
がんばろう東日本！
がんばろう三原！

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
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。
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三原市皆実1-14 -11
0848-63-1301
10:00～19:00
水曜日

三平商事有限会社

 コンニチハ大です。今日は、曲線が優しい風情の、広々とした
お庭をご紹介します。
 地面は芝生、コンクリート、砂利などを組み合わせ、その境目
のほとんどを曲線としています。また、樹木は少なめですが、
要所要所で程良く視線を遮り、動線を曲げる効果を持っていま
す。真っすぐ突っ切るのではなく、曲線に沿って歩くことで、さま
ざまなポイントが自然と目に入り、より庭を楽しむことが出来ます。
また、駐車場から門柱付近に伸びるコンクリートの曲線は、車の
タイヤの通り道を考慮したもので、道路への出入がしやすい形
になっています。
 家と駐車場を結ぶ園路の中間にあり、芝生に囲まれたオープン
テラスは、ガーデンライフの中心となる場所。水栓と電源を設置
して、幅広い使い方に対応しました。水栓の天使やフクロウなど、
オブジェはお施主様の選ばれたものですが、ナチュラルな空間に
とてもマッチしていますね。うーん、ナイス！

（左）門柱は塗り壁・アイアン・ウッドの素材をミッ
クス。照明はスリットに設置すると、前後を同時に
照らせます       （右）水栓の後ろに防水コンセント。
テラスで電気製品を使うことができます

テラスは家と駐車場の間に位置し、庭の中心と
なるポイントです
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紳士服はるやま

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

メガネをかけた有名人といえば・・・

メガネをかけている人って印象深いと思いません
か？ 本来はかけていないのが本人の素顔ですが、
メガネが顔の一部になっているような方も多くて、
かけていないと違和感を感じたりしますよね。
同じフレームをかけても人によって雰囲気が全く
違って見えるのがメガネの面白いところで、お化
粧とは違った変身の方法かもしれません。
有名人、著名人の方々もメガネによってイメージ
をつくられる人が多くなっていますが、いわゆる
メガネキャラと言った単純なものでなく、内面性
や感性、人格などもあらわせるものとして、大切
に選ばれているようです。メガネサロンくまので
は、そんなメガネによるイメージ作りのアドバイ
スもしていますよ。
あなたの「こんな感じになりたい」ってリクエスト、
お待ちしています。 世界で最もメガネ著名人と言われている人です

最近はスティーブジョブズさんもかなり有名

メガネが印象的な
女性アーティスト。
良いフレームですね。

メガネサロンくまのでグッドアドバイスを！

誰でし
ょうか

？

0848-62-2115

KURASH I通信山陽建設の

三原市宮沖1-13-7
0848 - 62-2115

山陽建設株式会社

「故きを温ねて新しきを知るリフォーム」の巻 リフォーム 編

リフォームのご相談も
お気軽にお電話下さい。

 「なんか帰りたくなったんだよ。本町は三原の中心なのに
一歩奥に入れば路地が続いてて、良いよね、ヨーロッパ
の街もこんな風情があるんだよ。生活観が自分と合うのだ
ろうね、だから大胆なリフォームではなく、古いものはその
ままで、その中に新しいオフィス環境を作ってもらうよう、
設計士さんに相談して工事をお願いしたんだ」そう話され  
るのは、小中高等学校と本町で育った司法書士の松本さん。  

 子どもさんの学習環境などのこともあり、リフォーム
後の引っ越しを決められました。
 ただ古いものを新しくするだけではない、こだわりの
詰まった設計図面を前に、営業の梶白さんはお客様の
リクエストに応えるべく熱い打ち合わせをされていま
した。山陽建設さん、こういう古民家の再生も手がけ
ておられるんですね。

明治40年に建築されたようです

現場状況と図面のにらめっこ。梶白さん

尾道市平原3丁目1番15号　　URL  http://keisenfukushikai.jp

0848-21-3111
お問い合わせ先
恵泉福祉会　法人広島事務局

オープニング介護スタッフ募集のお知らせです。

利用者の方、ご家族、地域の方々に
よろこんでいただける施設をめざしています。

 この度、地域密着型特別養護老人ホームとショートステイを
併設した『メヌホット三原』が平成 25年 11月 1日に開設
される予定です。つきましては新しい施設で明るい仲間と共に
働いてくださるスタッフを募集しています。

