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企業展

企業展スタンプラリー完成で、
さつきビンゴカードをプレゼント !
さらに、企業展抽選会にも参加ができる W チャンス !
数に限りがありますのでお早めにどうぞ !!

竹野八百屋（日曜のみ）

Honda Cars 三原皆実

ペットケアタウン

地域の身
近な企業
が
サービス
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株式会社
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さつきイベントスケジュール

今年も
イベント
山盛りです !

吉川工務店

マンション
新築情報

平 成 2 6 年 7 月 5 日（ 土 ）

幼稚園の「思い」を知ってください

午前10時〜11時

昭和園の幼児教育に
ついての説明会

※平成27年度の入園資料を配布します。
（幼児の出席は不要・駐車場あり）

『サーパス宮沖二番館モデルルーム拝見』

SURPASS MIYAOKI NIBANKAN

「この眺望は財産です」
連休明け、日和記者はサーパスマンション宮沖

「しっかり根をはれ 柿のたね ゆっくり芽を出せ

二番館モデルルームを訪問。隣では 27 年1月

柿のたね」の言葉に象徴される同園の教育方針

完成に向け、着々と工事が進んでいます。

は、いたずらに早期教育に走らず、普段の遊び

「お邪魔しま〜す」。玄関に入った瞬間、寛ぎ

の中からゆっくりと学び、豊かな心を育てるとい

と癒しで満たされた空間が。日和記者、思わ

うもの。そうした理念や教育方針を含め、
費用面、

ず「買おうかな〜」。待て待て、ここはじっ

園内施設、幼稚園生活の様子やお弁当のことな
ど、雰囲気や特色をしっかり聞ける説明会が開催

さつき祭り
実行委員長

24 日

デ ザ イ ン・ユーティリティ・低燃費の
三拍子そろった新型 SUV
「ヴェゼル」
を展示。迫力満点のボディをじっくり
とご覧ください！

三原市城町 1-21-17(0848-63-0223)

株式会社

かわいいペットの里親を大募集 !!
バルーンアートのショーや家族で
遊べる輪投げ、クジもありますよ。

三原市皆実 3-6-27(0848-64-4888)

共仕販

株式会社

三原市宮浦 3-6-31(0848-67-6888)

渡部瓦三原販売所

スバルショップ三原皆実

三原テレビ放送

土

株式会社

13:30〜17:00
健康フェア
自分の肺年齢を知ろう !
【ポポロ】
15:00〜
自衛隊音楽隊さつきコンサート
in ポポロ
【ポポロ】

あなたのリポートを
ＤＶＤにして
プレゼント！
あなたの骨は元気かな？骨密度測定
にチャレンジ！（無料）
皆様の健康に役立つ、森永の宅配商
品のご紹介もしています。

あなたは何を描く ?瓦にお絵描き（無料）
表札・〇〇記念・手形足型…etc

（約一か月後に焼き上がります。当社まで
取りにおいでください。
）
三原市皆実 4-1-32(0848-62-2003)

三原市古浜 2-10-26(0848-62-6833)

株式会社

中野モータース

桜南食品

三原市皆実 6-7-38(0848-63-2774)

株式会社

企業展

16:00〜17:00
ビンゴゲーム （カード1枚 200 円）
【さつきステージ】

MCAT アナウンサー体験
さつき祭りに特設スタジオ登場！
アナウンサーになってさつき祭りの
様子を伝えませんか？

進化した BOXER エンジンや、スポーツ
カーとSUVを融合したデザインが話題
の「レヴォーグ」
。6 月 20 日の発売に
先がけて実車をご覧頂けます！

25 日

三原市宮沖 5-8-15(0848-63-8600)

出店者一覧

竹野八百屋・（株）中野モータース・藤井木材（有）
ペットケアタウン・
（有）三原ホンダ自動車 ホンダカーズ三原

15:00〜16:00
ビンゴゲーム （カード1枚 200 円）
【さつきステージ】

三原郷心会・（有）三原スバル販売・メナード化粧品三原販社
（株）吉川工務店・（株）渡部瓦三原販売所

三原市港町 1-2-10(0848-62-2688)

午前の部・午後の部
ポポロバックステージツアー
（入場料：無料）
【ポポロ】

（社）広島県宅地建物取引業協会三原支部
三原テレビ放送（株）

三原市西野１-1-１(0848-64-6611)

