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び よ り カ レ ン ダ ー

1月29日（水）　2月11日（火・祝）12日（水）
①１０:3０ ②１4:00 ③１8:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

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

前売り券　1,000円  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）

成田達輝　ヴァイオリン・リサイタル

3月1日（土）　15:00開演
三原市芸術文化センター　ポポロ
0848-81-0886

映画「舟を編む」
2月28日（金）  ①１０:3０ ②１4:00 ③１8:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

前売り券1,000円（当日1,200円）
※当日　3歳から高校生500円（当日のみ）シニア　1,000円
夫婦５０割引き1,000円（お1人）　障がい者手帳持参の方　1,000円
※フューレックカードの使用はできません。 

沢  知恵  一期一会コンサート
2月11日（火・祝）15:00開演
三原市芸術文化センター　ポポロ
0848-81-0886

入場料：
ポポロクラブ会員　ご招待（要：招待券）
一般：1,000円　会員（追加購入）：800円

予定曲：
アメイジング・グレイス
故郷
こころ
かかわらなければ
男はつらいよ　　他

出演：成田達輝（ヴァイオリン）/テオ・フシュヌレ（ピアノ）

※チケット取扱いはポポロ、ポポロオンライン

ロン=ティボー国際コンクール第2位　エリザベート王妃国際コンクール第2位

入場料：一部指定席 一般2,500円（ポポロクラブ会員2,200円）
自由席 一般2,000円（ポポロクラブ会員1,800円）・学生1,000円
一部指定席　　　　　　※チケット取扱いはポポロ、フジグラン三原  他

2月

ことばを紡ぎ、
     こころをうたう・・・

映画「小さいおうち」

ペア5組様プレゼント

ペア5組様プレゼント

劇団かかし座影絵劇　宝島
2月2日（日）14:00～
大和文化センター
0847-33-1115

入場料：1,500円（1,000円）中学生以下1,000円（500円）
(  ) 内は前売り料金

(  ) 内は割引券利用

前売り券販売場所：中央公民館　本郷生涯学習センター　
くい文化センター　大和文化センター　大和町内の各公民館

三原市芸術文化センター　ポポロ 三原リージョンプラザ 三原市

神明市にチンドン屋さんが25人も来るよ !!8（土）・9（日）

神明市で雪遊びが出来るよ !!7（金）・8（土）・9（日）

2/8・22 13:00～17:00

2名様プレゼント

※曲目変更の場合はご了承ください

新しい音楽の風Ⅲ

前売り券設置場所: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・みどり書店

前売り券設置場所: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・みどり書店

毎月第2・第4土曜日は、足の相談・カウンセリング・オーダーメイドインソール・靴の販売
スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

神明市

三原リージョンプラザ　３月の映画　
３月５日（水）３月１６日（日）「永遠の０」
３月２９日（土）「かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご」話題作を上映します

今月から三原イベントスケジュールがカレンダーに様変わり!
1 行広告募集 !!「三原のみんな！こんなイベントがあるよ。」という方に、ぜひ使っていただきたい
びよりカレンダー。内容・費用は、広告文40字程度と日時・場所・連絡先を掲載して5,250円です。
0848-62-6677までご連絡下さい。HPからもお申込できます。

