未来へつなぐこの人

INTERVIEW

三原を愛する人たち

日
11月1

弱い部分が多くても、必ず強みは持っているものです。
ターゲットを定めて、強みでファンを作っていきます。
リニューアルした道の駅よがんす白竜の事業計画

を策定され、自ら駅長として運営の指揮を取られて
いる、高東浩昭氏に伺いました。
駅長になられるまでの経緯は。
以前は自動車メーカーのマツダで働いており、販売
促進の企画や商品開発の仕事をしておりました。
退職して農薬や化学肥料を使わない米作りを行って
いましたが、農業もしっかりとした経営をしなければ

と感じ、中小企業診断士の資格を取って農業のコン
サルタントを行っていました。
その後参加した NPO 法人臨空飛来（とらい）の
活動の中で、道の駅事業の公募の話が出たので、
事業計画を策定したところコンペの結果採択と
なりました。広島市内に自宅があることもあり、当初
は駅長をやるつもりはなかったのですが、
ＮＰＯの
他のメンバーに推されて駅長に就任しました。
改善前の状況や改善プランは。

大型で新しい道の駅があり、同じ戦略で正面から

シー・おもしろイタリアン」です。メニューには

張り合ってもかないません。しかし、強みが無いわけ

「 イタリアン お で ん 」「 ボンゴレやきそば 」と

ではなく、古さや小規模を逆に活かして、規模に

いうメニューがあります。これが「おもしろ」の

あったチャンスをつかんでいこうと思いました。

部分、あたたかみの部分ですね。ちなみに名前は

そこで、
「最終目的地になる道の駅」という考え方
を設定しました。普通の道の駅は休憩がてら立ち
寄るもので、目的地ではない。よがんす白竜はそれ
とは全く違い、ここを目的地としてやってきてもらう
道の駅にしようと。

その結果、リニューアル前に比べて高齢者のカッ

センス良くですが、やりすぎると冷たくなってしまう

みませんか？お気軽にお電話ください。【要予約】

今後の展開は。

これからもたくさん笑いを取ってくださいね！

それから、フルーツを使ったドリンクやスイーツ。
通常、農産品部門はなかなか収益的に厳しいの
ですが、大和町には付加価値の高い果物や野菜が

ラインナップし、女性に喜んでもらえるような取組を

￥3,500
￥3,150
￥2,100

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局

夢の膨らむドレス選び

ワミレスサロン三原
STAY GOLD

自分が輝く運命の一着を

結婚式の準備の中で花嫁さんが最も楽しみにされて

貸衣装

ベルフィーユ

かで、挙式や披露宴の雰囲気が変わってきます。
選んで下さいね。

ポポロ
山陽新幹線

宮浦郵便局

皿盛りおせち
〈2 人前〉 ￥5,500
皿盛りおせち
〈3 人前〉 ￥8,000
皿盛りおせち
〈5 人前〉 ￥14,000
二段重（重箱代込）
￥25,000
三段重（重箱代込）
￥35,000

参考例:2012年二段重おせち

美酒・美食・美空間

三原市城町 1-11-1
0848-64-4355
17:00〜23:00(LO22:30)
日曜日

良さは料理の内容や予算が気軽に相談出来る事
のを数多く食べたい人もマスターとママに気軽に
出てくる事も。
（旬の物を仕入れしているので内
容はいろいろ変わりますよ！）

三原駅
駅前
広場

今年は特別ルール！飲み放題通常 90 分を 100 分に
さらにマスターとのジャンケンに勝つと 30 分延長 OK!