多島美。右に本郷方面の山並みまで見通せます。

学校法人 龍松学園

赤十字病院
まつの
ストアー

卍

善教寺

私立幼稚園 昭和園

三原市東町2-8-18
0848-62-2963

東町郵便局

神明大橋

(6/1 〜 7/31)

6/29（日）10:00〜17:00
「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・足ツボが体験できる！

肌がきれいになることで心も生まれ変わるんだ
ということを実感しています 〜お客様の声より〜

美脚コースキャンペーン

下半身の冷え、むくみは女性にとって大きな悩みの一つ。
講座案内
単にダイエットしてもなかなか痩せません。
「下半身のむくみ・お腹スッキリセミナー」
まずはお腹を温め、下半身の血流を良くし、温熱しながら
日 時：6/21（土）
13:30〜15:30
セルライトを徐々に揉みほぐしていくのが効果的。
料 金：￥2,000
6.7 月限定で美脚コースをご用意しました。
講師 田村弘一 ( 予防医学アカデミー学長 )
むくみスッキリ

美脚コースキャンペーン
通常価格6,500円（70 分）
→

3,500 円

足浴→超短波 ( 腹部温熱 )→経絡通電 ( むくみのツボ )→ラジオ波（セルライト除去 )
→オイルマッサージ→保湿クリーム仕上げ

三原小学校
お茶の
平野園

Ange Rose

（アンジェローズ）

三原市本町2-4-1
0848-62-4435
10:00〜19:30
年中無休

三原城跡

三原駅

ions!

Co

ホテルのブライダルフェア。衣装提供 &
ドレス試着会にベルフィーユも参加致し

の喜びの声がスタッフの励みになっております。まずは、お得なお試し価格で体験して下さい。

アウレナの肌再生プログラム
クレンジング

プラチナピール

フェイシャルマッサージ

リンパマッサージ

デコルテマッサージ

結婚式を直前に控えたカップルと共に
笑顔の絶えない一日になりました。
ご試着は店頭で随時可能です。素敵な
5/11 フォレストヒルズガーデンにて
ブライダルフェアの模様

取り扱い商品

ドレスを揃えてお待ちしています。
ご来店の際は、ご予約をお願いします。

貸衣装

セレクトパック

SP 整肌

沼田川

社員さん。「僕が担当させていただいたファースの家は
まだ一軒なんですが、その時になるほど ! と思ったのが、
家を施工された大工さんの言葉です。完成に近づいた
頃、『やっぱりファース工法はいいなァ、俺が今度自分の
家を建てるときはファースにするヨ』と言ってください

大好評のフェイシャル定額制

まして。感動しました。大工さんが惚れる建て方って

（月々 4,800 円〜）も募集中 !

あまり無いと思うんですよ」自分でたくさん家を建てて

（募集人数に限りがございます。）

広島銀行

いる大工さんが惚れ込むというのはスゴイですね !
「ファースの家は岡山県では認知度も高く着工も多いの

アウレナ
井上
眼科 イオン三原
三原
郵便局

ファースの家

大下建設のスーパーマン、木倉康智さんは 26 歳の若い

紫外線対策キャンペーン中。

三原駅

大下建設がおすすめする、快適健康住宅『ファースの家』
営業・設計・打ち合わせ・現場監理を全て一人でこなす

2,900 円
【ご予約・お問い合わせは】 0 8 4 8 - 6 3 - 5 3 5 5

で、同じ瀬戸内地方の三原でも気に入ってくださるお客

三原市城町 2-3-10
0848-63-5355
10:30〜20:00
〈完全予約制〉

様は必ずいらっしゃるはず。もっと自分たちがこのファー
スの家を知ってもらう機会を増やして行きます」
ファースの家への意気込みを力強く語って下さった木倉
さん。大下建設のとっても頼もしい若手社員さんでした。
『ファースの家』や健康住宅は

