
記念すべき第1回　1976年
驚くことに当時のやっさ踊りコースは帝人通り（現フジグラン三原）を
中心とするコースでした。

時代背景バッチリ第4回　1979年
なんとも言えない昭和のポスター！　当時の流行のメイクやパンチパーマが
まさにノスタルジック。やっさ祭り記念タバコも発売されていました。

有名人たちが登場第9回　1984年
「三次が生んだ大スター、木へんにホワイト」柏村武明さん司会の人気テレビ
番組でもおなじみの富永一朗先生によるポスター。この数年芸能人のやっさ
踊り参加などが続いたりしましたね。

ヤッサ！ヤッサ！

 永禄10年（1567年）、戦国時代の智将とうたわれた、毛利元就の三男小早川隆景
が、瀬戸内の水軍を統率するために水、陸、交通の要地である備後の国三原の湾内
に浮かぶ小島をつないで海城を築きました。
 やっさ踊りは、この築城完成を祝って老若男女を問わず、三味線、太鼓、笛などを打ち
ならし、祝酒に酔って思い思いの歌を口ずさみながら踊り出たのがはじまりと言われ、
それ以来、大衆のなかに祝ごとは"やっさ"に始まり"やっさ"に終わる習わしになった
と伝えられています。　
 また、その歌詞は、時代とともに移り変わり近郷の地唄、はやり唄なども大きく影響
し、歌も身なりも変化し、踊り方も型にとらわれることなく、賑やかにはやしをとり入れ
て踊るようになり、はやしことばが「やっさ、やっさ」と声をかけられるところから、いつ
しかこの踊りを"やっさ踊り"と呼ぶようになりました。
 全盛を極めた明治のはじめ頃は、子供が踊りの先頭で白シャツに白鉢巻姿で、日の
丸扇子を両手にもって踊り、その後に各組の踊り子が続いたものです。また、当時の
娘たちはみな三味線がひけたもので、毎年うら盆の3日間は町中を踊りまわり夜が
明けるまで賑わっていました。
 近年やっさ踊りは、新聞、テレビ、ラジオ、CDやDVDで紹介されたり、昭和45年（1970年）
の日本万国博覧会、米国建国二百年祭などに出演、また周辺市町村にもやっさ踊り
が広まり、広島県の代表的民謡踊りになりつつあります。

やっさ踊りの由来

資料提供・参照
三原やっさ祭りホームページ・三原商工会議所・三原市歴史民俗資料館
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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。

 今回お邪魔したのは、7月6日にオープンしたばかりの、
歯科技工所「YoshiiGiko」さん。三原で技工所が開業
されるのは9年ぶりなんだそうです。
 こちらでは、直接技工士さんがあなたのご要望を聞いて
被せ物の説明をし、あなたに合った歯医者さんを紹介し
ます。歯の色も見てくれるので、色の違和感のない自然な
被せ物が作れます。技工所とは思えない素敵な内装は、
患者さんが気軽に立寄れる、そんな気遣いからなんです
ね。内覧会は随時行っていますので、お口にこだわりの
ある方は事前連絡の上、見学していただけます。

カフェのような雰囲気で、
のんびりしてしまう空間でした。

インテリアにも
こだわっています。

代表の吉井ご夫妻

このように歯の色を合わせて
いるんですねー !!

三原市和田1-6-10
住栄ビル 1F東側
0848-38-2313
9:00～19:00
日曜・祝日

YoshiiGiko

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

提携歯科医院：大名歯科、くりはら歯科医院
　　　　　　　松岡歯科医院（三次市）、安田歯科医院（竹原市）
上記以外でも製作可能ですので各歯科医院にてご相談ください。
只今、提携先及び技工士さん募集中です。

