大好評
「ヴェルタウン栗原
第3期」
＆
「高須町分譲地」
販売受付開始！
その他にも豊富に物件を
ご用意していますので、
土地選びもタカシンホーム
にぜひご相談ください。

I様邸 子どもが騒いでも、

タ カ シ ン ホ ー ム のお客様インタビュー !

注意しなくていいのが
嬉しいです！

介護職員初任者研修
担当営業：角森

広告を見て現地を訪問し、きれいな宅地

です。慢性的な人材不足にある日本のあらゆる

いたところ、すぐに月々いくらと見積もりを

介護施設が、「介護職員初任者研修」を修了

出して頂き、私たちにも払える金額で、

した人材を待っています。

建てよう！という気持ちになりました。住宅

87,000 円 → 69,600 円

すが、タカシンホームさんはすごく少なくて、
え？ないの？みたいな感じで逆にびっくり(笑）

厚労省教室訓練給付金により 20% が還付
されます。適用には要件がございますので
当校にお問合せください。

白基調にブラウンを組み合わせた内装は
イメージ通りで、とても気に入っています。
音を気にしていた賃貸の時と比べると、
子供に騒がないでと注意することが減り、

設計・施工 株式会社

嵩心

タカシンホーム

のびのび遊ばせられるのがとてもうれしい

タカシンホーム

三原本社

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

です。

建設業の許可

尾道営業所

お問い合わせ

尾道市栗原町 3195-1
0848-36-5791

パソコン教室 会員様募集
以前パソコン教室へ
通ったけどついてい
けず挫折・・・

興味はあるけど何か
ら始めたらいいか・・・

そんなシニアの方もご安心ください。はばたくネットは個別出張型なので

シニアむけパソコンクラブ 自分のペースで、好きなことから始めることができます。わからないこと

はわかるまでお教えします。パソコン、
ipadの用意もありますので機器を持っ
ていない方も大丈夫ですよ。会員同士のつながりや、安心メールサービスも
喜ばれております。使い方サポート 1 時間 3,000 円パソコン基本設定
5,000 円の他、パソコン購入やトラブル対応もお任せください！

※パソコン体験 30 分程度、500 円にて実施中です。

調理師見習い・接客配膳係を募集しています

三原名物のたこ料理や、季節感あふれる日本料理が好評の「登喜将」では、ただ今
スタッフを募集中！老舗の日本料理店…ちょっとハードル高いかな？なんて心配は
ご無用。お仕事は丁寧に教えますので、未経験者もＯＫです。
あなたも一緒に「タコのまちみはら」を盛り上げませんか？
和食処

ウレシイ 全て見つけられるかな？ 答えはwe bで
プレゼント付 7 つ の 間 違 い 探 し

登喜将本店

三原市城町 3-2-7
0848-62-7393
11:30〜13:30
17:00〜22:00
月曜日

R2

市営駐車場

三原港桟橋

マリンロード

【従業員】
【パートさん】
仕事 調理師見習い（若干名） 仕事 接客・配膳係（若干名）
時間 10：30〜13：30
時間 17：00〜22：00
17：00〜22：00
週３日以上出来る方
（日によって変動あり） 報酬 時給800円〜
報酬 月給160,000〜
【従業員・パートさん共】
月曜休み 雇用保険あり
能力・経験により応談

三原駅

http://www.miharabiyori.net
2 名様 共仕販が見つけたお米 5kg
プレゼント ご自宅にお届け致します !

4/29

2
3
4
5

つけた方々に多く出会います。まだまだ赤ちゃんの

裏返しでもがき続けたりするので環境整備（職場の

ような新入園児さん、ワクワクドキドキを黄色いラン

フォロー）が必要」ですって。うまい！

ドセルいっぱいに詰め込んだ小学一年生、夕方に

そんな話をしていたら「わははっ！わかるわ〜職場

は若干お疲れ気味な中学一年生。そしてまだリク

にもいるいる！」とやたら嬉しそうなうちの旦那。そんな

ルートスーツが抜けきらない新入社員の方々。

あなたは『床暖房型』。
「断熱材（評価）いれないと

日本生産性本部が毎年３月に発表する新入社員の

熱（やる気）が床下（社外）へ逃げる」らしい。

タイプ命名。その年の新入社員の就労意識をテーマ

ぷぷっ。逃げないように縁の下でスタンバイして

に調査し、その時代をきらめいた商品になぞって

おかなきゃだわ！

命名するのですがこれが毎年傑作で楽しい。それ
によると、今年の新入社員のタイプは『自動ブレー
キ型』だそうです。これは要約すると「何事も安全
運転の傾向があり人を傷つけない安心感はあるが
馬力不足」だとか。昨年は『ロボット掃除機型』で、

さん
頑張って !

