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【レーザー治療イメージ図】

【下肢静脈瘤症状例】
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［JR三原駅から徒歩3分］

検 索土肥病院

下肢静脈瘤でお困りではありませんか?
保険適用で日帰りレーザー治療が受けられます

 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。
 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。
 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、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。

三原市城町1-14 -14
0848 - 64 -1212

医療法人清幸会 
　　　土肥病院

予約

※静脈瘤の診察はお待たせしないよう「予約制」となっています。
　静脈瘤が気になる方はお気軽に下記の予約電話までお問合せ下さい。

 1975年、ショパン国際音楽コンクールに史上最年少の18歳で優勝し、一躍世界の音楽界に知られる存在となった。その後も現在に至るまで
メジャーの楽団やホールなどで活躍を続ける、現代最高峰のピアニスト。聴き知っているはずの名曲から未知の美しさや主題旋律の新鮮な表情
を引き出し、音楽を聴くことの喜びをもたらしてくれることでも、その才能は抜きんでている。
 リサイタルにおいては、自らピアノや調律師を帯同するなど厳しい音楽的要求があり、これまでの来日は東京や大都市圏の会場に限られていた。
今回、山陽道でぜひ開催したいとの本人の希望と、ポポロの音楽ホールとしてのレベルの高さが認められ、三原での開催が決定した。
 しかも曲目は、彼のファンや音楽の専門家たちが以前より大きな期待と願望を寄せていた、究極のベートーヴェン、最後期傑作ソナタ三曲。
そして、奇しくも前日の５日は、彼の誕生日。ベートーヴェンの生涯年齢と同じ、56歳までの年月を音楽に生きたツィメルマンが、57歳にして
迎える最初の公演となる。

聴くなら今でしょ!ツィメルマン。

Krystian Zimerman,Piano
クリスチャン・ツィメルマン（ピアノ） c

2013年12月6日（金）

究極のベートーヴェン
クリスチャン・ツィメルマン　ピアノ・リサイタル

三原市芸術文化センターポポロ　ホール
S席 /一般8,000円（ポポロクラブ会員7,200円）

ベートーヴェン後期3大ソナタ
ピアノ・ソナタ 第 30番 ホ長調 作品109
ピアノ・ソナタ 第 31番 変イ長調 作品110
ピアノ・ソナタ 第 32番 ハ短調 作品111

A席 /一般6,000円 B席 /一般4,000円
※会員価格での購入購入はお一人4枚まで※未就学児の入場は不可
※A席・Ｂ席はポポロ事務所のみ取扱い

開演 19:00
〔開場18:30〕

主　　催 /

後　　援 /

特別協賛 /

三原市芸術文化センター
広島ホームテレビ
中国新聞備後本社
三原市
三原市教育委員会
中国銀行

入場券取扱
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、啓文社新浜店、スガナミ楽器本店、
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、ヤマハ広島店

お問合せ  三原市芸術文化センターポポロ   広島県三原市宮浦2丁目1-1
              TEL0848-81-0886  http://www.mihara-popolo.com

完売御礼
A席は残りわずか

中国銀行様より
A 席 5 組 10 名
プレゼント !!! 裏面読者プレゼント応募方法をご覧ください。

Kasskara/DG

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

陸海空の交通に、ポポロ、やっさ祭り…
三原はもっともっと良いところを見出して行けますよ

中国銀行三原支店 支店長 工藤善宏氏

三原地域の銀行の歴史に詳しく、また、このたびの
ポポロでのツィメルマンコンサート実現にも尽力
された、中国銀行三原支店 支店長 工藤善宏氏に
伺いました。

中国銀行三原支店は大変古い歴史があるそうですが。

 明治２３年に玉島銀行三原支店が開設され、当時の
御調郡三原町での初めての銀行支店となりました。
貸金業を行っている業者は他にもあったようですが、
銀行としては三原初です。その後吸収合併等で
第一合同銀行、中国銀行と名称が変わり現在に
至ります。
 資料によれば、昭和初期の金融恐慌の時には三原の
多くの企業も大変な苦境に陥りましたが、銀行自身も
苦しい中、我々の先輩が懸命に企業の支援をされ、
その事を三原の皆様が恩義に感じて下さり、市の
指定金融機関となったと聞いております。

