた

三原日和

初等科Ｂ１ 小学1,2年生

卍

イオン三原

三原バ
イパス

デイサービスセンター

藤井木材

高山ペットショップ

yos

水 15:30〜16:30

善教寺

中之町 ふぁみりぃ中之町
皆実
笑顔みなみ
和田
笑顔わだ
沼田西 笑顔みはら

土肥病院
三原
郵便局

ファミリー
三原
マート
第二中
線
号
5
県道5
三原東高
瀧宮神社

ニチエー
中之町店

小規模多機能ホーム

【レーザー治療イメージ図】

メナード化粧品

駅前広場

三原市東町2-3-6
0848-62-2984
9:00〜18:00
水曜日
第 1・第 3 火曜日

ぜひ、一度ご見学下さい。

移動式直通電話も貸し出し無料！お祭りや催事の際にぜひどうぞ

桜南食品共仕販

幼児科 ３歳〜５歳
写真館で写真に
メッセージが
入る

事もケアマネージャーさんやご家族様と相談して可能だそうです。デ
イサービスのイメージを変える、楽しさいっぱいの「ふぁみりぃ中之町」。

や低価格でのご葬儀など、幅広い形に対応しております。その

大切な人へ
メッセージを
書く

トッツには様々な特徴を持つ施設がありますので、要介護の方で「もっと静かに過ごしたい」という場合は
他へ移ることもできますし、今日はこちらでお風呂、明日はあちらでゲーム…と、日によって施設を変える

三原駅

参加費3,150円（送料・税込）+ 撮影費7,350円

写真館で、
写真を撮影

明日は〇〇トッツまで貯めるぞ！と意欲をかき立ててくれます。

設置型

ラブ・フォト・メッセージ

写真館で撮影した写真に、愛や感謝の
メッセージを入れた「ラブ・フォト」を、
6/1「写真の日」、送りたい人のもとに届く
ように発送致します。

そして、もう一つの大きな特徴が「トッツ通貨」。掃除、片付け、挨拶、ゲーム等でお金に見立てたポイ
ントがたまっていき、
さまざまな特典がついてきます。どんどん貯めれば「夢がかなう」といった趣向もあり、

治療後の痛みが少ない、日常生活への復帰が早いなど多くの利点があります。

ウェル

あなたの気持ちを写真に込めて

バレンタインデーにチョコを贈るように、
写真の日にはラブ・フォトを贈ろう。そんな
キャンペーンです。

こちら、４月にオープンした「ふぁみりぃ中之町」は、より積極的に一日を楽しめる、ゲームやジム等を備
えたデイサービスセンター。初めて来所された方は「これがデイサービス？」と驚かれることも多いのだとか。

吉永周平氏

よさこいチーム「刻」
さつき祭りに登場 !!
akoi

ックを
体のチェ !!
う
しましょ

2012 年 1 月より、当院は広島県の三原・尾道・竹原エリアでは初となる「下肢静脈瘤血管内レー

さつき祭り
実行委員長

Honda Cars 三原皆実

株式会社

デイサービスを利用する方の年齢や、要介護の状況はさまざま。「認知症なのでやさしい遊びを」という方

レーザーで血管を閉塞

5

楽しくて、
もっと来たくなる介護施設をめざしてます。
もいれば「足は悪いけど、手先も頭も元気。手遊び、折り紙じゃ物足りない」という方もいらっしゃいます。

ザー装置（ELVeS レーザー）」による保険適用の治療を開始しています。

静脈

三原市中之町 9-13-24(0848-67-5722)

三原市西野１-1-１(0848-64-6611)

保険適用で日帰りレーザー治療が受けられます

レーザーの進行方向

ご家族で楽しめるパットパットゴルフ
大会。高得点でおいしい景品がもらえ
るよ !!

下肢静脈瘤でお困りではありませんか ?

静脈

100％脱石油、100％天然成分のシナリー製品。
人と環境に優しい化粧品や日用品のご紹介です。
男性の方にも支持の高いシナリー製品を
ぜひ手に取ってみて下さい。
両日午後には
毎年人気のメイクアップショーもあります♥

トーナメント

!!
集まれ〜

今年はミニ SLの線路の中まで
お店がいっぱい！
パレードやステージでは
よさこいチームが
新登場します！

三原市城町 1-21-17(0848-63-0223)

桜南食品 株式会社

7

子供たち

国産白菜使用！自家製はくさい漬けの
出張販売致します！
去年大人気だった「ソラマメ詰め放題」
もあるかも？（入荷状況によります）

ホンダ自慢の軽自動車
話題の N-ONE がやってくる！
かわいいフォルムにこだわりの
内装をぜひご覧下さい。

商売繁盛でまちづくり

2

1

三原市城町 1-23-1
中北ビル 4F
0848-67-5838

平成２５年６月２０日までに「三原日和」を
見たというお客様とご契約が成立した場合
には粗品を進呈いたします

第１回 みはら

花遊祭

「もちろん、パナホームの素晴らしさやピュアタウン

フォレストセレモ新栄

お問合せは

フォレストセレモ

しいので」と取材当日も元気な梶白さん。

検索

宮浦会館
本郷駅前会館

URL: forest-ceremo.com お問合せ

城町の環境の良さもお伝えしたい。しかし、新築

三原市宮浦3-12-3
三原市本郷南5-18-1
0120 - 02 - 4441

の計画ばかりでなく、ちょっとしたリフォームの話
から住まいに関する全てのニーズにお応えするの
が我が社のモットーです。創業６５周年を記念した
キャンペーンもご用意してお待ちしています。」

福山・井原・松江で人気のイベントが三原に初上陸。女性が喜ぶ

ちょっぴり日焼けしたお顔が頼もしく思えました。

内容盛りだくさんです。ただいま三原の出店者様募集中 !

日時：６月１５日（土）１１：００〜１９：００（受付は１８：0０まで）
場所：三原市芸術文化センターポポロ 楽屋大
入場料：通常 980 円
→ 初開催特別価格５００円 (ドリンク＋お菓子つき）

施術ブース

一律 2,500 円

開催場所のご案内
三原駅
駅前広場

物販ブース

ジェルネイル・まつげエクステ・
革細工・樹脂ねんど・
スピリチュアルほぐし・姿勢調整・
スワロフスキーアクセサリー・
ヘッドスパ・ハンドマッサージ・
ハンドメイド雑貨 他
シータヒーリング・エンジェルカード・
炭酸 他

完成間近の住宅前で梶白さんを直撃！頼もしく、親しみ
やすさも評判で、お客様からの信頼も厚い。
6/8 土・9 日・15 土・16 日

お申し込み・お問い合わせ：花遊祭実行委員会神辺バンビ

TEL/0８０−１９２２−１５１５（会場担当：中川）

メール /nenamibambi@gmail.com

パナホーム完成見学会
10:00〜17:00 三原市城町 3-1-21

イオン三原
三原
郵便局
ヤマダ
電機

R2

マック
カフェ

山陽建設株式会社

三原市宮沖 1-13-7
0848 - 62-2115