三原市

ペコと５人の探検隊」

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、フジグラン三原、うきしろロビー他

6

宇根山天文台

7

無料開館＆夜の観望会

5 月 5日
（月）①10:00〜17:00 ②18:00〜22:00

宇根山天文台

【平日】
生涯学習課
（０８４８-６４-２１３７）
【土日祝】
宇根山天文台
（0847-32-7145）

8

①プラネタリウムや大型テレビによる星空の案内やしまなみの展望②土星，春の星座の観望
料金 中学生以下：無料，高校生：210 円，その他：310 円

9

昭和園のにこにこクラブ 幼稚園に入る前に、お子様と一緒に昭和園で遊んでみませんか？
5/10 10:00〜1１:00 昭和園
0848-62-2963（予約不要）

11
12

映画「おしん」

13

1,000 円均一

15

NHK 連続テレビ小説として放映され、大ブームを巻き起こした国民的
ドラマ「おしん」を映画化。おしんの少女時代に焦点を合わせ、苦しい
家計のためにやむなく奉公に出された彼女がさまざまな苦難に見舞われ
ながらも、たくましく生きていく姿を描く。おしん役は、濱田ここね、母親
役に上戸彩、父親役に稲垣吾郎と多彩な顔ぶれが集結。

16

映画「かぞくのくに」

〔ヤン・ヨンヒ監督の舞台トーク 1 回目終了後と 14:00 からの 2 回〕

25

さつき祭り

10:00〜17:00
9:00〜16:00

三原市芸術文化センター

ポポロ

通常は往復はがきによる申込後の抽選と
なりますが、三原日和の読者プレゼント
当選の方には招待券をお送りします。
ペア5組様
プレゼント

27

航空自衛隊 西部航空音楽隊
さつきコンサート in ポポロ

5 月24 日
（土）15:00 開演
三原市芸術文化センター ポポロ
0848-81-0886

28

入場無料 / 往復はがきによる申込が必要です。

29

戸田さんの折り紙ヒコーキ。目を閉じて２９秒数え

折り紙ヒコーキの第一人者である戸田さんの

てみて下さい！ ちょっと信じられないくらいの

丁寧な指導、模範演技はもちろんのこと、今年も

長さですよね？もちろん、すぐにそんなヒコーキが

日本航空の現役パイロットたちが、子どもたちの

作れるわけではありません。何度も何度もチャ

ヒコーキ作りを手伝ってくれます。

レンジしながら、工夫を重ねていきます。羽を

さらに、今年は備後地区最大級、約100区画出展

調節したり、投げ方を工夫したり…子どもたち

のフリマが同時開催。僕はヒコーキ、お母さんは

※当日駐車場はございません。公共交通機関にて
ご来場ください。

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 5,000 円（税別）
です。0848-62-6677 までご連絡下さい。HP からもお申込できます。

読者プレゼント

A 「共仕販が見つけたお米 5kg」 B 映画 「おしん」 C 映画 「かぞくのくに」
D 航空自衛隊 西部航空音楽隊 さつきコンサート in ポポロ
応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
締切：2014 年 5 月 6 日（火）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。
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
※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。

想いよ届け!東日本チャリティー

午前の部

（受付

三平到着

ママは
へ
フリマ
!
O
G !

三原近郊の外構・庭を
巡るバスツアー編

戸田 拓夫（折り紙ヒコーキ協会会長）
記録 29 秒 2

（2010 年 12 月 19 日札幌ドーム）

（受付

備後地区最大級
フリーマーケット

とき

ガーデンテーリング祭とは？

今年で10回目になりますが、
「うちの外構や
お庭を見てもらっても良いよ〜」と出庭して下さ
るお宅（今回は三原近郊の4,5軒を予定して
います。）
を見学して廻ります。25人乗りの貸
切りリムジンバスで廻りますので、ゆったりと
ご見学していただけます。

チーム部門
3 人の滞空時間の合計タイムを
ポイントに置き換え、合計ポイント
を競います。トーナメント戦です。
チーム部門受付 32組（3名1組）

◎各部門上位入賞者は表彰状、景品あります。

初心者の方、始めての方にも
今年の大会はチャンスがいっぱい !?