 メヌホット三原は、新しい介護サービスを目指す、地域密着型の高齢者施設。地域の高齢者の皆様、ご家族の皆様に喜んで

いただける仕事です。充実した職場で、笑顔あふれる毎日を一緒に過ごしませんか？

 募集職種は、生活相談員・介護支援専門員（ケアマネージャー）・看護職員・機能訓練指導員・管理栄養士・介護職員・

事務員です。資格を必要とする職種もありますが、研修制度がありますので、未経験の方も歓迎いたします。各種保険完備、

通勤手当あり。正社員希望の方もパートを希望の方も、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

『第二の我が家にしてください』メヌホット三原完成イメージパース

利用者の方々に楽しんでいただくと共に職員も楽しい職場です

今日も笑顔いっぱいです

関西でも利用者の方々によろこんでもらえて人気の『メヌホット』が三原に開設。
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大阪王将

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

H27 年度　成人式振袖レンタル展示会開催中
想い出に残る振袖選びをお手伝い

最新柄に古典柄と種類も豊富なレンタル振袖。価格帯や当日の着付け、
ヘアーメイク、写真撮りの有無まで、お客様のご希望に合わせて対応
させて頂きます。どうぞお気軽にお越し下さいね。

・成人式振袖（フルセット）　

H26年度　成人式の方もお待ちしております。

ショール
又は
髪飾り

プレゼント中
・成人式振袖（フルセット）
     + ヘアメイク着付け
     + 写真（1ポーズ）

￥31,500～

（5万円以上ご利用の方）

￥52,500～

振袖ご成約特典

三原市宮浦3-35-9
0848-64-6725
11:00 ～ 21:00 
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 うどんの主役はもちろん「麺」。そして
麺の美味さを引き立てるものといった
ら、それは「だし」でしょう。深いうま味

に定評がある天霧のだしは、素材と鮮度が違い
ます。
 選りすぐられた国産の鰹節と鯖節といりこに、
北海道産の昆布。この４つの素材から成る基本の
あわせだしは、なんと毎朝お店で作られるという
鮮度の良さ！澄んだ合わせだしに、種類は違えど
どちらも香川県産の醤油を合わせた温かい「かけ
だし」と冷たい「つけだし」は、後味すっきり、
全部飲み干したくなる「ちょうどいいお味」です。
麺の脇役にするには忍びない、主役級の天霧の
だし、是非ご賞味あれ！

ご存知でしたか？

さぬきうどん「天霧」のだしは、素材と鮮度が自慢。
ご存知でしたか？

さぬきうどん「天霧」のだしは、素材と鮮度が自慢。

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

話を聞く子供たちは、みな真剣。
被災地の人たちが皆で協力している姿を、しっかりと見てくれました
「みはらまちづくり兎っ兎」代表として、三原の子供
たちが震災の現実と向き合う「東日本大震災を未来
につなぐ旅」の実現に尽力された、小川和子さんに
伺いました。

みはらまちづくり兎っ兎について教えて下さい。

 中心市街地活性化、空き店舗利用をすすめていく
上で、市民として立ち上げた、ボランティアグルー
プです。現在ではみなとオアシス三原の運営や、震
災復興支援の他、さまざまなイベントの企画運営など
も行っていて、主婦、退職者、県立広島大学の学
生さんなど、１５名を中心に活動しています。

今回の企画の経緯は。

 私自身、震災後の3月末に被災地入りしたのですが、
そこで、現地で活動されている多くの三原の方と知り
合うことができました。その後、私から声を掛けさせて
いただいて、被災地支援をされている皆さんが集まる
機会を設けたのですが、そこで小さな子どもを持つ

「みはらまちづくり兎っ兎」代表　小川和子さん

出発前に参加者全員で三原駅にて 真剣な様子でお話を聞く子どもたち ビーチクリーンの様子 大川小学校にて献花 南三陸町の防災庁舎

お父さんが「子どもを連れて行きたいね」と言われ、
これに多くの方が賛同されて「つなぐ旅プロジェクト」
として兎っ兎主催で進めていくことが決まりました。
 募集については、皆でポスターの設置を頼んで回っ
たり、三原市の行政の協力を得て各学校にお願いし
たり、新聞、三原テレビなどでも紹介していただきま
した。当初は費用も高額でしたので、なかなか参加者
が増えない時期もありましたが、最終的に中学生 2
名、小学生8名の申込みを頂き、開催が決定しました。

旅での子供たちの様子は。

 屋根の上に乗ったまま家ごと流された方の話や、子
どもが家族と別れ別れになった時の状況、津波被
害に遭いながら、避難所として全力を尽くされたホ
テル観洋のおかみさんの話など、現地の方の生の
声をしっかりと聞いていました。お客様を安全なとこ
ろに避難させる話、水が無い、薬が無い話などに印
象深く聞き入っていたようです。旅行中にはビーチク
リーンの後、現地の子ども達と一緒に海で遊ぶといっ