2/11・12   各日 2名様プレゼント

2014
2月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.24

三原まちなか『一店逸品特集』
主催　本町中央通商栄会

三百年の歴史を持つ吉徳の
雛人形、これぞ“本物”の一
揃えをご覧ください。

三百年の歴史を持つ吉徳の
雛人形、これぞ“本物”の一
揃えをご覧ください。

三原市本町1-7-37
0848 - 62-5751
9:00~18:00不定休

　　人形のあまの

「雛人形」「雛人形」

京都室町のオリジナルな
素材とデザインで創作さ
れた長襦袢を取り扱って
います。

「長襦袢」

三原市本町1-7-38
0848 - 62-3324
9:00~　　

　　みことや呉服店
三原市本町1-7-38
0848 - 62-3324
9:00~　　水曜 休

　　みことや呉服店

国産の白菜を使用した
おなじみの人気商品
「白菜漬」。食べるなら
甘味が豊富な今でしょ！

三原市城町1-21-17
0848 - 63-0223
7:30~18:30不定休

　　竹野八百屋

「手作り白菜漬け」

創業嘉永元年。入子、音戸
ちりめんなど卸問屋なら
ではの量り売りをいたし
ます。

三原市本町3-14-23
0848 - 62-3588
8:00~18:00土・日・祝 休

　　石田政造商店

「だし用入子・かえり入子
　　　　　　　　・ちりめん」

創業63年。小学生から
大人までファン多し。ど
こにも負けない品揃え
の模型店。

三原市本町1-4-23
0848 - 62-5790
10:00~18:00水曜 休

　　大浜屋模型店

「プラモデル」

昔ながらの中華そば、味・
量大満足の定食。今は
貴重な食堂らしい食堂
です。

三原市港町1-5-23
0848 - 62-2824
10:30~22:00不定休

　　神田屋食堂

「中華そば定食」

「三万石名城焼」は
もちろん、お店限定
のゆずせんべいも
人気商品です。

三原市宮沖3-7-2
0848 - 63-3059
9:00~17:00土・日・祝 休

　　三万石本舗

「三万石名城焼」「三万石名城焼」

男性から女性へ赤い
バラを贈る、欧米流の
バレンタインはいか
がですか？

三原市本町1-5-31
0848 - 64-4483
9:00~19:00

　　大本生花店

「オリジナル
　バレンタインアレンジメント」

大正12年創業、酔心の
最高傑作大吟醸「鳳凰」が
お勧め。蔵元直送で全国
無料発送。

三原市本町1-5-30
0848 - 62-9040
10:00~19:00日曜 休

三原市本町1-5-30
0848 - 62-9040
10:00~19:00日曜 休

　　たかまつ酒店

「鳳凰醉心
　　究極の大吟醸」

大正から続く、現在3代
目。カラフルなハンコが
女性に人気。ハンコの
彫替や供養も承ります。

三原市本町1-2-1
0848 - 62-3894
9:00~19:00土・日・祝休

　　今村印房

「カラフルハンコ」

屋台から始まった、ラーメン、
餃子一筋60余年、行列が出
来る人気ラーメン店

三原市本町1-6-8
0848 - 62-3466
11:00~14:00
17:10~19:00第 1.3 日曜
　　　　　　　　　　 月曜 休

　　来々軒

「ラーメン」「ラーメン」

200種類以上の豊富な
振袖展示、写真試着シス
テムでお好みの振袖を
お選びください。

三原市本町1-7-34
0848 - 62-2409
9:00~18:00火曜 休

　　富士写真館

「振り袖レンタル」「振り袖レンタル」

姿勢矯正は健康の第一歩。
しびれ、体調不良、肩こり、
姿勢を見直してみませんか？

姿勢矯正は健康の第一歩。
しびれ、体調不良、肩こり、
姿勢を見直してみませんか？

三原市本町1-3-2
0848 - 64-0151
10:00~12:00
14:00~19:00火・水・土 休

　　KCSセンター三原

「カイロプリント」「カイロプリント」

大正2年の創業以来、様々な
三原文化を表現したお菓子を
作り続けています。

三原市本町3-15-7
0848 - 64-8383
8:00~19:00

　　ヤッサ饅頭本舗

「かもめの水兵さん」「かもめの水兵さん」

明治38年創業の老舗。全国の
厳選茶葉を独自でブレンド

「抹茶ラテ＆ほうじ茶ラテ」
明治38年創業の老舗。全国の
厳選茶葉を独自でブレンド

三原市本町1-2-12
0848 - 64-7235
10:00~18:00日・祝 休

　　お茶の平野園
三原市本町1-2-12
0848 - 64-7235
10:00~18:00日・祝 休

　　お茶の平野園

「抹茶ラテ＆ほうじ茶ラテ」

昭和が漂う地元に根付
いた老舗食堂。出前も
充実しています

三原市本町3-14-30
0848 - 62-2938
11:00~20:00日曜休

　　本町食堂

「カツ丼」

「郷土誌」
わが三原をもっと知っ
てほしい、と、三原の歴
史を取り扱った本が充
実しています。

三原市本町1-2-9
0848 - 63-6616
10:00~18:00

　　古本の店　楽陽堂

三原市城町2-2-2
0848 - 62-1212

　　三原シティホテル

無料平面駐車場３０台
完備、宴会・会議・展示会
等にもご利用ください。

無料平面駐車場３０台
完備、宴会・会議・展示会
等にもご利用ください。

「充実のおもてなし」「充実のおもてなし」

今回の三原まちなか「一店逸品特集」いかがでしたか？三原に生まれて三原に育ち、
三原で暮らしている日和スタッフも「こんな素敵な人たちが働かれている！」「うわ～
なつかしい。子どもの頃は通ったよ。」などなど、取材を通して改めて三原を再発見し、
感激致しました。「三原にはこんなお店があるんだよ！」とますます声を大にして伝え
たくなった三原日和です。本町中央通商栄会の皆様、大変ありがとうございました。

