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● びよりんママ
三原市在住の母。
縁あって三原日和に
関わることになる。

 五月雨の週末、三原へ戻る新幹線の中で書いて
いる。静岡で行われた大学の同窓会へ出席、夫・
子どもを置いて強行した、一泊二日の贅沢な旅も
そろそろ終りです。網棚のお土産は、浜名湖名物・
夜のお菓子「うなぎパイ」と私の好物「安倍川餅」。
あとは、ゲームで勝ち取った「豊橋カレーうどん煎
餅」だ。
 卒業以来の同窓生達は、みんなとてもまともに生
きていた。働くのが嫌いという理由でバイトも続か
なかったアスカは、一児の母でずっとフルタイムで
働いているし、「授業で描く絵は私の描きたい絵じゃ
ないの！」とアウトローな感じだったリョウちゃんは
酪農家に嫁ぎ、介護と家業と育児の傍らイラストを
fb にアップしてファンを獲得し、展覧会の予定もあ
るという。痩せたロン毛のハードロッカー、とがっ
たナイフだったジン君は、ぽっちゃりほっぺで「リ
フォームの会社を経営してます。四児の父で中学
校の PTA 役員をしています♪」と冗談のような台
詞を吐いていた。
 中堅にさしかかっている中学校先生組からは、「最

近ようやく生徒に『美術は受験には出ないけどな、
でもしっかり学んでおくと大人になってからも楽しめ
るんだぞ！』と堂 と々言えるようになってね～」とい
う深い言葉を聴けました。
 いい感じで大人の落ち着きをまとった元学生たち
と反比例して賑やかに若返っていたのは恩師の教
授陣。元学生達の近況報告に終始合いの手を打
ち続けたホソヤ先生。隣に座ったナガオカ先生は
「耳が遠くなったんですよ～もうね、喜寿 (77 歳 )
になりましたよ。眠いですよ。昨夜絵を描いていて
気がついたらね、朝の3時でしたよ。」なんて仰る。
 当時、「センスのない奴は死ね。」と言い放ってい
たイトウ先生の「みんな立派になったな。僕も含め
て、今日から、また始めよう！」という締めのお言
葉をかみしめていると、新幹線はようやく新尾道を
通過したようだ。

ブラウザのお気に入りって、なんか使いにくいな～と
思いません？ じゃあ、デスクトップやフォルダに、
インターネットのお気に入りを置いてしまいましょう！
アドレスバーの左の小さなアイコンを、置きたい場所

にドロップするだけ。あとは普通のショートカットと同じように、
並べ替えたりフォルダに移動したりできます。レッツトライ！

不定期連載！？　アモさんのWindows ワンポイント！！！

201３
6月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.16

「三原で叶うよ、夢のウエディング」

三原市宮浦6-20-22
0848-60-1515
10:00～18:00
水曜日

貸衣装
ベルフィーユ

三原市城町１-20-11
0848-62-2201
平日 9:00～18:00
日曜 8:00～17:00
月曜日

ヤスミチ美容室
ビューティサロン

ドレス選びで重要なのは自分
を最も輝かせてくれる一着を
見つけること。自分の肌色や
身長に似合う事、会場の雰囲
気に引き立つ色やデザインな
どトータルバランスを考え
て。何より自分がハッピーに
なれるドレスであることが重
要です！迷った時は彼やお母
様、経験豊富なショップス
タッフなど第三者の意見を参
考にするのがオススメ♪

開放感たっぷりなガーデン
挙式にふさわしい旬の花嫁
ヘアーとメークを提供しま
す。たとえばキュートな花
冠にふんわりアップ、ヘル
シーなピンクオレンジの口
紅をオン。なりたいイメー
ジを確認しながら当日まで
サポートします。

ウエディングを支えるプロたちのご紹介です
すべては、おふたりとゲスト
の皆様の笑顔と感嘆のために。
幸福な時間に、美味しいもの
を、美味しいタイミングで味
わっていただきたい…。そん
な料理人の真心は、尽きるこ
とのない食への探究心へ。
至極のひと皿は、その繊細に
して雅やかな一皿一椀に、
季節の趣とお祝いの心を盛り
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20周年記念「サマーウェディング」