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

営業担当　佐藤

 自由が丘の見学会にうかがった時、担当してくれたのが佐藤
さんでした。笑顔がすごくいい方で、話していて親しみが持てま
した。会社での打ち合わせはもちろん、メーカーのショールーム
に一緒に行ったり、最初から最後まで楽しかったです。
 プランはほかの会社さんも含めていくつか作ってもらったので
すが、タカシンホームさんは特にプランの種類がいろいろポン
ポン出てくる感じでした。最初の提案から１つを選び、その後も
１０回以上変更しましたが、気持ちよく対応して下さいました。
 狭い敷地の中で駐車場を３台確保して、風水も考慮したので難
しい面もあったと思いますが、リビングとダイニングが斜めにつ
ながる間取りは広く感じて見通しも良く、親や友達など来客にも
好評です。後から追加した屋根裏収納も、収納がたっぷり取れ
て正解でした。
 頼んで良かった、想像より良かった、というのが正直な感想
です。ありがとうございました。

おうち
大好きー

biyorin  mama’ s column#18

 子どもというのは今も昔も変わりなく、時間を忘れ
て夢中で遊ぶものです。あたりが暗くなってようやく、
「そろそろ帰ろかな」と気づくもの。
 三原に来て最初の夏、なかなか夜が訪れないこと
に驚きました。8 時になってもまだ明るい！日本列
島って長いんだね～！まだこっち明るいよ！すごくな
い？なんて、関東に住む姉に電話してしまったほど
です。明るいからまだまだ遊べる、日中は日差しが
強いからむしろ日没後の方が遊びやすいってこと
で、子ども達にとっては嬉しい西日本。しかしそれも、
まだ幼くて親がついて遊んでいるまでの話で、大き
くなって子どもだけで遊びに出るようになるとそうも
いきません。
 我が家の門限（小学生の）は6時。6時には帰っ
てきて欲しい、といい続けて何年が経った事でしょ
うか。未だに守られたことが何回あったか…。いや、
わかります、わかりますとも。三原の 6 時はまだ真
昼間のように明るくて、どこを嗅ぐっても ( 母の言う
ような ) 危険な匂いなんてしないけど？もうひと遊び
したいけど？って気持ち。だって私もそうだったから。
でも、当時、「遅い！」と叱る母よりももっと恐ろし
い存在が私にはあって、それによっていくらか “い
けません的行動” がセーブされていたように思いま

「夏の夜は」 す。というのも、それは、約束を破ったとか、隠れ
て悪いことをしたとか、とにかく心の中に「ばれた
らまずいぞ」的な何かが引っかかっている時、そし
て必ず私が一人でいる時に忍び寄るものだったの
ですから。
 ある日の夕刻、友達の家で遊んだ帰り道。母との
約束の時間は大幅に過ぎている。辺りは夜の帳が
落ち始めた。人気のない住宅街を早足で家路を急
ぐ私。前方に見える電信柱。その影に…いる…。もっ
と早足になり、目を瞑って電信柱を通り過ぎる。電
信柱が見えるたびにそれを繰り返す。後ろは振り返
らない。絶対に !! 自宅がある高台の住宅地に上が
る、100 段くらいの階段に着いた。自分の足元だ
けを見て一段一段上がる。上は見ない。下も見な
い。絶対に !! なぜなら、いるから…。彼女が…マ
スクをした彼女が…そう、「口裂け女」が !!!!( 泣 )
 80 年代初め、日本中の小学生を震え上がらせた
都市伝説「口裂け女」。親の 100 万回の小言にも
勝る「口裂け女が出るよ！」は、今こそ私が使いた
いＮｏ.1 小言です。ま、今の子ども達には通じな
いだろうけどね。

わたしキ
レイ？

三原市宮浦二丁目1番1号
0848-81-0886

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5組様プレゼント

三原イベントスケジュール
三原市

とき /８月９日（金）～11日（日）
場所 / 駅前市民広場など
内容 / やっさ踊り　花火大会

三原やっさ祭り

三原市芸術文化センターポポロ

とき /8 月 7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
料金 / 前売りペアー券 1,500 円　前売り一人 800円　
　　　当日 1,000円 高校生 500円（中学生以下無料）