日和レポート 「とにかく笑顔があふれていました」とスタッフが熱く語る

biyorin  mama’ s column#24

平野園の

R185

あさひ軒しまなみ
信用金庫

スーパー
ジョイ

ニチエー

沼田川三原大橋

建設業の許可
広島県知事許可（般-22）第35519号

三原市和田3-3 -1
0848 - 61-1020

株式会社　嵩 心設計・施工

タカシンホーム

 土地探しから営業の方に親身になって相談にのっていただき、
良い場所にお店を出すことができました。見積りも設計も、すぐ
にプランが出てきて、お仕事が早い！という印象でした。設計担当
の方も、こだわりを持ってしっかりアドバイスして下さり、とても
良かったと思っています。特に気に入っているのは、お店はもち
ろん、広々としたキッチンと、滑らない素材のお風呂ですね。
子供も安心して入れます。
 特に打合せの時の対応は、感謝の一言です。皆さんで小さな
子供のお世話をしてもらって、とてもありがたかったです。

お客様インタビュー！
タカシンホームの

担当営業：角森

今回ご紹介のお店
ヘアサロン Ni・Luce
三原バイパス
中之町ランプから
北へ300m南側
中之町保育所向かい

店舗併用住宅

赤とうがらし　　あさだ内科　　アサンテ　　味　　アップル介護サービス　　アナイス　　apio　　さぬきうどん 天霧 三原店　　アルテ　　アルファジップ　　あんどうゆき司法書士・行政書士事務所　　イノセント　　うどんや十　　ウルトラ　　広島エアポートホテル
えびすや　　FP匠工房　　縁　　Aｎｇel flower　　桜南食品　　OSY　　大下建設　　大本生花店　　岡心　　おかの交通　　オガワセイタイ　　オギロパン　　おのみちはぴねすくらぶ　　おみ吉　　海路　　学研三原駅前　　かねしょう　　maru2tasu　　
神辺バンビ　　頑固亭　　三原のぞみの会　　きぼう介護センター　きゃめる　　共仕販　　共楽堂　　sazan　　メガネサロン くまの　　クローバープランニング　　恵泉福祉会　　KCSセンター三原　　K works 　CoCo壱番屋　　ココレボ　　ジャパンコスモ
こだま泌尿器科　　本郷こども図書館　　小西のとうふ　　小松木工　　阪井養魚場　　阪田医院　　SUT 福山事務局　　saron de Belle　　３ｇ　　サンクリエイト　　三平商事　　山陽苑　　山陽建設　　七川雅仁 公認会計士・税理士事務所　　シナリーたかた
サロン　　しまなみ信用金庫　　JAM　　シャンボール　　祥　　私立幼稚園 昭和園　　デイサービスセンター 白滝園　　特定医療法人 仁康会　　住友生命　　スワンベーカリー 三原店　　セブンイレブン沼田西店　ZEN　　ゾーナ　　SOBO　　Sono Felice.
第一生命　　泰清会（サンライズ）　　たいら　　タカシンホーム　　竹野八百屋　　だるまや　　チアーズ　　Ciao　　中国銀行　　チュウリップライフ　　佃や　　DIJ　　ティーハート　　デリッシュ・ヘア　　伝　　I WILL 土居写場　　登喜将本店　　トッツ　
土肥病院　　TORICO　　中野モータース　　中本歯科　　鶏そば なんきち　　ナンバ洋服店　　にぎわい市場　　西日本産業　　ニチエー中之町店　　はばたくネット　　ハンコ卸センター三原店　　ばんこYASUE　　クチーナ・イタリアーナ ピアチェーレ　　
ヒラオカ　　広島銀行　　　広島空港　　ファミリーマート館町　　フォーシーズン　　フォレストセレモ 新栄　　フォレストヒルズガーデン　　冨士写真館　　藤田真弓バレエ教室　　プラスワン　　ペットケアタウン　　ぺっとこ　　ベルフィーユ　　ポプラ沼田東店　　
堀江宝飾店　　ホワイトデンタルクリニック　　本陣　　Honda Cars 三原皆実　　マグダレーナ　　マコト矯正歯科　　マックスバリュ　　松友トータルケアセンター　　水兼税理士事務所　　道の駅「みはら神明の里」　　道の駅「よがんす白竜」　　三原国際ホテル　
三原市芸術文化センターポポロ　　三原シティバレエ　　三原自動車学校　　三原市役所（振興課）　　三原商工会議所　　三原スイミングスクール　　三原中央図書館　　三原まちづくり兎っ兎　　三原みなと法律事務所　　三原リージョンプラザ　　メガネサロンくまの　　
モトフレンド大下　　ビューティーサロン　ヤスミチ美容室　　やっさ石油沼田東店　　YOU＆遊　　ユニゾンライフ　　Yoshii Giko　　吉川工務店　　よしなが　　よろずや　　ラクロス　　ラビ製パン所　　LOVE　　三原リージョンプラザ　　リバース三原店　　
ルフェリ　Regalo　　レッドペッパー　　reminisce　　渡部瓦三原販売所　　渡辺商会　　ワタナベミュージックラボ　　ワミレスサロン三原　　