（1名追加　1万 8000円）

◆料理（洋コース）　◆飲物　◆生ウェディングケーキ
◆衣装（タキシード1点、ドレス2点）　◆装花
◆新郎新婦美容着付（上記衣装分）　◆音響照明
◆招待状、席次表、席札　◆送迎バス2台
◆サービス料・税金込
　2013年 9月までに挙式披露宴のカップル限定

プラン特典
★新郎新婦宿泊プレゼント
★結婚1周年
　記念ディナー&宿泊
　ほか

20名様　66万円

ブライダルフェア

※要予約 無料
10:00～16:00

12:00～ワンプレート試食会
シェフ厳選の料理をお楽しみいただけます。

10:00～16:00ブライズ体験  6 組限定

6月16日（日）

終日　
婚礼衣装試着・テーブルコーディネイト・各種展示・相談コーナー

11:00～模擬教会式
ハーモニックホールでの教会式挙式をご覧いただけます。

1993-2013
anniversary

バンケットでの花嫁もいいけれど、オープンエアの挙式はまた格別。明るい日差しと鮮やかな緑の中に立つ花嫁のウェディングドレス姿は、
お二人にとって、ご家族にとって、忘れられない感動的なワンシーンとなります。そんな魅力あるガーデンウェディングをプロデュースしてく
れるのが、充実のホテル施設とネイチャーガーデンが一体となった「広島エアポートホテル＆フォレストヒルズガーデン」。来る６/16日曜日、
その魅力を１００％体感できる、ブライダルフェアが開催されます。ハーモニックホールでの模擬結婚式をご覧いただいた後は、ワンプレート
試食会でシェフ厳選の料理を試食。あわせて、婚礼衣装の試着会やテーブルコーディネイトなどの各種展示、ブライダル相談コーナーも開催
されます。さらに、今年は２０周年記念「サマーウェディング」として、２０名様６６万円のスペシャルプランが登場！充実の挙式プランに
加え、新郎新婦への宿泊プレゼントや、結婚一周年記念ディナーなどの嬉しい特典がいっぱいです。

ご予約・お問い合わせ

広島エアポートホテル　ブライダル担当
0848-60-8191

ブライダルプランナー河内理恵さんにお聞きしました

http://www.d5.dion.ne.jp/~yasumiti/

込んでお贈りいたします。

三原市・東広島市のカップル特典として
◆婚礼料理ランクアップ（ゲスト1 名につき通常プラス 2,000 円のところを 1,000 円にて）
◆送迎バスサービス
◆デザートコーナーサービス（二次会特典） ※詳細につきましてはお問合せ下さい。

6月16日（日）のブライダル
フェアでお待ちしています。

模擬挙式&試食会（無料）

ドレスの試着、メイク、ヘアメイクで撮影を体験頂けます。

HP

三原市本郷町善入寺64-25
0848-60-8111

広島エアポートホテル

http://www.h-airporthotel.co.jpHP

三原市本郷町上北方1361
0848-60-8211

フォレストヒルズガーデン

7月・8月のスペシャル特典
・挙式料無料　
・料理ランクアップ　

ブライダルプランナー河内理恵さん
6月16日のブライダルフェアでは
試着 & ヘアメイクで一足早く花嫁
気分を味わっていただけるフェアで
す。ドレスを試着して、館内やお庭
での撮影ができますので、結婚準備
中の素敵な想い出を残してください
ね。料理試食、模擬挙式も体験でき
ますので、お気軽にご参加ください !

147,000円相当
2,000円×人数

広島空港

広島
エアポート
ホテル

至本郷 IC
至三原

至広島

フォレストヒルズ
ガーデン

フォレストヒルズ
ゴルフ&リゾート

至河内 IC
山陽自動車道

山陽自動車道

三原のタウン紙を支えてくださるスポンサー様を大募集！
料金など詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 0848-62-6677☎
三原日和は、約26,000 部発行し、市内の各所に店頭設置型の配布を行うほか、新聞折り込みとポスティ
ングを併用してお届けします。設置場所は三原市芸術文化センターポポロ、三原リージョンプラザ , 道の
駅「みはら神明の里」他多数店舗にご協力頂いております。
設置店舗情報は、三原日和HP【http://www.miharabiyori.net】よりご確認くださいませ。

