タカシンホームの

M様邸
体験ブース

ホームページのプラン集にある「大屋根の家」

物販ブース

にもひかれ、タカシンホームさんに相談しました。
また、ホームページには建築費用の総額も概算で
載っていて、予算の計画が立てやすかったです。

三原大橋

こうしたいと希望を言うと、いつもいろいろな良い

沼田川

大工さんもとても良い方で、階段下収納などこれ

R185
スーパー
ジョイ

以上ないくらいしっかり作りこんでもらいました。住
み心地やデザインなどすべて不満なく、気に入って

しまなみ
信用金庫

設計・施工 株式会社

います。社長さんはじめ、皆さんには大変お世話

営業担当

になりました。どうぞ末永くよろしくお願いします。

タカシンホーム

松渡

検索

嵩心

タカシンホーム

三原市和田3-3 -1
0848 - 61-1020

川柳

びよりで

おかげ様で新型 FIT 大好評！ 試乗車ご用意しています。ぜひご来店ください。

妻の手にかけた苦 労の軌 跡みゆ

旦 那より犬のご飯が大 切だ

会 話よりメールで繋 ぐ 赤い糸

痩せぬ妻 冬 眠 するのか聞いてみた

●

ホンダカーズ三原皆実 ２号線沿い しまなみ信金となり

「あまちゃん」春子よりちょい年下
今月に誕生日を迎え、ついにというかようやくという
筋肉質の選手たちがカッコ
いい！後半は雨も小降りに

力走の竹野選手。スイムと
バイクの後でこの笑顔！

竹野選手のＴシャツの下には
三原日和ロゴが！

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

円一町

幸崎

呑ん助

レモン

飼育員

小泉町 ガラクタ親父

本郷

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

か、
「4」
のつく歳になりました。昔、母が 40 歳になっ
た時に姉弟と「人生の折り返し地点だね ( 笑 )」
なんてからかっていたのですが、いざ自分の身に

広告募集

☎

0848-62-6677

なってみると「いやいや、折り返すほど余裕のある
身分じゃないわ」と、じゃぁいつが折り返しなんだ？
と考えると、そもそも人生にそんなものないんじゃな
いかって、毎日の忙しさの中で思うわけです。

0848-64-4888

biyorin mama’ s column
はルーズソックス JK が闊歩、はじけたバブルは
氷河となって (?) 職を求める大学生を凍てつかせる
…、世の中のビッグウェイブに乗るぜ！と思ったら、
あれ？潮、引いちゃってますけど？な、「おしい！
( 広島県 )」歳なのです。
だからこそなのか、同級生達はみんな逆境に強く、
「足るを知り」ながら地に足が着いた人生を送って
いるような気がします。
ねっ！りえちゃん（宮沢）、菜々子ちゃん ( 松嶋 )、
イチロー君！

そして周りのママさん友達がわりと年上の方が多く、
みんなそれぞれに私よりも断然若々しく日々を楽し

三原日和は、30.000 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。

投稿募集
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。
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。

んでいるのを見ていると、どんな 40 代を過ごそうか
と、想像は尽きません。
オイルショックの年に生まれた現在 40 歳は、高校
生の時にワンレン・ボディコン女子大生ブーム真っ

info@miharabi y ori . ne t
72 3 -0 0 5 1

三原市宮浦六丁目 30-1 三原日和 宛

HAPPY BIRTHDAY
40

只中、ギンギラギンな世界に憧れていざ高校を卒
業！と同時に目には見えないバブルがはじけ、街

読者プレゼント
クリスチャン・ツィメルマン
ピアノ・リサイタル
中国銀行様より、なんと !! 現代最高峰の
ピアニスト『クリスチャン・ツィメルマン
ピアノ・リサイタル』のプレゼントを
頂きました !!こんな素晴らしい機会は
めったにない ! 美しい音色を聴き逃す
ことなかれ !!

投稿はメール又はハガキ・封書で

※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。

biyorin
mama

【中国銀行】 ポポロ クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル
【リージョン】映画 「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん !」
【リージョン】映画 「人生、いろどり」
【リージョン】映画 「終戦のエンペラー」
【ポポロ】海援隊
【ポポロ】ベスト・タンゴ !
応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
締切：2013 年 8 月 30 日（金）必着
「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。

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

※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。

三原イベントスケジュール
三原リージョンプラザ

映画 前売り券販売場所
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 ほか

映画 「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん !」

恋に!宝に!空中戦・・・!
ワックワクドッキドキの大アドベンチャーが今はじまる !!

2 名様プレゼント

とき /10 月 19 日
（土） ところ / 三原リージョンプラザ 文化ホール
上映時間 / ①１０:0０ ②１2:00 ③１4:00 ④１6:00
料金 / 前売り券（おとな・こども共通）800 円（当日 1,000 円）
前売りペア券 1,500 円
※フューレックカードの使用はできません。
※各回先着 100 名様 かいけつゾロリ映画特別版絵本プレゼント
（お子さまのみ）
後援 三原市教育委員会

映画 「人生、いろどり」

2 名様プレゼント

葉っぱを売って年商 2 億円・・・ 三原市老人クラブ連合会 推奨映画
四国いち小さな町で起こった
〈奇跡〉
の実話 もうヒトハナ、
咲かそ。

とき /10 月 20 日
（日） ところ / 三原リージョンプラザ 文化ホール
上映時間 / ①１０:0０ ②１3:00 ③１5:30

料金 / 前売り券（おとな）1,000 円（当日 1,200 円）
当日（3 歳から高校生）800 円 シニア１,０００円 夫婦５０割引き ２人２,０００円
※フューレックカードの使用はできません。

