
の紙がモンテシオンからモンテルキアに変わりました !

赤十字病院
まつの
ストアー

善教寺
卍

東町郵便局

神明大橋
三原市東町2-8-18
0848-62-2963

学校法人 龍松学園
私立幼稚園 昭和園

昭和園の幼児教育に
ついての説明会

幼稚園の「思い」を知ってください

 「就学前の子どもたちには、小学校の勉強を先取りする
よりも、集団の中でみんなと一緒に楽しんだり努力したり
しながら、年齢にふさわしい豊かな経験を積み、心の成長
を促すことがとても大切だと考えています」と話される、
同園の小島園長。このような教育方針を含め、費用面、
園内施設、幼稚園生活の様子などをしっかりとお伝えする
説明会が開催されます。昭和園を検討中の方はもちろん、
幼稚園選びで迷っている方も、この機会に参加されて
みてはいかが？

平成26年7月5日（土）
午前10時～11時

※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）

検 索しょうわえん
ホームページもご覧ください

未就園児対象「にこにこクラブ」次回は7/26（土）10:00 より「水あそび」です
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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

R２
こぐま屋

ユニクロ

すき家

ファミリー
マート

宮浦郵便局

大阪王将

ご結婚おめでとうございます

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

貸衣装
ベルフィーユ

 新緑の季節、ご結婚された幸せいっぱいのカップル
から素敵なお写真が届きました !
 純白のトレーン引きのドレスがキュートな新婦様にとても
良くお似合いでした。これからも末永く幸せにお過ご
し下さい。

2014年5月4日    三原国際ホテル挙式　弓場正俊様・佑美様

衣装のご試着は随時可能です。ご来店の際は、ご予約をお願いします。

三原市宮浦4-9-18
　　　　（エディオン横）
0848-64-8139
9:00～20:00
月曜日　第1・3火曜日

デリッシュ・ヘア

 そろそろ夏本番、ヘアスタイルも
夏仕様にチェンジしたいですね。
デリッシュ・ヘアは車椅子の方も
気軽に来店してほしいとの思いから
バリアフリーに対応された美容院
です。「体の自由が利かない方、介護
を要する方も髪形を整えるとパッと

カット /3,500円（税別）
※パーマ・カラーも承ります。

ご自宅・施設まで
訪問美容いたします

バリアフリーな美容院でくつろぎの時間を
車椅子の方歓迎します

笑顔になる瞬間が嬉しいですね。」
と話すのは、福祉美容師の資格を
もつ木下オーナー。
 車椅子対応の福祉車両による無料
送迎サービスもあるので安心して
ご利用できます。オーナーの笑顔の
ように、人にやさしい美容院です。

料　金

子育て中も、その後も、暮らしのカタチが見える。
 マイホーム購入の一つのきっかけとして、「子供が大きくなってきて、部屋が狭く
なってきた」や「子供が小さくてまだエリアを選べる時期に」という理由も。そう
するとお子様の為の周辺の教育施設が充実しているかは気になるのが親心ですよね。
その点、現在新築中の「サーパス宮沖二番館」は、小学校、中学校に加え、図書館、
公民館などの文教施設も徒歩１０分圏内という好立地。子育て世代には大きな
魅力です。
 全戸南向きのベランダから広がる沼田川や瀬戸内海、筆影山の眺望は、子どもたち
にとって素敵なふるさとの原風景となってくれそうです。また、子育て世代に人気
のミニバンがラクラク駐車できる全戸平面駐車場が完備され、数に限りはあるも
のの、２台目スペースが用意されているのもさすが !
 とはいえ、子どもと一緒に暮らす時間は限られるもの。１０年後、２０年後という
近い将来には夫婦二人だけの暮らしに戻る、という事も。そんな将来を考えた
とき、総合病院や大型スーパーがこれまた徒歩圏内にあるという点も、サーパス
宮沖二番館が選ばれる重要なポイントとなっているようです。

アドバイザー坂田さんの一押しポイントとは

 「販売したら終わり、建築したら終わり、ではなく、企画から施工、販売、管理
アフターサービスまで穴吹工務店など自社グループが一貫体制でサポートしてい
るところです。何年も前に担当したお客様が、お困りのことがあって私のもとへ
連絡してこられることも珍しくありません。購入後も安心してお任せ下さい。」
 入社 7年目の坂田さん、実は現在ご婚約中とのこと。（おめでとうございます♡）
「結婚が決まり、自分自身がこれから家族を作っていくという嬉しい責任を感じ始め
ています。これまでとはまた違った気持ちで、アドバイスの幅もどんどん広げて
いけるよう精進していきます！」