広告募集

投稿はメール又はハガキ・封書で

投稿募集
●川柳・俳句を募集しています。●オリジナルのお料理レシピを募集しています。

info@miharabiyori.net

三原市宮浦 6 丁目 30-1 三原日和 宛
723-0051

三原日和Facebookはじめました！
http://www.facebook.com/mhrbiyori

【リージョン】映画　「東京家族」
【リージョン】映画　「レ・ミゼラブル」
【三原日和】マグダレーナ　コーヒー引換券

【ポポロ】ポポロの広響コンサート “ちょっとよくばり！クラシック”
応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　
締切：2013年５月 31日（金）必着

読者プレゼント

住所：723-0051　三原市宮浦6丁目30-1 三原日和 宛
Eメールアドレス：info@miharabiyori.net

※住所等の個人情報は、プレゼントを発送する目的に限り利用します。当選者の発表は商品
　の発送をもってかえさせていただきます。

「①希望プレゼント名②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥今月の三原
日和のご意見・ご感想」を記入のうえ、下記メールアドレス及び住所
にお送り下さい。件名に「読者プレゼント」と入力してください。

マグダレーナでもらえる
イタリアンブレンド100g  4 名様

日頃の感謝を込めて三原日和より
読者の皆様へプレゼント。マグダ
レーナでは、こだわりの自家焙煎
コーヒーを販売。おいしいコーヒー
を淹れて、ほっと一息つきません
か？豆・粉どちらでも選べます。

7 つの間違い探し

提供 ● リサイクルショップ　リバース　三原市宮浦6-1-1
0848-67-3978   営業時間10:00～ 19:00

全て見つけられるかな？　答えはwebで　 http://www.miharabiyori.net
レジで「三原日和を見た」と言って
いただくと、素敵なプレゼントが！

メール会員は 2500 円以上のお買い物が毎日 500 円引き！入会はこちら→

 老後の財産管理に不安を抱える方が多くなっています。「一人暮らしで先々が
心配」「判断能力の衰えを感じる」「離れて暮らす親が悪徳商法に遭わないか
不安」など… このような場合は、裁判所に適切な後見人を選んでもらったり、あ
らかじめ後見人を指名して契約する「成年後見制度」を利用することができます。
 相続では、不動産の名義変更登記をきっちり行っておくことが大切です。時間
が経つと権利関係が複雑になり、いざ売却しようとすると何十人もの印鑑が必
要、といった事態になることもあります。

三原市糸崎７-18-1
0848-68-1131

あんどうゆき
司法書士・行政書士事務所

老後や相続…安心のポイントは？

解説：司法書士・行政書士  安藤由紀さん
関西から三原に来て7年目、1歳の子供
の母としても奮闘中。高齢者や女性から
の依頼も多い。

  高齢者の支援や相続・遺言なども含め、法律
上の様々な手続きや書類作成をお手伝いする
のが司法書士です。丁寧にご説明しますので、
どうぞお気軽にご連絡下さい。

頼れる先生Q&A

エコで 賢いリサイクル活用

広島銀行
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冷暖房エアコン

家電、家具、事務・厨房用品、趣味娯楽品、小物雑貨、商品券、貴金属その他 新品中古品問わず
まずはお気軽にご相談下さい。

引越による不要品　　　   買い取りします

￥29,000
Panasonic 
CS-222CFR 2012年製 冷房能力2.2kw
今年の夏は暑くなりそうなので、早めの暑さ
対策を。熱中症にならないように、こまめに
水分補給して、エアコンも上手に使って、こ
の夏を乗り切りましょう。

出張
※製造から５年以上経過している家電品、大型家具など買い取り出来ないものもあります。

三原市皆実1-5-23
0848 - 67 - 4564
10:00～19:00
水曜日
http://www.yolozuya.com
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検 索タカシンホーム

R185

あさひ軒しまなみ
信用金庫

スーパー
ジョイ

ニチエー

沼田川三原大橋

お客様インタビュー！
タカシンホームの

建設業の許可
広島県知事許可（般-22）第35519号

三原市和田3-3 -1
0848 - 61-1020

株式会社　嵩 心設計・施工

タカシンホーム

 おばあちゃんの介護に適した家を探していたところ、
他の建築現場でタカシンホームさんのことを知りました。
具体的な間取りのイメージまでは持っていなかったの
で、希望を箇条書きに書いてお渡ししたら、全部がか
なったドンピシャのプランが出てきてびっくりでした。 
 ごちゃごちゃしないリビングは、とても掃除が楽で助
かっています。本が好きで、2 階のファミリールーム
には5,000冊収納できる棚を設計してもらったのです
が、お客さんはみんなうわーってびっくりします（笑）。
この部屋は子どもの友達が遊びに来た時や、大人が静
かに過ごしたい時などにも大活躍しています。おばあ
ちゃんもこの家に来てから調子が良くて、表情も明るく
なりました。家族で引きこもってしまうくらい家の中で
過ごすのが楽しいです。ありがとうございました。