ポポロでのツィメルマンコンサートの特別協賛に
ついては。

 ポポロの作田館長から、こういう高名な方の

コンサートをやりたいが、地方では高額な料金設定も
厳しく、どうしても足が出るとのことで、協賛の
依頼がありました。実は中国銀行としては今回の
ような形で協賛というのは他に例がないのですが、
公共性の高い三原の施設での開催という事ですし、
我々としても三原市の皆様には歴史的に大変
お世話になっていますので、出来る限りご要望に
お応えしようということで本部に掛け合いまして、
実現致しました。中国銀行では岡山地域から少し
ずつCSR活動を増やしておりますが、備後地域の
CSRの先がけになったと思います。

他地域での金融業務も経験される中で、三原と
いうまちについてはいかがでしょう。

 やはり交通インフラは非常に充実していますね。
陸、海、空がすべて網羅されていて、外への
アクセスは非常に良い。ですが、色々なところで
言われていますように、大企業の存在が前提の
「企業城下町」という歴史があるせいか、事業が
地域内で完結していたり、ハングリーな部分が比較的
少ないように思います。

 しかしそうした中でも、目立った動きとしては地元
ではなくて東京で勝負をされている企業さんなど
もあり、新しいアイデアを出したり、しっかりした
社員教育をして、成長をしているところも出て
きています。
 その他の良い面としては、医療機関の充実。
部分的に医師不足のところもありますが他地域に
比べるとかなり良いです。教育機関も充実していて
三原はかなり住みよい街だと。
 それから、やっさ祭り。我々銀行員はいろんな
支店を異動して地域の祭り、踊りに参加させて
いただくのですが、やっさ踊りは特に踊り手さん
たちが楽しんで、熱心に踊られていて、地元の
人たちに愛されている祭りだなあ、というのを感じ
ました。
 そうやって考えていくと、ポポロにしても、やっさ
にしても、企業にしても、三原のいいところって
まだたくさんあります。我々も含めて、もっともっと
皆で掘り出して、伝えて、支援して行かないと
いけないなと思っています。

漁師の賄い居酒屋　頑固亭
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三原駅前広場

三原駅

イオン三原

エブリィ

http://www.facebook.com/hiroe.mitihara

『どこよりも新鮮な魚が食える』『どこよりも新鮮な魚が食える』

お昼は
日替わり釣り魚定食
釣りたての魚料理が
ついて 700 円！

夜は大将のおまかせコース！
プリプリのお刺身に鉄板焼き、すべて
美味しい全8品。これで2.500円は
驚きです！人気のコースです。

夜は大将のおまかせコース！
プリプリのお刺身に鉄板焼き、すべて
美味しい全8品。これで2.500円は
驚きです！人気のコースです。

魚を誰よりも愛する大将の居酒屋魚を誰よりも愛する大将の居酒屋

三原市城町2-5-11
0848-67-7260
11:30～14:00
17:30～21:00 
月曜日

夜のコース予約して
くれたらぶちうまい
カルパッチョも用意
できるけぇね！

夜のコース予約して
くれたらぶちうまい
カルパッチョも用意
できるけぇね！
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松尾内科