メガネサロンくまのはメガネの専門員

大下建設

やさしいお顔ながら芯のしっかりした青年
大下建設の木倉康智さん

検索

大下建設株式会社

毎週土曜日は新築・リフォームお気軽相談会

「瞳も紫外線から守りましょう」

三原市本郷町上北方4168-1
0848-86-2482

予約はお電話にて伺います

0120-862-487

みなさん、日焼け予防の UV ケアは

まで

フリーダイヤル

「SMILE キッズ大集合☆」

気がつかない盲点は「目」なんです。
目も日焼けをするんです。日焼けで
お肌が炎症を起こすのと同じように目

VOL.8

が出る事も。
そんな日焼けから目を守るのはやっぱ

I WILL 土居写場は「三原から笑顔を世界に発信！」をテーマに三原の元気っ子
を大募集。0 歳〜6 歳のお子様を毎月 6 組無料撮影中！三原日和さんを通し
てたくさんの「笑顔」をお届けします。ふるってご応募ください。予約当日、
お電話が繋がりにくくなっておりますが皆様の笑顔に出会えること、スタッ
フ一同、心よりお待ちしております。

りサングラス。「レンズは濃い色のほ
うが効果あるの？」
「度入りのサングラ
スってやっぱり高いの？」などいろん
な質問にちゃんとお応えする街のメガ
たにピッタリのサングラスを探してみ

EXF 体験
（老化角層取り）ペアチケット（販売は 6 月末まで）

メガネサロンくまの

ペアチケットでご来店頂いた方へ

（先着 5 名様）

※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。

R２

ベルフィーユ

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

ワミレスサロン三原

三原駅
1000円
カット
広島銀行

オーナー

山田智美さん

手芸店2F
三原
イオン三原
郵便局

STAY GOLD

緊張気味の瑠里ちゃんをしっかりサ
ポートしてくれた歩野ちゃん。さす
が姉妹の「絆」って感じでした。歩
野ちゃん瑠里ちゃん今度はお外で遊
ぼうね〜！

てはいかがですか。

ペアで（お1人様あたり 1,080 円）体験して頂けます。

ユニクロ

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、紋付、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

三原テレビ

ネの専門員メガネサロンくまのであな

ワミレス洗顔石けんと泡立てネット（先着 10 名様）さらに、コース
ご契約頂いた方には 4,000 円相当の基礎化粧セットプレゼント

すき家

和牛
信

大下建設のスーパーマン、木倉康智さんに
ファースの良さを聞いてみました。

SP-E ポレーション

20名様限定お試しトライアル価格

皆様に支えられてワミレスサロン三原店は 6 周年を迎えることができました。開店以来、当サロン
が一番に心がけていることは「丁寧なカウンセリング」。お一人お一人で違うお肌の悩みを聞き取り、
そこからその方の肌質に合ったお手入れをご提案していきます。実はオーナーの私も、自身の肌ト
ラブルがきっかけでワミレスと出会ったのです。だからお一人で悩まないで、あきらめる前に一度、
サロンにお越しくださいね。
6 月はお得なペアチケットを販売します！ご家族、ご友人お誘い合わせてワミレス体験しませんか？

こぐま屋

ました。当日は最高のロケーションの中、

坂田謙一郎さん

三原市宮沖 5-9-34
0120-361-384
10:00〜18:00
水曜日

興生
総合 フジ
ヒマワリ 病院 グラン

三原
高校

「肌がキレイになることで、心も生まれ変わるんだということを実感しています」というお客様

も多量の紫外線を浴びると色んな障害

ファミリー
マート

宮浦郵便局

サーパス宮沖二番館

携帯電話・スマートフォンからも、ご覧いただけます。
アドバイザー

提携サロンとして誕生しました。

6 周年 Thanks キャンペーン

ジューンブライド直前♪一足お先のウエディング体験
大阪王将

誰じゃ、この贅を手にする果報者は !