た楽しい場面もありましたが、震災の話を聞くとき
にはふざける子もおらず、皆真剣な様子でした。
 大川小学校や、南三陸町の防災庁舎など、多くの
被災地で献花と合掌をし、被災した海水浴場では一
生懸命ビーチクリーンをしました。旅のしおりにも
体験した事、考えた事をちゃんと日誌に書いていて
「被災地の人たちは、みんなで協力している！」と
強く感じた子どもたちが多かったように思います。
 語り部の人たち、被災地の人たちから「帰ったら皆
に見たこと聞いたことを伝えて欲しい」との言葉を
受け取り、三原に帰ってきました。

今後の展開は。

 まとめや報告なども残っている段階ですが、子供た
ちにとって有意義な旅になったと思いますし、「うち
の子も行かせたかった」という声も頂いています。ま
た、三原市が考える防災教育のきっかけになればとも
思っています。他のメンバーとも話し合いながら、次
の展開を考えて行きたいと思います。

とっと
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小松木工株式会社

 まだまだ厳しい暑さが続きそうですね。そこでオススメしたいのが、
エコで快適な「遮熱カーテン＆遮熱レース」。新素材や空気層などの効
果で熱をさえぎる機能にすぐれ、冷暖房の効率をアップさせてくれます。
オーダー家具の小松木工では、カーテン・壁紙・床材も豊富に取扱い、快適
なお部屋作りをトータルでサポートしています。どうぞご相談ください。
遮熱カーテンの機能（例） 遮熱レースサーモグラフィー比較

※リリカラ株式会社試験結果

カーテンで

一般品 遮熱レース

クチーナ・イタリアーナ　ピアチェーレは、9 月を
もちまして創業15周年を迎えることとなりました。
これもひとえに皆様の日頃のご愛顧の賜物と深く感謝
しております。これからも皆様のご期待にそえますよう
スタッフ一同頑張る所存でございます。　　　　

創業15周年を迎え感謝と益々のご愛顧をお願いし
ピアチェーレより特別ディナーコースをご用意させていただきます
創業15周年を迎え感謝と益々のご愛顧をお願いし
ピアチェーレより特別ディナーコースをご用意させていただきます

期間：9月11日（水）～15日（日）
企画：15周年特別ディナーコース
金額：3.150円（お一人様）

期間中はご予約をお勧めします

プチプレゼントをご用意しています。

三原市城町1-19-1
0848 - 63 - 2445
11:30 ～ 14:00 
18:00 ～ 22:00
火曜日

クチーナ・イタリアーナ
ピアチェーレ

ヤスミチ美容室駅前広場
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cafe maru2tasu
カフェ　マルニタス

三原市宮浦2-1-1 
三原市芸術文化センター
ポポロ内
0848-81-1200
9:00～20:00

デオデオ
学園通り

 ポポロ内カフェ・マルニタスに新メニューが登場。「ハーブサラダ
付きブランチセット」「自家製パンケーキ・グラタンセット」「テング
ソースの焼きそば風パスタセット」「梶谷農園のハーブとパルマ産
生ハムのジェノバパスタ」「自家製十五穀米カレーセット」などなど、
シャンパンに合うアラカルトもご用意してお待ちしています。
団体様のご予約もお請けいたします。

梶谷農園のハーブがジェノバソースに合いますね。 テイクアウトもどうぞ よく冷えたMoet&Chandon。

新メニュー始めました。ポポロ内『マルニタス』
芝生広場を眺めながらのシャンパンはいかが？

詳しくはポポロ事務所にお問い合わせください。
20%
OFF

ポポロクラブに入会するといろんな特典が

www.mihara-popolo.comで検索

ポポロ事務所　0848-81-0886

三原日和は、復興支援紙「モンテシオン」を使用しています。
 モンテシオンは、日本製紙株式会社の主力工場の一つ、宮城県の石巻工場で開発された印刷用紙です。 同工場は６メートルを超える津波によって大きなダメージを被り、約半年間、全く操業ができない状態と
なりました。日本製紙株式会社では、震災後に石巻で誕生したモンテシオンを復興のシンボルと位置づけ、その売上の一部は復興支援に役立てられています。三原日和は、このモンテシオンを採用することで、
東日本大震災の被災地を応援しています。

11月1日
オープン
（予 定）

門柱裏に隠れキャラ発見！ 検 索三平商事