ヤマダ電機

訪問介護かもめ

三原港

うきしろ
くすのき・
めぐみ苑

駅前広場

三原市城町3-6-1
0848-63-1230

『サービス付き高齢者向け住宅』
くすのき・めぐみ苑

「うきしろ」

松友トータルケアセンター

社会福祉法人松友福祉会
松友トータルケアセンター

安心安全な毎日の暮らしを提供する賃貸住宅

0848-63-1230まで
見学・相談のお問い合わせ/職員の募集等は（担当 /村上・中本）

屋上は軽い運動や日光浴にぴったりの憩いの場です。 この度は空港の見学にでかけました。

豆まきの日、あれ？鬼も仲良く一緒ですね。 全戸ベランダ付きで日当り良好なお部屋。

潮の香りと、三原港を出入りする船の汽笛が心地よい「松友トータルケアセンター」の「サー
ビス付き高齢者向け住宅・うきしろ」。一人で暮らすことが難しくなった高齢者に向けて、
施設内に配置された職員による安否確認と生活相談サービスのほか、食事提供（有料）
を利用しながら、安心安全な毎日の暮らしを提供する賃貸住宅です。「うきしろ」では
ご近所さん同士のつながりを大切にと、四季折々、様々なイベントを企画しながら職員も
ご近所さんの一人となって楽しんでいますよ。「今夏は広い廊下で全長 12ｍの流しそう
めん大会！用意していたそうめんは瞬く間になくなり、職員が慌てて追加で茹で上げに
走りました。大勢でいただく食事は食欲増進、大いに盛り上がったひと時でした。」
　「うきしろ」は随時見学を承っております。ご本人もご家族様もお気軽にお越し下さい。

涼を求めて楽しい「流しそうめん』大会。

27㎡以上の部屋（浴室・トイレ・キッチン・洗面・クローゼット）13室
18㎡以上の部屋（トイレ・キッチン・洗面・整理箪笥）20室

10 月 1日は『めがねの日』なのです。
メガネサロンくまのは毎日が『めがねの日』

R２

三原駅

三原
郵便局

広島銀行
イオン三原

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

1 111 11
10月１日は
めがねの日

 もう秋の気配が近づいてきました。みなさん
お元気でしょうか。ところで10月１日が『めがね
の日』ってご存知でしたか？日本眼鏡関連団体協議会
が、メガネご愛用者の方々に感謝の気持ちを表わす
とともに、消費者の方々にメガネに対する正しい
認識と興味を持っていただくのに、毎年１０月１日を
「めがねの日」（英文 “ＥＹＥＧＬＡＳＳＥＳ　ＤＡＹ”）
として１９９７年（平成９年）に制定しました。
 10 月１日を「10-01」と書くと両端の「１」が
メガネのツル、内側の「０」がレンズに見立てられ、
メガネのようだからだそうです。

いつでもお客様の目と眼鏡のために
最善をつくしますのでどうぞお気軽に
ご相談ください。

いつでもお客様の目と眼鏡のために
最善をつくしますのでどうぞお気軽に
ご相談ください。

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

「消費税の疑問をスッキリ解決」の巻　　 お勉強  編

リフォームのご相談も
お気軽にお電話下さい。

おなじみ梶白さんと頼りになる平川課長
いろいろ教えてくれてありがとうでした。

 マイホームを計画中の人にとって、消費税のアップは重大
問題。でも、増税後は住宅取得支援の拡充でお得になる
面もあるとか… 実際のところ、どうなの？教えて梶白さーん！
 「消費税５％で家を建てるには、９月末までに契約を
締結するか、２６年３月末までに引渡しを完了する必要が
あるんです。でも、それに間に合わなかったからといって、
まるまる３％の差額が出るわけではありません。増税
後は新しい減税制度や給付金などの恩恵が受けられま
す。一般的には５％で建てたほうがお得な場合が多
いですが、年収や借入額が多いほど、増税後の新しい
制度を利用するメリットが大きくなりますから、逆転する
こともあります。家族構成や年収などによりケースバイ
ケースですので、お客様それぞれに合わせた試算やご提
案をさせていただいています。焦らないで、安心して相
談してくださいね。」
 なるほど、わかりやすい！ 家づくりに関するご質問は
山陽建設 梶白さんまで、どうぞお気軽に。

おかげさまで5周年 
会　場：フォレストセレモ新栄  本郷駅前会館
受　付：9:30～随時
読　経：13:00～
料　金：300円 /1体（大小問わず）

9/29（日）人形供養祭

フォレストセレモ新栄
本郷駅前会館 三原市本郷南5-18-1

0120 - 02 - 4441

 フォレストセレモ新栄　本郷駅前会館はおかげさまで 5周年。支えて頂いた地域の方へ感謝の思いを
込め、「人形供養祭」を開催いたします。
 お子さんの成長とともにいらなくなってしまった雛人形や五月人形、押入れの奥にしまったままのこけしや
洋人形、またお子さんがもう遊ばなくなってしまった、思い出のたくさんつまったぬいぐるみ達。ただ捨てて
しまう、処分してしまうのはなかなかできないものです。
 ご家庭に眠っている思い出の人形、ぬいぐるみをご持参ください。心をこめて供養させていただきます。