グルメ大集合！
！
屋台コーナーも
あるよ！
！

10:00〜14:00

※雨天中止の場合、5/11日（日）順延

5/5（月・祝）温水プール無料体験
子供の日 3 歳以上中学生以下プール無料

三平到着

定員（各回25名様）になり次第
締め切りますのでお早めに!

個人部門受付 200 名
（申込順）

フリーマーケット

13:00〜16:30

午前10時〜午後5時）

■ 幼児（未就学児）
■ ジュニア（小学生）
■ 一般（中学生以上）男子
■ 一般（中学生以上）女子
2 回投げて良いタイムで競います

リージョンプラザ

13:00〜）

スタート

■ 個人 1 名 ￥500
■ チーム 1 組 ￥500
■ 紙ヒコーキアトラクション
無料（個人・チーム戦に参加した人）

※ただし、小学生以下を 1 名以上含むこと
※一般だけのオープン参加も可

掘り出し物満載の

雨天決行 東日本チャリティーなので
参加費用：皆さまのお想いの金額

5月8日（木）午前10:00
予約受付開始!!

（電話受付時間

室内滞空時間ギネス世界記録保持者

午後の部

9:00〜）

9:30〜12:30
スタート

昨年の優勝記録
ジュニア 16″58
一般男子 16″76
一般女子
8″13
幼児
4″79

楽しんじゃいましょう！
受付 /9：30 開始

参加費

個人部門

ひとりひとりが設計者であり、パイロットです。 フリマで、ゴールデンウイークを思いっきり

5月18日（日）開催!!

『三原日和6月号』発行日

ぼく
ヒコー は
キ
GO!! へ

ヒコーキがあります。それがギネス記録保持者、 できるイベントです。

ガーデンテーリング祭

前売り券販売場所 :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 他

さつき祭り

31

第10回

高坂町の「見どころ」「遊びどころ」
○昇雲の郷 大番ぼたん園 （高坂町許山 337 ℡ 0848-66-3620）
〔今年の見頃予想〕 ぼたんー 4/29 〜 5/5 頃、しゃくやくー 5/15 〜 25 頃、ルピナスー 5/20 〜 5 月下旬頃
〔入園料〕中学生以上 450 円 小学生 150 円（5/5 こどもの日小学生無料）
※鉢物、花木苗の販売もあります。
○ぼたん・ふじ祭 5/3,4,5
○高坂自然休養村（キャンプ場）（高坂町許山鹿群 管理センター℡ 0848-66-2683
営業時間 9：00 〜 17：00）
キャンプ場、芝広場、子供たちの広場、集いの広場、ソフトボール等可能な多目的広場
○昇雲の滝 落差 51ｍ
○仏通寺への遊歩道

こと、うまく行った時の喜びなどをたくさん体感

おり紙ヒコーキ大会

ヤン・ヨンヒ監督が北朝鮮と日本に暮らす自身の家族を題材にした家族
ドラマ。
国や価値観の違いを超えて
「家族」
とは
「国」
とは問いかける秀作。

24

風のない室内で「２９秒間」飛び続けた折り紙

モノづくりの楽しさや、夢を追いかけて努力する

前売り券 1,000 円 当日券 1,300 円
障がい者手帳をお持ちの方 1,000 円 60 歳以上 １,０００円
50 歳以上夫婦お二人で２,０００円 高校生 500 円

23

おり紙ヒコーキ大会

ペア 3 組様プレゼント

5 月 23 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 ※前売り券の販売あります
（当日販売もあり）

22

第7回

!!
ーキ
コ
はヒ
!!
ぼく
リマ
フ
は
祝）
ママ
火・
（
6日
催!
5月
開
同時

ペア 3 組様プレゼント

5月16日（金）①１０:3０ ②１4:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
※前売り券の販売はありません
0848-64-7555

14

30

いよいよゴールデンウイーク到来。「どこかへ出掛けなきゃ」と焦っている人も多いの
では。でもちょっと待って！
そんなに無理して遠出しなくても、地元三原には良いところがたくさんあります。
「実は
まだ行ったことない」ってところ、あるんじゃないですか？そう、高坂町は三原市内
どこからでも車で 30 分。
花園あり、キャンプ場あり、滝もあり。思い立ったらすぐ行る、一番近い “桃源郷” かも。
花を愛で、滝を見た後、キャンプ場でバーベキューはいかがでしょう？

