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M様邸

タカシンホームの

お客様インタ ビ ュ ー ！

教育ローン

付き合ってくださいました。娘の大きな書道の作品がある

商

と言うと「玄関に飾れるところを作りましょう」と提案して

品

頂いて、とても良い玄関になりました。以前住んでいた所
は寒かったのですが、新しい家は気密・断熱性に優れた

保
書道教室の様子
和気あいあい
楽しそうですね

素材で暖かいです。12 月に引っ越してからは暖房をあまり
使わなくていいのでびっくりしています。
担当以外の方でも、社員の皆さんと気軽に相談やお話が
できるタカシンホームさんには１００点、特に担当の林さん
には１２０点をあげたいです。ありがとうございました。

霞紅習字教室

検索

三原大橋

ご融資限度額
ご 融 資 期 間

お子さんから年配の方まで、若い
女性の先生が優しく教えます

尾道市栗原町

設計・施工 株式会社

嵩心

タカシンホーム

沼田川
ニチエー

ご
利
用
いただける方

三原市和田3-3 -1
0848 - 61-1020

R185
しまなみ
信用金庫

あさひ軒

料

資 金 使 途

0848-24-1377

かこう

証

建設業の許可
広島県知事許可（般-22）第35519号

お気軽にどうぞ

新規オープン
出張型シニアむけパソコン教室

年 0.48%（一括先払い）

の

他

①および②は、申込日時点で支払日から 3 ヵ月以内のものに限り支払済資金も可

500 万円以内
3 ヵ月以上 10 年以内（元金返済据置期間は卒業予定月かつ 4 年 7 ヵ月以内）

○本人確認書類

あるそうですよ。2014 年をパソコンデビューの年にしてみま

講師の湯淺公伸さん

せんか ?ただいま創業キャンペーンにより、通常年会費6,000 円の

67-1688

（2014 年1月末まで） TEL 0848ところ 5,000 円にて、お申し込み頂けます。

シニアむけパソコンクラブ

・パソコン・タブレット使い方サポート 1 時間 3,000 円（2 時間連続 5,500 円）
・パソコントラブル対応 1 時間 5,000 円
・パソコン設置・設定 1 時間 5,000 円
（価格は全て税抜き価格です）
・パソコン関連買い物同行 1 時間 3,000 円

詳しくはお問合せ下さい。

はばたくネット

三原市城町2-9-1-1002
0848-67-1688
9:00〜18:00
不定休

広告募集
三原日和 Facebook
http://www.facebook.com/mhrbiyori

日和を制作していく中で、たくさんの素晴らしい方々に

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！

出会うことが出来ました。「未来へつなぐこの人」イン
タビューは特にそうで、私もたいへん思い入れがある
コーナーなのですが、取材でいつも思うのは「熱く希望

お問い合わせ先

と自問させられます。

三原日和は、30,000 部発行し、市内の各所に店頭

思い入れと言えばもう一つ、川柳コーナー。今回懸賞
付きのお題はお休みさせていただきましたが、お題が
なくても皆勤賞で投稿して下さる方もいらっしゃいます
のでご紹介！年越しの一句は、円一町「呑ん助」さんで
「熟夫婦 こだまの如き よっこいしょ！」夫婦で掛け声を
掛け合っているような場面が思い浮かんで思わずニヤリ
としてしまいました。何かと慌ただしい年の境目ですが、
「よっこいしょ」と越えて行きましょう！どうぞ皆様良い
お年を。平成 26 年も三原日和をよろしくお願いいた