イオン三原
福祉
会館
ヤマダ
電機

得
知っ

【作業範囲】墓石、香炉、水鉢、花立、墓石周辺

・お墓参り送迎 /￥5,000〜

三原
郵便局

R2

本格的に寒くなってきましたね！年末年始は、帰省、来客、

トリミング例 : チワワ 2,000 円→1,000 円

良い、あったか〜いお布団でおもてなししたいですよね。
「寝・生活館よしなが」では、羽毛ふとん、綿ふとんは

当店自慢のマイクロバブルバス！

もちろん、
ベッド、まくら、シーツ、カバー類も豊富にご用意！

ぜひ一度お試しください。

寝・生活館 よしなが

OSY
（オーエスワイ）

三原市宮浦 3-17-2-205
090-3038-9582
（西原）
0848-64-7200
090-1339-3443
（山根）

三原市宮浦 3-6-26
0848-62-0011
9:00〜19:00
コグマヤ
水曜日

ニチエー
エディオン

ー1年の感謝を込めてー

日にち：12 月 21 日（土）
時

間：9:30〜13:00

場

所：新栄商事グループ本社（本郷町船木） 新栄商事グループ

効果もあるので、血液循環が良くなり、新陳代謝が
ＵＰ。お肌が敏感なワンちゃんにも、そして自然環境

はたっぷりサラダに温玉付き。ごはん、みそ汁はおかわり自由でこちらがなんと

容：お正月商材

冷凍食品
各種食材の大特価市

※数に限りがございます。お早めにお越し下さい。

三原市港町 3-8-1
帝人プラザビル 1F
0848-64-3655
11:30〜14:00
17:00〜24:00
日曜日、土曜日（昼）

セブン
イレブン

帝人通り

焼 鳥 だるまや

帝人通り
プラザビル
三原市役所

R2
駐車場
かねしょう

田野浦
小学校

宗郷町
デンタル
クリニック

R185

セブン
イレブン

スーパー
ジョイ

スタッフ募集 !
募集中 !

三原市宮浦 6 丁目 30-1

info@miharabiyori.net

62-6677

行いたします。
ヘルパーおよびガイドヘルパーの有資格者が病院等への通院

三原市本郷町船木1367
0848-86-2288
HP forest-ceremo.com
フォレストセレモ

本郷

有償運送サービス

セブン
イレブン

県道
33

山陽新幹線

マックス
バリュ

本郷駅
沼田川

R2

検索

株式会社

アップル介護サービス
三原市本町 2-13-39
0848-36-5544

ケアプランに基づくサービス
料金
２km・・５００円（以後１km につき１００円）
※公的給付を適用してのご利用のため、
詳しくは担当者にお尋ねください。

KURASHI通信

「社屋新築工事をてがけています」の巻
フォルムが美しい Dior の逸品

宗郷町の社屋新築工事の現場で「なかなかスタイリッシュな
外観だと思いませんか？」と自信をのぞかせるのは、工事担当の
岡田住宅部長。なるほどさすが、きれいな社屋です！それもその
はず、実は今回のお客様は、住宅のエクステリア・ガーデンの

冬の新作登場！

プランから施工と大規模な緑地建設までを幅広く手掛ける山陽
建設の協力業者様の社屋です。お客様自身もエクステリアのプ
ロという事で、設計事務所・山陽建設と、プロフェッショナル三

女性の美しさには Dior がお似合い

者が一体になって作り上げた建物だったんです！

来年のあたらしいお顔をメガネでつくりましょう。

設計士の意図をしっかりくみ取りつつ、現場でもいろいろな

只今メガネサロンくまのでは、秋から冬のフレーム

三原市宗郷1-4-19
0848-62-0086
9:00〜19:00
不定休（予約優先）

一緒に三原びよりを作りませんか？
ライター・広告作成・営業・企画・撮影
大学生・主婦の方歓迎します !!