www.384.co.jp/miya2/

「アウレナ」は、安心価格、高い満足、信頼できるサービスをコンセプトに三原初の美容皮膚科

通常お1人様 2,160 円の価格を

5 月 11 日に行われた広島エアポート

をビール片手に居ながらにして独占。
至福の時。

サーパス宮沖二番館

えて夏への準備万端。でも、日焼けの

ulat
ngrat

に映えることでしょう。夏には花火が見え、これ

これはもう財産です。

大丈夫ですか？お肌を守るグッズを揃

むくみスッキリ

季節とともに変化する山の緑、空の色が川面

この度、三原市内にサーパスマン
ションとして 11 棟目をここ宮沖
に誕生する事となりました。遠慮
なくモデルルームにおいで下さい！
お待ちしてます！

未就園児対象「にこにこクラブ」次回は 6/21（土）10:00 より開催します。

10:00〜12:00
さつき祭りてくてくコース
参加費 500 円
【史跡・寺】

（有）高田 シナリーたかた営業所・（有）高山ペットショップ

楽しいゲームで景品をゲットしよう！
「スマック」ももらえちゃうかも？
工場のしくみがわかるパネル展示も
ありますよ。

日

検索

10:00〜14:00
全国仮装大会 in おのみちの PR
【ポポロ】

桜南食品（株）
・
（株）共仕販・けんこうなかまの施術院三原店

乗って試せる！ペダルのない楽しい
自転車『ストライダー』体験コーナー。
マウンテンバイクとロードバイクの
いいとこどり！「クロスバイク」展示

しょうわえん

沼田川挟んで筆影山。左に河口の向こう瀬戸の

迷っている方も行ってみられてはいかが？

ホームページもご覧ください

10:00〜13:30
健康フェア
触ってみよう ! 探してみよう !
乳がんの “しこり”
【ポポロ】

三原市皆実 1-8-24(0848-62-5381)

眺望。今は写真パネルでの展示ですが、正面に

昭和園を検討中の方はもちろん、幼稚園選びで

10:00〜10:20
セレモニー・やっさ太鼓 他
【さつきステージ】

ラジコンブルドーザーで景品すくい
に挑戦！
新築・リフォーム・修繕など、家の事
なら何でも無料で相談ＯＫ！

バルコニーの広いこと。そこに広がるであろう

されます。

泉田義博さん

国産白菜使用！自家製はくさい漬けの
出張販売致します！去年大人気だった
「ソラマメ詰め放題」もあるかも？
（入荷状況によります）

くり見学して。

最新の GUCCI や海外のブランドから
機能性を重視したスポーツサングラス
など様々なサングラスがあります。

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

東日本大震災を未来につなげる旅 in 福島

三原駅

HOTEL
TODAI

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局

R２

紳士服はるやま

参加者募集中！

震災の現実を三原の子どもたちが自分の目で見て、考える旅。昨年に引き続き開催致します。
今年は福島県いわき市小名浜の沿岸部を訪問します。
NPO 法人

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

と

真剣に話を聞く子供たち（昨年）

樹くん、澪ちゃん、緊張もあったけ
どたくさん笑ってくれてありがとね。
仲良し笑顔に癒されたカメラマンで
した。また遊びに来てね〜！

と

日程：7/27（日）〜 28（月）１泊 2 日
みはらまちづくり兎っ兎
参加費：小学生 39,700 円 中学生 53,300 円 大人 60,600 円（予定）
三原市城町 3-1-1 港湾ビル 1F
お問合せ・お申込み（6/18 締切予定）
： と
と
0848 - 63-5575
0848-63-5575 みはらまちづくり兎っ兎（小川）まで

カープの曲にノリノリ
な杏斗君。スライリー
と素敵な笑顔が残せま
した。今度はもっと大
きいスライリー準備し
ておくね〜！

オシャレボーイの結生君。
緊張する場面もあったけ
どナイス笑顔で可愛い
ショットが残せました。
また遊びに来てください
ね〜。

I WILL 土居写場

アユちゃん、エツ君、外での撮影は
暑かったけど楽しかったね〜。おか
げでたくさんの笑顔が残せました。
ありがと〜！

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

上手に座れる陽人君、すんごいしっ
かりしてて可愛かったなぁ〜！すぐ
ハイハイや立っちもするようになる
んでしょうね。応援してるよ〜！

予約開始 6 月 1 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。

三原日和は、復興支援紙「モンテシオン」を使用しています。モンテシオンは、日本製紙株式会社の主力工場の一つ、宮城県の石巻工場で開発された印刷用紙です。同工場は６メートルを超える津波によって大きなダメージを被り、約半年間、全く操業ができない状態となりました。日本製紙株式会社では、震災後に石巻で誕生したモンテシオンを復興のシンボルと位置づけ、その売上の一部は復興支援に役立てられています。三原日和は、このモンテシオンを採用することで、東日本大震災の被災地を応援しています。