0848-62-6677

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、

夕方、晩御飯の支度をしていると子ども達が次々と

り、公園に来る他のママさんたちとも仲良くなると、ご
くごく自然に子ども達が「おっちゃんのこうえん！」と

とくるのですが、おでんを炊いていると、玄関を入る

呼ぶくらいに、おっちゃんは公園のシンボルになりま

なり「ただいまー…!!!! よぉっしゃ！今日おでんじゃ！」

した。「ちょっと、スーパー行きたいでな、うちの子

みんな大好き( 簡単だから私も好き) おでんの食卓は

見といてくれへーん？」と頼まれ、おっちゃんがのん

いつもよりみんなの温度が少し高い気がします。そんな

びりとベビーカーをひいて近所をうろうろなんてのも

おでんと一人の “おっちゃん” のエピソード。

日常の風景に。

以前住んでいた関西、自宅近くの児童公園は、まだ

ある冬の夜、公園のママさん友達家族とおでんパー

よちよちだったわが子には丁度良い広さで、砂場遊び

ティーをしていた私達、たまにはおっちゃんに差し入れ

LOVE な息子を連れて毎日出かけていました。ある日

でもしよか、ということになり缶ビールもつけていざ

「くちゃい、でんご ( くさい、だんご )」と言って差し

公園へ。おっちゃん大感激。後に何度も「月明かり

出した息子の手にはニャンコのウ○チ。慌てる私。

に照らされたお二人が輝いて見えて…」なんて語り

そこへスコップを持ったおっちゃん登場。「僕が捨て

草に。そんなおっちゃん、近所の噂話をし過ぎたり、

ておきますよ。」おっちゃんは以前から公園のベンチを

「最近太りました？」なんてビミョーな発言をしたり

住処としていたホームレスで、だから毎日顔を合わせ

で「おっちゃん、えらい調子にのってきたなぁ」と時

てはいたものの、話をしたのはその時が初めて。ホー

にはママさん達に密かにひんしゅくを買いながらも近

ムレスとはいえ、荷物はかばん 1 つにすっきりとまとめ

所の子ども達の成長を見守り続け、現在はアパート

られ、
トトロのような風貌はいつも身奇麗、背筋もシャ

暮らしだそうです。おでんを食べると、当時の何とも

キーンと伸びています。それ以来会話をするようにな

不思議なコミュニティを思い出します。

２名様プレゼント

「全然大丈夫じゃない！」のサイン本

道の駅「みはら神明の里」、「よがんす白竜」他約
100店舗にご協力頂いております。また、三原市立
中央図書館にて閲覧可能です。
掲載料金、設置場所マップ、バックナンバーは
三原日和 HP にてご覧いただけます。

します m(̲ ̲)m

三原日和

検索

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。
ページ下にご紹介した三原の田坂さん
の本をサイン入りでお届けします !
笑いあり感動あり、新年最初の一冊に
ぜひどうぞ。

【三原日和】 「全然大丈夫じゃない！」のサイン本
【リージョン】映画 「小さいおうち」
映画 『懐かしの日本歌謡映画祭』フィルムマラソン
応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
締切：2014 年 1 月 9 日（木）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 6-30-1 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。

映画「小さいおうち」 2名様プレゼント

特別限定前売り券 1,000 円

ポポロ

１作品無料鑑賞券を
１０名様プレゼント

〈１〉エノケンの頑張り戦術〈２〉ジャンケン娘〈３〉大学の若大将〈４〉君も出世ができる
１5：3０〜

１８：００〜

障がい者手帳お持ちの方無料

取り扱い 三原リージョンプラザ、ポポロ、うきしろロビー、フジグラン三原

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

東亜
不動産

せんか？

ジョイフル

どなたでも受講頂けます。まずはお気軽にご相談下さい。

TEL/084-931-4486
ライフスタイルサロン

プラスワン（芳原）

受付時間
9:00〜21:00

福山市笠岡町 4-25

セブン
イレブン

三原駅

￥31,500〜

ショール
又は

R2

プレゼント中

（5 万円以上ご利用の方）

〜運命の人に出会いたい方々に・・・〜
三原ですてきな出会いを求める楽しいクッキングパーティが開催されます。
気軽な気持ちであなたも是非参加してみてはいかがですか？

開催日時：2014 年 2 月11日( 火・祝 ) 10:30~15:00 【主 催】
開催場所：ペアシティ三原西館３階 ( 城町一丁目 )
みはら de 婚活プロジェクト実行委員会
内
容：クッキング（カレー作り）とランチで楽しい
（三原青年会議所・三原商工会議所・三原臨空商工会
交流の場を提供します。
みはらウィメンズネットワーク・三原市）
参加条件：25 才〜45 才までの三原市内に
【お問い合わせ先】
在住または在勤の独身男女の方
有限会社チアーズ（担当：山根）
〒710-0001
※女性は市外の方でも可
岡山県倉敷市三田 76-1
募集定員：男女各 20 名（合計 40 名）
TEL:086-484-0020( イベント専用ダイヤル）
※応募者多数の場合は抽選となります。
参 加 費：男性・女性 2,000 円 締切日：1 月 20 日 ( 月 ) ホームページ：http://cheer-s.com/140211