また、当社では、有償運送サービスを行っております。
介護保険および障害者自立支援法に基づき、ケアプランにより運

山陽建設の

ぺっとこ

三原の情報紙を
一緒に作りましょ

500 円！
！女性にはごはんの調整もしてくれるし・・うれしいニュースですよ！

ペットホテル
水槽メンテナンス
ペットの火葬
オーダーメイド水槽販売

三原大橋

三原市役所近くにオープンした焼鳥
『だるまや』、夜の焼鳥メニューも美味

しいのですが昼定食に注目！です。こだわりの九州産鶏肉の
「焼鳥丼定食」

にもやさしいお風呂です。
トリミング
スパ
保育所
ペット用品の販売

生活援助

県道 343

有限会社

最近の人気一番、GUCCI のボストンタイプ

ジェット水流には、リラクゼーション効果やマッサージ

業務内容

排泄介助・寝衣交換・食事介助・入浴介助
おむつ交換・清拭・体位交換・通院・外出介助

山陽自動車道

持つ泡が、プラスのイオンを持った汚れをくっつけて
流します。

やみつきになるうれしいお店開店

身体介護サービス

のお手伝いをさせていただきます。

の小さな泡「マイクロバブル」
。マイナスのイオンを

GEO

10 月 31 日にオープンしたばかりです！

況や環境に応じた質の高いホームヘルプサービスを提供
させていただきます。

ありがとうフェスタ 2013

洗剤なしでワンちゃんがキレイになる、最新のお風呂

浮かせ、浴槽から噴出されるジェット水流で洗い

au

当社では、安心のひととき、やすらぎのある生活、生き

買い物・掃除・洗濯・調理

が三原に登場しました ! その秘密は、数 10 ミクロン

ポポロ

至三原市街

がいのある日々をおくれるよう介護サービスを通じて、

毎年好評の
『ありがとうフェスタ』
は、お正月商材の大特価市。
早めの準備でゆっくりお正月を迎えて下さい。

内

三原久井IC

三原市大和町和木157-1
0847-35-3303
HP http://keisenfukushikai.jp
menuhot.mihara

お手伝いをさせていただきます。ご利用者様の身体の状

（詳しくは担当スタッフにお尋ねください。）

・清掃追加分 1 坪〜/￥5,000〜
・お墓クリーニング
敷地一式 / 別料金 見積り致します。
有限会社

R2

メヌホット三原

家族のみんなの
笑顔のために・・

今年も残すところあと少し。そろそろお正月の準備も気になるところですね。

きゃめる

なんです。たっぷり食べたい人も、いろんなも

1. 合掌
2. 養生
3. 敷地内の清掃と除草
4. 墓石の洗浄
5. 水鉢、花立、香炉の洗浄
6. 墓石全体の拭き取り
7. 合掌

・お墓掃除、お墓参り代行 1 基 /￥18,000

本郷IC

至広島

明るい『おもてなしガールズ』

広島県初 !
新規 トリミング
半額キャンペーン シャンプーを使わないワンちゃんのお風呂
お客様
実施中です 半額の マイクロバブルバス

親族の集まりなど、お布団の出番も多い時期。寝心地の

寝具で年越しを」とお考えの際は、ぜひ「よしなが」に

冷凍をしないすべて手作りのおせちです。
お早めにご予約を。

3.000 円からのプラン。でもきゃめるの本当の

落ち着いた座敷でゆったりと 14 名
貸し切りは 25 名 OK です。

河内IC

お墓掃除、お墓参り代行などを真心込めてお手伝いさせていただきます。帰省出来ない方、高齢者で

おせち承ります

この冬のオススメは、マスターとママの手作り

お 1 人様 3,000 円からのお料理と
飲み放題 2,000 円（100 分）L,O

三原市東町 2-3-6
0848-62-2984
9:00〜18:00
水曜日 第1・第 3 火曜日

お墓掃除、お墓参り代行、お任せ下さい。

マリンロード

すき家

地域密着型特別養護老人ホーム
ショートステイ

メヌホット三原
R486
R432
白竜湖CC
JR河内駅
広島空港
山陽自動車道

お墓参りに行けない方へサービスをご提供しております。安心してお任せください。

相談して下さい。おおあさりやミンククジラが
R２

な し

I WILL 土居写場

お墓清掃、お墓参り代行の作業手順

料理が先付けから和洋さまざまな調理で 10 品、

コグマヤ

年末年始、
お布団の準備はＯＫ？

横になって試せるのも嬉しいポイントです。
「健康で快適な

※電話がつながりにくいことがありますのでご容赦ください。

緋扇貝や活伊勢エビも入荷しました！

宴会

ポポロ

取り扱い商品
ウエディングドレス、カクテルドレス、白打掛、色打掛、引き振袖、タキシード、
紋服、モーニング、留袖、訪問着、中振袖、子供衣装、初着、祝着、卒業式袴、
礼服、ゲストドレス、ブラックフォーマル、喪服など

います。また、さまざまな寝具の寝心地を、実際にお店で

高東浩昭氏

ひおうぎかい

ビヨリ的

ファミリー
マート

大阪王将

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。
お気軽にご相談下さいね。

お値打ち品からこだわりの逸品まで、幅広く展開して

販売をしています。
こちらも全て手作り。
売り切れ次第終了の
ため電話での予約が
オススメで す ! !

宮浦公園

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

言っても形や素材感は様々。どんなドレスを選ぶ
お姫様になれる特別な一着、じっくりお店で着比べて

駅長

市外・・・31 日朝に発送

火・水・木限定 !!

三原市宮浦2-4-5
『日替わり弁当』の
0848-62-3474

紳士服はるやま

いるのがドレス選び。ウエディングドレスとひと言で

道の駅 よがんす白竜

「配達日程」 市内・・・31 日にお届け

三原市城町2-5-13
090-9738-1167
mail:staygold2008.257@ezweb.ne.jp
R２

予約開始 11 月 24 日

お待ちしています。

味

て

グリーンバーズGC

いきますので、どうぞご期待、ご来場ください。

御料理仕出し

オープニングスタッフ
若干名募集中 !