（注）
・お顔のついたものに限らせていただきます。
・雛壇、ガラスケースなど、塩をふりかけ、お礼を言って各自治体の分別に
  従って出されると良いでしょう。
・箸と鉛筆は無料（木製に限ります。）

検 索フォレストセレモ

URL: forest-ceremo.com

セブン
イレブン

広島県立
総合技術
高等学校

パルディ
本郷店仏通寺入口
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本郷駅

葬儀無料相談会は随時受付けしております。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

感謝の気持ちをこめて
おもてなし

・家族葬セミナー　10:00～
・相続セミナー　　11:00～
・友の会入会キャンペーン
　  東京五輪決定記念
　  入会金￥2,020（限定500口）
・ソウルジュエリー展示
・おせち料理早期予約受付
・冷凍食品販売

同時開催イベント

 オープンされて半年を迎えるデイサービス
センター「ふぁみりい中之町」、毎日こんな言葉
を交わしあいながらのお見送り風景です。これ
までのデイサービスのイメージを変える、大型
ゲーム機やジム等の設備を備えられたり、セン
ター独自の「トッツ通貨」は、掃除、片付け、
挨拶、ゲーム等を積極的にすることでポイントが
貯まり、貯まったポイントごとに様々な特典が
つくという仕組みで、「今日は○○トッツ貯める
ぞ！」と意欲をかきたてられます。
 また、職員と一緒にセンターの花壇の草花の

お世話をする、送迎車を洗車するなど、「生活
意欲」を刺激する取り組みも。
 こちらに通所された当初は、「家族との会話も
なく、家では一日テレビの前から動かず」だっ
たのが、今ではご自分から話しかけ、草取りや
洗濯などの家事を手伝うようになったという話
は、利用者さんが「生活意欲」を取り戻された
故の変化なのではないでしょうか。
 「楽しいから、動きたい」という自然な積極性
を引き出してくれる「ふぁみりい中之町」、ぜひ
一度ご見学ください。

瀧宮神社

R2

三原バイパス

県道55
号線

三原郵便局 イオン三原

ニチエー
中之町店

三原
第二中

ファミリー
マート

三原東高沼田西　笑顔みはら

和田　　笑顔わだ
皆実   　笑顔みなみ
中之町　ふぁみりぃ中之町
小規模多機能ホーム

デイサービスセンター

デイサービスセンター
小規模多機能ホーム
ふぁみりぃ中之町
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）
http://www.tots.jp/
https://www.facebook.com/tots.onomichi

HP笑顔あふれる憩いの場。明るく過ごしやすい印象です。

「あ～今日も楽しかったなぁ」「また明日ね～」
とにかく利用者さんが元気・元気なデイサービスセンターです。

R２
コグマヤ

すき家

ファミリー
マート

ポポロ宮浦郵便局

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

白無垢姿で感動のウエディングを
 初々しい白無垢姿で味わう厳かな神前式ー四季の美しさを
味わえる日本ならではの挙式スタイルで欠かせない白無垢、
紋付などの衣装をご用意しています。
 ベルフィーユでは式場やお写真、美容室のご案内も可能。
県内外への衣装の配送サービスも行っております。
 お客様のご希望に沿えるようブライダルに詳しいスタッフが
お待ちしておりますので、お気軽にご相談下さいね。

・留袖　￥15,750～
・モーニング　￥16,800～
※衣装に関する小物は一式お付けします。
※レンタル期間は、ご希望に応じます。

1.左の女性の肘と赤い柱の前後　2.右の女性のスカートの長さ　3．左手奥のガレージ入口の大きさ　4.車の後ろの大売出しのぼりの数　5.車のナンバーの数字　6.男性のメガネの色　7.右端の車のタイヤホイール 7つの間違い探しの答え

知っ得