映画 「終戦のエンペラー」

ペア 2 組様プレゼント

日本の運命を決定づけた 衝撃の真実が、今、明かされる。

とき /10 月 30 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 / 当日 1,000 円均一

※フューレックカード使用できます。

おやじバンドフェスティバル

入場無料

出演バンド募集中

とき /11 月 23 日（祝）10:00〜ところ / 三原リージョンプラザ 文化ホール

三原市円一町二丁目1番1号
0848-64-7555

10月号

『トライアスロンさぎしま大会』

#20

三原市宮浦6丁目30-1 三原日和 宛

201３

vol.20
TAKE FREE

提供

E メールアドレス：
info@miharabiyori.net
住所：723-0051

ヤマダ電機

建設業の許可
広島県知事許可（般-22）第35519号

『妻または夫』

応募方法：E メール,ハガキ・封書にて
「①川柳・柳号（ペンネーム）②住所
③氏名④電話番号」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「川柳投稿」
と入力してください。

R２

ウレシイ 全て見つけられるかな？答えは中面左欄外にあります。 受付で「三原日和を見た」と言って
特典付 7 つ の 間 違 い 探 し いただくと、素敵なプレゼントが！

あさひ軒

8 月 25 日の佐木島は、前日から続く激しい雨。悪天候の中でのスタートに
なりましたが、さすがそこは鉄人たち、雨をものともせず泳ぎ、走り、熱気
あふれる大会となりました。びより的注目選手はもちろん、本紙でもおなじみ
竹野八百屋の竹野さん！オリジナルＴシャツにはなんと三原日和のロゴが !
選手の皆さん、大会運営の皆さん本当にお疲れ様でした。

お題は『 倍返し』
採用された方に 500 円の
図書カードをプレゼント !!

土肥病院

三原日和ロゴも駆け抜けた！

ビヨリ
取材記

次回の “びよりで川柳” の

イオン
三原

TEL/090 - 1186 -1837

ニチエー

提案をして頂きました。

駅前広場

フリマ！フリマ！フリマ！
11/24（日）10:00〜15:00
★印はご予約をおすすめします。件名に「はろすま予約」と入力下さい。
場所：ベイタウン尾道
お申し込み・お問い合わせ：おのみちはぴねすくらぶ（奥田）只今、出店者募集中 !!!
詳しくはブログにて。
Facebook
http://www.facebook.com/noriko.okuda.98
mail /happinessclub.kirari@gmail.com Ameba ブログ http://ameblo.jp/corino0509

プラン作りでは、他のお客様の建築中の家をた
くさん見せていただき、とても参考になりました。

みはら

マリンロード

「２０代からの家づくりを応援します」という部分

in

三原市城町 1-18-1
福祉会館 2F
三原駅

・キャタピラーシューズ
・ハンドメイドアクセサリー
・ロザフィ ・耳ツボジュエリー
・ハンドメイドソープ
・パワーストーン
・パン & 焼き菓子
・ハーブティー・ジャム

・カイロプラクティック ・整体
・脚のカウンセリング ・水素水体験
・アロママッサージ
★ヘッドマッサージ
★フェイシャルエステ
・カードリーディング
・オーラソーマ・シータヒーリング

が自分たちのイメージにぴったりだったことや、

お題

はろ〜& すまいる Mart

10/6
（日）10:00〜16:00

会場

お客様インタ ビ ュ ー ！

ハローから始まって笑顔につながる

第1回

詳しい内容はこちらから

検索
三原リージョンプラザ
http://mihara-regionplaza.net/

三原市芸術文化センターポポロ
ポポロ開館 6 周年記念

海援隊 トーク & ライブ 2013

千葉和臣 武田鉄矢 中牟田俊男

三原市
第 9 回市民体育大会

ペア 3 組様プレゼント

とき /10 月 13 日（日）
時間 /9:00 〜 16:00
場所 / 三原運動公園
内容 / 市内 18 地区代表による体育大会
スポーツ振興課（電話 64-7219）

とき /10 月 14 日（祝）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 / 全席指定 一般 4,500 円（ポポロクラブ会員 4,000 円）
※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。
※会員価格でのお求めはお 1 人様 4 枚まで

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、啓文社新浜店（尾道）、
スガナミ楽器（福山）
、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、
チケットぴあ（P コード：198-725）
、
ローソンチケット（コード：65501）
、イープラス
カルロス・ルルフィ楽団

ベスト・タンゴ !

！ ん
あっ じゃ
いい

ペア 3 組様プレゼント

本場アルゼンチンより来日!タンゴの名曲で贈る情熱のリズムと哀愁の調べ ...

とき /11 月 17 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 / 全席指定 一般 4,000 円（ポポロクラブ会員 3,500 円）
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、啓文社新浜店（尾道）、スガナミ楽器（福山）

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 もご覧ください。

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。

デイサービスセンター
看護士

ふぁみりい中之町

山口美沙さん

「祖父母と同じ屋根の下で子ども時代を過ごした
せいもあり、小さい頃からとにかくお年寄りと
話をすることが大好きでした。以前は病院で看
護士として働いていたのですが、患者さんともっ
とゆっくりお話をしたい、もっと笑い合いたい
という思いはずっとありました。結婚、出産を
経てから思い切って転職を決めて、オープンした
てのピカピカのふぁみりい中之町へ勤務してもう
すぐ半年がたちます。ふぁみりい中之町の利用者
さんは皆さんとっても元気！毎日私の方が、お腹を
抱えて笑って過ごさせてもらっているんですよ。
将来の夢は、利用者さんにもっと安心、信頼して
もらって、気兼ねなく何でも相談してもらえる
ような看護士になることです。」