三原花遊祭 人気の美容・癒し・占い・雑貨など各メニュー最安値で楽しめるご褒美イベントよ！
5/10 10:00〜18:00 レストラン山陽六角堂 kayuusai.jp@gmail.com（花遊祭実行委員会）
「きらきら 1day☆コラボ」足の講座、ジェルネイル、体幹チューニング（肩こり・疲労回復 他）
080-1943-8705（ソノフェリーチェ . 安田）
5/11 10:00〜17:00 スタジオ A

10

26

「段差（プレッシャー）に弱く、行方不明になったり

三原リージョンプラザ

①一般 1,800 円（1,500 円）
②大学 1,500 円（1,300 円）
( ) 内は割引券利用
③3 歳から高校 1,000 円（800 円）
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

21

この時期街を歩くと、胸に見えない初心者マークを

R２

4 月 29 日（火・祝）5 月 3 日（土・祝）
①１０:0０ ②１3:00 ③１5:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555
※前売り券の販売はありません

20

自動ブレーキは程々に

三原市芸術文化センター ポポロ

映画「ドラえもん
新のび太の大魔境

19

biyorin mama’ s column

すき家

び よ り カ レ ン ダ ー

1

18

#27

ポポロ

トレテ内
こぐま屋

「薔薇パーティー」お手頃価格でリンパ・マツエク・パーマ・メイク・ネイルが体験できる！
4/29 10:00〜17:00 アンジェローズ 0848-62-4435（奥村）次回 6/22）

17

株式会社共仕販は、森永乳業の製品を中心に、牛乳の配達はもちろん、おいしくて健康に役立つ各種の飲料・
食品を宅配しています。「共仕販が見つけたお米」は、広島県のとてもおいしい『あきろまん』です。
0848-62-6833
提供 ● 株式会社 共仕販 三原市古浜 2-10-26

TEL/082-545-2402

5月

年会費 6,000円（税別）
始めてみたいけど
パソコンを持って
いないし・・・

ファミリー
マート
大阪王将 宮浦
郵便局

特定非営利活動法人 日本ホリスケア協会 ホリスケアアカデミー
広島市中区大手町 3-1-7 ユナイテッド MK ビル

広島県知事許可（般-22）第35519号

で検索

ホリスケアアカデミー

検索

パソコンやipadを使って楽しく活動的で便利な生活を送りましょう。はばたくネットがサポートします。

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

講座案内
日時：6/22（日）スタート 毎週
（日）
全13 回+家庭学習5回 9:00〜17:00
場所：三原市宮浦 6-6-24 トレテ内 駐車場完備

受講料（テキスト代・消費税込）

の営業はしつこいよ〜と聞いていたので

はばたくネット

6/22 スタート

介護職へのファーストステップとなる講座

でいいな、支払いはどうかな…と思って

シニアむけ

第 2 期生募集

三原リージョンプラザ

10:00〜12:00

三原市円一町 2-1-1
0848-64-7555

13:30〜16:30

※未就学児は要保護者同伴

結婚式とはひと味違う花嫁姿をお披露目。

第10回！ということで、バスの中で第10回記念
じゃんけん大会開催!勝ち残ると記念品をプレゼント〜!

ご予約は 0848-63-1301

お電話にて、ご希望の時間帯と人数、連絡先をお伝え
ください。キャンセル・変更は5月16日までにお願い
致します。

三平商事有限会社

三原市皆実 1-14 -11
0848-63-1301
10:00〜19:00
水曜日

三平商事

検索

呉線

ユーホー
ローソン

R２
トヨタカローラ広島

レンタルで解決！
花嫁のための二次会コーデ
挙式用ドレスだけでなく、ミニ丈ドレスやエンパイアライン
の軽めのロングドレスなど二次会衣装も揃えたお店。
購入するのに悩むヘッドアクセサリーやネックレスなど必要な
小物もサービスでお付けします。ブライダルを熟知した
スタッフが衣装に関する相談に丁寧にお答え致しますので、
安心してご来店下さいね♪
二次会ドレス
￥30,000〜（税別）

※アクセサリーはサービスで
お付け出来ます。

二次会タキシード

￥20,000〜（税別）
※レンタル期間は、
ご希望に応じます。

大阪王将

ユニクロ

こぐま屋
すき家

貸衣装

ベルフィーユ

ファミリー
マート

宮浦郵便局

お父様のモーニング、お母様や
ご友人が着られるゲストドレスも
ございます。
モーニング￥16,000〜（税別）
ゲストドレス￥12,000〜
（税別）

R２

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