介護福祉士の谷川さん

お も

で自然な手作りの味わいを、ぜひご堪能ください。

三原駅

※EXF 体験とは・・・エクスフォリーエーション
普段のお手入れでは取り切れない老化角層を指で取り除きターン
オーバーを整えるワミレス独自の美顔法です。

NEW OPEN

だったそう！
「とにかく笑顔になってほしい」と願う谷川さん、

新しい目玉として、
自家製の燻製を始める予定です。

なしのおせちはここ “味” ならでは。只今、新年にむけご予約受付中です。新鮮

体験コースは
12/28 までとなります

〈体験コース内容〉

焼鳥丼のほかに、鳥唐
揚げ定食と焼き魚定食
があります。600 円で
味良し ! ボリュームも
たっぷり !
もちろん、
ごはんみそ汁
おかわり自由です。

そんな彼女のマイブームは、入居者の皆さんを笑わせること！
先日はテレビでやっていたスケートの回転を真似して大爆笑

今年もあります!!『味』のおせち。天然素材にも調味料にもこだわり、冷凍も一切

大切にしていきたいと思っています。心もお顔もすっきり、さっぱりとリフレッシュして

お昼も夜も

一日も早く思っていただけるように、入居者ご本人にも、ご家族
にも、心を込めたおもてなしをされているそうです。

全て手作りのこだわり !!『味』のおせち

秋冬に潤い肌をキープ。ワミレスのお手入れを体験してみませんか ?

ご相談ください。

谷川さんが特に気づかうのが、そうした場合のご本人やご家族の
気持ち。
「頼って正解だった」
「ここへ入れてくれて良かった」と

プルを中心に、シニア女性の来場が増えています。 展開していきたいと思っています。スタッフ全員で
楽しみながら、これからもどんどん新しいことをやって
それから、日頃意識しているのが「あたたかみを

ワミレスは、口コミだけで広がってきた 32 年目の会社です。ひとつの出逢いを

フリル 使 い で 優しく清 楚に。
軽やかな印 象の最 新ドレス。

介護施設の利用も一般的になってはきましたが、まだ「施設に
入る」という事にマイナスイメージを持たれることもあるようです。

VOL.2

これらを活かしてスムージー、
パンナコッタ、
そのために、
中高年の女性をメインターゲットとし、 あります。
リピーター、ファンになってもらうよう努めました。 タルト、カップケーキなどのドリンクやスイーツを

美しさは一日にして成らず
ワミレスの美顔体験キャンペーン

①オイルトリートメント
潤い集中ケア 30 分 ×2 回
②EXF 体験 + オイルトリートメント
③EXF 体験（老化角層取り）

です」と語られる、介護福祉士の谷川さん。

「おもしろ」ですが、味は本格的ですよ！

建物などを活かしていけるのではないかと。

残す」ということ。コンセプトは無垢でシンプルで

建物や設備機器が老朽化していて、前の道路の

「やはり女性ならでは、という部分はありますね。子育てを経験

たとえばレストランのコンセプトは「本格・ヘル

たくさんありました。周辺には神明の里や福富など

も て な し」
。

した年配の人は気配りが行き届くし、若い女性は元気はつらつ

ので、やりすぎないようにしています。

交通量も減少傾向ということで、マイナス要因は

例えば、他の道の駅にはちょっとない古い洋風の

女性スタッフならではの「お

オープン

新作キャンペーンを行っています。GUCCI・Dior は
もちろん、NIKE などのカジュアルなブランドや中村
勘三郎と言った至極の逸品も続々新作入荷致しました。
来年の新しい『お顔』をメガネでコーディネートして
みませんか。

三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

カジュアル NIKE は数多く揃っています

内部も多機能な空間や収納など多くの工夫がなされ、お客様
との打合せスペースもあって、来客しやすい事務所になってい
ました。
岡田部長からは「山陽建設では、パナホームだけでなく、木造、
鉄骨、コンクリート造など様々な工法に対応していますので、
なんでもご相談ください」とのこと。う〜ん、良い仕事されて
ますね、山陽建設さん！

中村勘三郎は今年もいい仕上がり

メガネサロンくまの

アイデアを皆さんで楽しく考え、盛り込まれているそうです。

三原駅

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局

R２

紳士服はるやま

山陽建設株式会社

三原市宮沖 1-13-7
0848 - 62-2115

リフォームのご相談も
お気軽にお電話下さい。

0848-62-2115

在来工法 編