ファミリー
マート

宮浦郵便局

ポポロ

こぐま屋

￥52,500〜

三原市港町1-1-11

『バレンタイン☆クッキングパーティ』

大阪王将

・成人式振袖（フルセット）
+ ヘアメイク着付け
+ 写真（1 ポーズ）

髪飾り

会場：港町会館

10:00〜18:00
水曜日

・成人式振袖（フルセット）

振袖ご成約特典

すき家

R２

年末年始のご旅行に
ペットホテルをご利用下さい。
家族の旅行や外出時に大切なペットをお預かりします。
24 時間冷暖房完備の室内で、
お散歩プログラムもあります。
（１日二回で￥500）
急な外出時の一時預かりや入院、出張等の
長期預かりもお受け致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
＜料金＞
S ルーム 2,000 円
1泊
M ルーム 3,000 円
2日
L ルーム 4,000 円
一時
1,000 円
1
預かり 日
長期 10 日間コース
20,000 円〜
預かり

市内送迎は、頭数 ×500 円（離島・
遠距離は要相談）で 3 泊以上は無料
田野浦
となります。
小学校
宗郷町
2 頭預かりの場合は、ルーム料金 デンタル
クリニック
が 50%UP。３頭以上の場合は相談
してください。

R185

セブン
イレブン

ぺっとこ

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

スーパー
ジョイ

年末年始も休まず営業致します！

認知症対応型介護施設

『共に暮らす』というあたりまえの暮らしがある あやめが丘グループホーム
核家族化が進む社会、昔に比べるとお年寄りと子どもが一緒に過ごす光景が減りつつあります。沼田川の近く、国の天然記念物「エヒメアヤメ」が自生する風光明媚な丘
にある、認知症対応型介護施設「あやめが丘グループホーム」は、敷地内に保育園を併設した全国的にも珍しい介護施設です。園庭で遊ぶ園児たちの笑い声が響く中、
ここではお年寄りと子ども達が自然に関わり合いながら毎日を過ごされています。

青島広志のピアノと歌を楽しみましょう！

箏の音色

とき /1 月 12 日（日）時間 /14:00〜
場所 / 本郷生涯学習センター
入場料 / 一般：１,５００円（１,０００円）
中学生以下：１,０００円（５００円）
※（ ）内は前売り料金
本郷生涯学習センター（電話 85-0701）

他

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

スウィング

フェスティバル 2014

【12 月号 記事訂正とお詫び】 ● I WILL 土居写場様の 住所 誤）三原市城町 2-3-6 → 正）三原市東町 2-3-6

●有限会社 OSY 様の 電話番号

つもくっついていた「おじいちゃんっ子」だったそう。ホームの目指すところの「自立支援」「尊厳保持」の実現という言葉がとても自然に伝わりました。

あやめが丘グループホーム

読んでおきたい三原の本

出演 /POJ（ポポロ・ジュニアスィング・オーケストラ）
FTHC（福山工業高等学校音楽部）
ゲスト / エリック・ミヤシロ（トランペット）
演奏予定曲 / ゴナ・フライ・ナウ（ロッキーのテーマ）

0848-81-0886

てもお年寄りがほめてくれる、そうすると子どもが自信を持ち始めたんです。」というようなお話も。荻原さん自身、幼い頃から同居していたおじいさんにい

中央公民館、本郷生涯学習センター、本郷公民館、本郷町内の
各コミュニティセンター、くい文化センター、大和文化センター

とき /2014 年 2 月 9 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 / 入場無料※要入場整理券

ゴスペル・ジョン
ゲット・イット・オン
シング・シング・シング 他
※曲目が変更になる場合があります。
【整理券配布場所】ポポロ・うきしろロビー・ワタナベ楽器
スガナミ楽器本店・マスハラ楽器・ハママツ楽器
三原市宮浦二丁目1番1号 詳しい内容はこちらから
検索
三原ポポロ

日常的に自然な形でふれあうことで相互に刺激をうけます。
「お年寄りは子どもにとって生きた教材、先生です。あいさつや礼儀も自然に伝わる。さらに何をし

『全然大丈夫じゃない！』

facebook もご覧ください。

誤）0848-64-4200 → 正）0848-64-7200

著者は宮沖にお住まいの田坂
さん。
免疫系の難病にかかり、
闘病の末奇跡的に回復される
までを、リアルに、ユーモアを
交えつつ書かれています。
勇気をもらえる「三原の一冊」
です！