営業担当：佐藤

三原市宮浦二丁目1番1号
0848-81-0886

ポポロの広響コンサート “ちょっとよくばり！クラシック”

詳しい内容はこちらから
検 索三原ポポロ facebookはじめました。

ペア3組様プレゼント

三原イベントスケジュール
三原市

とき /5 月 25日（土）～6月２日（日）
時間 /9:30～19:00（土・日は18:15まで）
場所 / 中央図書館
内容 / ボランティア団体
　　　コスモス文庫の皆さんによる布絵本の展示
入場料 / 無料

さわってたのしむ布の絵本展
三原市芸術文化センターポポロ

2名様プレゼント

とき /6 月 19日（水）
ところ / 三原リージョンプラザ文化ホール
上映時間 / ①１０:３０  ②１４:00　③１８:00

三原リージョンプラザ

三原市円一町二丁目1番1号
0848-64-7555

詳しい内容はこちらから

映画　「レ・ミゼラブル」

2名様プレゼント
とき /6 月 26日（水）
ところ / 三原リージョンプラザ文化ホール
上映時間 / ①１０:３０  ②１４:00　③１８:00

映画  「東京家族」

http://mihara-regionplaza.net/

※前売り券（1人）  800円

※当日料金　1,000円均一
※前売りペアー券（2人で）  1,500円

販売予定場所 /三原リージョンプラザ・ポポロ・フジグラン三原・うきしろロビー
●フューレックポイントは加算されません

（ ）内は割引券利用

映画料金 / 一般 1,800円 (1,500円 )
高校・大学1,500円 (1,300円 )
小人（３歳から中学生）1,000円 ( 800円 )
・障害者手帳をお持ちの方1,000円
・60歳以上 1,000円  ・50歳以上夫婦お2人で2,000円
・高校生３人以上お1人 1,000円 
・フューレックカード提示 1,300円 ※割引券は市内要所に設置

とき /6 月 9日（日）開演 15:00
ところ / 三原市芸術文化センターポポロ ホール 
料金 / 一般  S 席：3,500 円　会員：3,000円
　　　　　  A 席：2,000 円　
　　　学生  S 席：1,500 円 /A席：1,000 円

中央図書館（0848-62-3225）

とき /5 月 30日（木）～6月23日（日）
時間 /10:00～18:00
場所 /リージョンプラザ
内容 / 抽象画から具象画まで、デッサンや日記など
入場料 /５００円、大学生３００円
　　　  高校生以下と障害のある人は無料

春の企画展　生誕90年　秦森康屯展　

文化観光課（0848-67-6014）

リクエス
ト上映 !

!

※会員価格でのご購入はお一人様4枚まで

※曲目は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

チケット取扱 / ポポロ、ポポロオンライン、うきしろロビー、フジグラン三原
ワタナベ楽器、スガナミ楽器本店、啓文社福屋ブックセンター（尾道）
中国新聞販売所（取り寄せ）、ひろでん中国新聞旅行福山営業所

指揮・ヴァイオリン /徳永 二男

管弦楽 /広島交響楽団

主催　三原市芸術文化センター　ポポロ/中国新聞備後本社
後援　三原市 /三原市教育委員会
協力　ピース・アーチひろしまプロジェクト実行委員会

前半

後半

序曲 チャイコフスキー：エフゲニー・オネーギン～ポロネーズ
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲　第1番（Vn山影頼楓）
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲～第2楽章（Vn徳永二男）
チャイコフスキー：交響曲第5番　全 4楽章

全席
指定

曲　目

【5月号 記事訂正とお詫び】　●三平商事有限会社様オリジナルサイン（表札）作り教室   誤 ) Hond Made 教室　→　正 ) Hand Made 教室　
●ゑびす家様「びより的菓子博2013」の店名表記   誤 ) ゑびす屋　→　正 ) ゑびす家　　　　　　　　　　　　以上訂正し、お詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。　

検 索三原リージョンプラザ

お得な
特典付