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　「黒い雨」

とき /8 月 23日（金）
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  「王になった男」

http://mihara-regionplaza.net/

三原やっさ祭り実行委員会（電話６２－６１５５）

とき /８月４日（日）
時間 /10:00～
場所 / 沼田川河川敷（本郷町船木）
内容 / あゆのつかみ取りなど

本郷沼田川あゆまつり

本郷沼田川漁業協同組合（電話86-6121）

検 索三原リージョンプラザ

ペア2組様プレゼント

ペア2組様プレゼント

料金 /1,000 円均一

とき /9 月 1日（日）
ところ / 三原リージョンプラザ　屋外ステージ
時間 / 10:00～17:00　　入場無料 /雨天決行

100万馬力フェスティバル

ステージ出演者・飲食・フリーマーケット出店者募集中
各種お問合せは下記へ
１００万馬力フェスティバル実行委員会事務局
( 有 )アンリミテッド　担当　カワチ（0848-67-6755）

とき /8 月１8日（日）開演14:00
ところ / 三原市芸術文化センターポポロ
入場料金 /500円（中学生以下無料）
チケット取扱 / ポポロ、ウインドブルー
お問合せ先 /090-6831-1716（小玉）

 第42回定期演奏会
三原シンフォニック・ウインド・アンサンブル

・序曲「運命の力」　G・ヴェルディ
・歌劇「ローエングリン」より　R・ワーグナー

・アマポーラ
・フライミートゥザムーン
・ペンシルバニア65000
・花は咲く（みんなで歌おう）、他

エルザの大聖堂への行進曲
結婚行進曲
第三幕への前奏曲

振るか ! 演るか !
■指揮者に挑戦 ■いっしょに演奏
会場から数名の方に
指揮に挑戦していた
だきます ! 曲は、「威
風堂々」のマーチ !

楽器を持ってきて、「威風
堂々」のマーチを一緒に
演奏しよう。楽器の種類
は問いません。事前に練
習したい方は、楽譜をお
貸しします。

プログラム

「１回目２回目終了後　（株）今村プロダクション今村竑介さんのトークあり」

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

【リージョン】映画　「王になった男」
【リージョン】映画　「黒い雨」
【三原日和】　 チャオのお食事券

【ポポロ】三原シンフォニック・ウインド・アンサンブル“第 42回定期演奏会”
応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　
締切：2013年 8月 2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。

CAFE&DINING CiAO! の
500円分お食事券　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。チャオ
では、地元の海・山の幸を使った
料理が自慢 ! おいしいお料理を食べ
て、ゆっくりと休日を過ごしませ
んか？素敵なお庭にも癒されたい。

ビヨリ

フォト
ニコニコ

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

須波　ボブちゃん 宮浦　杉野夢芽ちゃん

開港20周年記念
広島エアポートフェスタ HADUKI

～エアポートダンスコレクション～

平成25年8月25日（日）9:30～16:00雨天決行
場所：広島空港旅客ターミナルビル 1階アトリウム広場ほか

観覧無料

主催：広島空港ビルディング株式会社 0848-86-8151三原市本郷町善入寺64-31

グルメひろば アミューズメント
見学デッキの無料開放 親子で料理・食育体験

スペシャルゲストも来るよ !
安芸戦士メープルカイザー広島のローカルヒーロー

サンフレッチェ広島の
スタジアムDJ 貢藤十六

その他のお楽しみもたくさん !

MC

三原はインターネット情報発信の
マンパワーがまだまだ不足してい
ます！いっしょに三原の企業、地域
を盛りあげていきましょう！
お待ちしています！

ＷＥＢスタッフ募集！
自宅で出来るお仕事です。

ホームページ制作のapio では、ただいまデザイン・制作・運営管理の
お手伝いをしていただける方を募集中です。在宅で可能ですので、空き
時間を有効活用してチャレンジしてみては？どうぞお気軽にお問い合わせください。

希望条件：ホームページ制作の基本的な知識のある20～35歳位の方（Photoshop、
Dreamweaver経験者歓迎）／金額：スキルと作業量に応じ月２～５万円程度／業務に
必要なパソコン及びソフトの貸与可／在宅のお仕事ですが、随時打合せ有／選考：面談にて

在宅ワーク詐欺に注意しましょう。仕事をもらうために契約金や月会費が必要だったり、高い教材費やレッスン料が必要な場合は悪徳商法の疑い大！安易に契約しないで！

お問合せ・お申込みは  090-5265-3412　天羽（あもう）まで

三原市小泉町5205-8
0848-66-5085
apio.amou@gmail.com

apio

F様邸