「おばあちゃん！今日も遊ぼっ！！」
株式会社サンクリエイト
認知症対応型共同生活介護

あやめが丘グループホーム

三原市沼田西町惣定 66-308

田坂真理 著
オープンブックス
￥1,470

以上訂正し、お詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

高台からのグループホーム全景、のどかで三原らしい風景

0848-86-1211

安全・快適、家族のような施設内
R２
三原西部住宅団地
あやめヶ丘
主要地方道

小原大橋

ジャンケン娘
君も出世ができる
エノケンの頑張り戦術
大学の若大将
1/23（木）
ジャンケン娘
大学の若大将
君も出世ができる
1/24（金） エノケンの頑張り戦術
ジャンケン娘
大学の若大将
君も出世ができる
エノケンの頑張り戦術
1/25（土）
前売り４回券（4 枚に分かれています。分け合っての使用できます）１,５００円

※高校生以下無料

山陽本線高架下です
P

をもった仲間と楽しくダイエットしま

が少しでも楽になるように、何らかの支援をしたいと考えています。」そして、併設された保育園から聞こえる園児達の元気な声！ここではお年寄りと子どもが

生涯学習公演事業

こと

※入場券取扱い ポポロ
出演 / 中村あゆみ（箏） 賛助出演 井上雅夫（尺八）
演奏予定曲 / 春の海・風にきけ・八千代獅子 ほか
※都合により曲目が変更になる場合がございます

映画 割引券設置場所
リージョンプラザ 中央公民館 三原市図書館 本郷生涯学習センター
大和文化センター 久井文化センター ポポロ うきしろロビー ほか

鑑賞料金 / 当日１作品５００円

新春の調べ

料金 / 全席自由 500 円（120 席限定）

①一般 1,800 円（1,500 円）
②大学 1,500 円（1,300 円）
③3 歳から高校 1,000 円（800 円）
（ ）内は割引券利用
障がい者手帳をお持ちの方 1,000 円 60 歳以上 １,０００円
夫婦５０割引き ２人で２,０００円 フューレックカード提示 1,300 円

１2：3０〜

しにくい体作りを目指します。同じ目標

ています。と話すのは施設職員の荻原さん。「認知症は誰でもなりうる病気ですが、本人にもその家族にも “しんどい” イメージが強くあります。そんな気持ち

三原市

とき /2014 年 1 月 5 日（日）開演 14:00
ところ / 三原市芸術文化センターポポロ ホワイエ

とき / 平成26 年1月29 日（水）
上映時間 /①１０:3０ ②１4:00 ③１8:00
ところ / 三原リージョンプラザ 文化ホール

１０：００〜

三原市芸術文化センターポポロ
みみをすませば

直木賞受賞のベストセラー小説を映画化
山田洋次監督作品 懐かしく美しい昭和モダンの時代

映画 『懐かしの日本歌謡映画祭』フィルムマラソン

それらも含めて、太りにくくリバウンド

12 月 31 日、1 月 1 日・2 日はお休みとさせて頂きます。

最新柄に古典柄と種類も豊富なレンタル振袖。価格帯や 貸衣装
当日の着付け、ヘアーメイク、写真撮りの有無など、お客様 ベルフィーユ
三原市宮浦 6-20-22
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
0848-60-1515
お越し下さいね。