三原日和が2周年を迎えることが出来ました。SPECIAL THANKS

応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2014年 2月 2日（日）必着

読者プレゼント

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

「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。

※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。

【リージョン】

映画　『船を編む』
映画　2/11  or  2/12『小さいおうち』　

【ポポロ】
沢　知恵　一期一会コンサート
成田達輝　ヴァイオリン・リサイタル

各ペア5組様プレゼント各2名様プレゼント

敬称略

予約開始 2月 2日

※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。

VOL.4

I WILL 土居写場
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

元気な0~5歳のお子様を大募集！
土居写場が無料で撮影いたします！
先着6名様電話にて受付致します。
ふるってご応募ください。

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

はばたくネット
シニアむけパソコンクラブ

 現在お使いの、windows XPは、2014年4月9日をもって
サポートを終了します。パソコンの買い替えに伴って、各種設定
等、「はばたくネット」がサポートします!お気軽にお電話下さい。

・基本パソコン設置・設定　１台 5,000円
・メール設定・ソフトインストール・プリンタドライバーインストール等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   設定、１項目 ‘3,000円

（価格は全て税抜き価格です）
※期限2014年 4月9日まで   ※当サービスのみどなたでもご利用できます

詳しくはお問合せ下さい。

料  金  表

パソコン買い替え  設定キャンペーン

パソコン体験　30分程度、500円にて実施中

創業キャンペーン期限延長
年会費6,000円→5,000円
 （2014年 2月28日まで）
※会員の方は、会員向け
　サービスをご利用いただけます。

 今年のお正月も例年通りに実家のはしご帰省で過ご
した我が家です。車に詰め込んだものは1年間分の
土産話と広島土産、広島土産はもみじ饅頭とたこせん
のツートップにあとは道中の高速道路のS.A.でセレ
クトするのが最近のお気に入りです。
 このところのS.A.はすごい！うちの子ども達も大好き。
土産物や食べ物、サービスにロケーション、それぞれ
にご当地色をうま～くアピールしており、「トイレ休憩
に」なんて感覚は遠く霞んで、今やそこが目的地に
なったり百貨店が出店したりというのも納得の高い

集客力です。それでもやっぱり、大津 S.A.で朝日に
輝く琵琶湖を一望しながら600円のお蕎麦をすする
事がとりわけ贅沢に感じられたり、富士川S.A.でホット
コーヒー片手に、青空に映える真っ白な富士山を見渡
して「こんなに見事な富士山が見られるなんて…今日
は縁起がいいなぁ」と思えるのは、それが旅の途中の
出来事だからこその感覚なんだろうなと思いますが。
外国人の観光客にも注目されている新スポットのよう
で、2020 年の東京五輪の頃は更にすごいマーケット
が期待できそうですね。

#2M様邸