が本当に必要としていることを手助けすること。家庭と同じような共同生活をしていく中で、利用者さんができることまで奪うことのないように、常に心がけ

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 みどり書店 ほか

とき / 平成26年1月23日(木)・２4日(金)・２5日(土) の３日間
ところ / 三原リージョンプラザ文化ホール

落ちて、脂肪は落ちません。講座では、

思い出に残る振袖選びをお手伝い

H27 年度 成人式振袖レンタル展示会開催
展示会期間 12/21 土 〜1/5 日

日時：1/23（木）スタート
毎週
（木） 全 8 回
20:00〜 1h 程度
費用： 8 週間で ￥3,500
定員：10 名様
場所：港町会館

体重は落ちますが、その場合筋肉が

NICE
EVENT

途中参加可能

基本理念にかかげる「出会い」
「ふれあい」
「助け合い」とは、介護スタッフが一人の利用者さんと出会い、会話をしたりお世話をしてふれあいながら、その方

三原イベントスケジュール
三原リージョンプラザ

8 週間の集中ダイエット

食事を我慢するダイエットは一時的に

帰宅します。大抵は
「今日のおやつなに？晩御飯なに？」

読者プレゼント

やせる

講座案内

三原大橋

こと。自分はこんないい顔で前向きな話ができるかな？

☎

を語っている人は、本当に魅力的な顔になるなあ」という

biyorin mama’ s column

学びながら

帝人通り

※完全会員制

23 号にして始まりました、編集後記。本紙もいよいよ

三原市港町1-8-1
0848-62-7311
http://www.shimanami-shinkin.jp/

おでんとおっちゃん

いないし…」という方も大丈夫。パソコン・タブレットの用意も

次号で 2 周年を迎えます。思えばこの 2 年間、三原

しまなみ信用金庫 本店営業部

#23

でも、分かるまでサポートしてくれます。
「始めてみたいけど持って

編 集後記

不要
○資金使途確認書類（学校発行の振込用紙） など

HP

初心者向けの個別出張型なので、好きな場所で同じところを何度

30分程度、500 円にて実施中

○年収確認書類

①繰上げ完済を行った場合には、残高・期間に応じて保証料の払戻が発生することがあります
②原則として、ご融資金は当金庫より支払先への振込が条件となります
③具体的な返済額については、各営業店窓口・福山ローンセンターで試算いたします

アクティビティインストラクターの資格を持つ講師の湯淺さん。

パソコン体験

①満 20 歳以上の方
②安定継続した収入のある方
③不渡り、延滞債務などの事故がなく、
（一社）しんきん保証
基金の保証が受けられる方
④申込日時点において、お申込人様が当金庫でお借り入れされ
た保証付自動車関連ローン（保証会社不問）や、しんきん保
証基金保証付ローン（しんきん個人ローン・切替プラン・カード
ローンを除く）の利用状況が次のいずれかに該当する方
※返済実績が１年以上かつ返済中であり、直近３ヵ月の約定
返済に３営業日以上の履行遅滞が１度もない方
※完済して３年以内の方

①満 20 歳以上の方
②安定継続した収入のある方
③不渡り、延滞債務などの事故がなく、
（一社）しんきん保証
基金の保証が受けられる方

気軽に始めてみませんか？

料 金 表

年 0.38%（一括先払い）

お申込人様またはお申込人様の子弟・孫・扶養されるご親族にかかる次の資金
①就学する学校等への納付金（最長 1 年分）
※「学校等」は、国内・海外を問わず学校（教育施設）と呼称されるものを指します
※「納付金」には、寄付金、学校債、いわゆる滑り止め受験で合格した学校等への入学金を含みます
②就学にかかる付帯費用（最長 1 年分、100 万円以内）
※「付帯費用」は、受験費用、教材費、下宿費用（敷金・礼金・家賃）、交通費、入学・卒業に伴う引越費用等を指します
③お申込人様が①または②を使途として、当金庫を含む金融機関・日本政策金融公庫から借り入れられたローンの借換資金
および借換に伴う繰上完済にかかる手数料（①または②と合わせた申込に限ります）

「教育ローン」のご相談・お問い合わせは、
お近くのしまなみ信用金庫 各本支店窓口までお問合せください。

!!

アクティビティケア（認知症予防）にも良いとされるパソコンを

当金庫会員の方 :2.10%（固定金利）
当金庫会員以外の方 :3.25%（固定金利）

担 保・保 証 人
必 要 書 類
そ

しんきん教育ローン リピートプラン

しんきん教育ローン

名

キャンペーン
特 別 金 利

スーパー
ジョイ

vol.23
TAKE FREE

キャンペーン期間：平成 25年10月1 日
（火）〜平成26 年3月31日
（月）

担当の方は、土地探しに始まり何年にも渡って家づくりに

タカシンホーム

1月号

特別金利キャンペーン

池田
興業 大日本印刷

三原竹原線

管理者

荻原英司さん

私たちと一緒に働きませんか？スタッフ募集中です。
※お問合せは各事業所までお電話ください。
株式会社サンクリエイト
認知症対応型共同生活介護

西町グループホーム
三原市西町 1-10-8
0848-62-9531

西町
郵便局
佐々木
酒舗

宮浦公園
ポポロ
山陽新幹線