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

サーパス宮沖二番館三原
高校

和牛
信 三原テレビ

ヒマワリ

沼田川

興生
総合
病院

フジ
グラン

サーパス宮沖二番館 www.384.co.jp/miya2/
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  
坂田謙一郎さん

マンション
新築情報

 コンニチハ、モーリです！今回は、フラットな大空間
にドーンとワイドな門柱がポイントのエクステリア。
門柱の白い部分はコテ塗りで、茶色の部分には板塀
と同じ素材を使っています。板塀を門柱の素材とし
て使うのは珍しいのですが、統一感のあるスッキリ
した仕上がりになりました。お家の玄関とのコーディ
ネートもばっちり！
 植栽は門柱まわりにまとめてあり、メンテナンスも
簡単。駐車場を重視する場合も緑があると雰囲気が

モーリ

R２

ユーホー

ローソン

呉線

トヨタカローラ広島

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

三平商事有限会社

検 索三平商事

断然よくなりますので、よく見える場所に植栽ゾーンを設けるのがおすすめです。
 アプローチのアイキャッチャーは、うすいベージュの飛び石。雰囲気を和らげ、モノトーン基調の
空間をより引き立たせる効果もあります。さらに、来客時アプローチが駐車場になる時は、タイヤを支える
通り道にもなってくれますよ。黒いタイルはツヤもあり、一見、滑りそう？と思えますが、表面はざらざら
していて実は濡れても滑りにくいんです。デザインと安全性を両立するさまざまな素材が登場して
いますので、気軽に相談してくださいね !

駐車場は奥行きにも余裕があり、
抜群の広々感！

うすいベージュの飛び石が
視覚的なポイント。
砂利の雑草対策は有効！少し
は生えますが抜きやすさが
違います

#18

長いあいだ倉庫に眠っていたケヤキの板。
こんなに素敵なテーブルになりました！

 銘木集めが趣味のお義父さんから「テーブルにすれば
いい」とケヤキの板を頂いたものの、自分で仕上げる時間
と技術がなく困っていたお客様。そこで小松木工に相談
したところ、2枚の板を組み合わせた、６人掛けの素敵な
ダイニングテーブルが完成 ! その出来栄えにはご家族

リージョン

三原市役所

ファミリー
マート

宮沖交番

フジ
グラン
三原

R2
南
小学校

三原市宮沖2-3-1
0848-62-2371
komatsu.jpn.com 

小松木工株式会社

倉庫で眠っていた銘木が
素敵なダイニングテーブルに。

もお義父さんも大満足！
 小松木工なら、お気に入りの材料を
持ちこんでのオーダー制作や、古い
家具のリフォームもＯＫです。どうぞ
お気軽にご相談ください。

komatsu
mokkou
works

▲After
▼Before 

～服を着たまま20 分 代謝カイカクしてみませんか～
 EMS( 高域変調多重複合波）を用いてインナーマッスルをケア、
肩こりや腰痛などへの様々なボディケアやリンパケアなどの他、ゆがみ
測定やストレス測定なども好評です。

新規のお客様  ご来店キャンペーン実施中新規のお客様  ご来店キャンペーン実施中

トレテ  宮浦店
三原市宮浦6-6-24
0848-62-5227
10:00～13:30
14:30～17:30
日・祝

R2
三原
警察署

大阪
大将

越智
眼科

すし鮮 眼鏡
市場

その他人気オプションメニュー好評稼動中！
ぽっこりお腹集中ケア　　ヘッドセラピー　　ボディケア
※いずれのメニューも予約制です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

・エアーの力で骨盤と姿勢をしっかりケア

　骨盤矯正マシーン1回 15分 500円→2回分プレゼント
・トップアスリートから有名人などに多く支持されている水素水

　水素水メンバー500mlコース→1か月無料

新規で来店された方へ

※3ヶ月パック、6ヶ月パックにお申込みされた方に限ります。

3ヶ月パック・・・・・
6ヶ月パック・・・・・

（3,000円OFF)
（7,000円OFF)

体に嬉しいプレゼント進呈中

『定期お得パック』

※通常 1ヶ月　　　　2,900 円（1日20 分、1ヶ月通い放題）

8,700 円→  5,700 円
17,400 円→10,400 円

くまのメガネサロン
三原市城町2-3-6
0848-62-7773
10:00～19:00
木曜日

R２

三原駅

三原
郵便局

HOTEL
TODAI

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま

夏のメガネフェア「特別キャンペーンのお知らせ」

いつもの愛顧に感謝をいたしまして、メガネ
サロンくまの全商品特別価格にてご奉仕させ
ていただきます。この夏の必須商品も多数
取り揃えておりますのでご家族、ご友人
お誘いの上お気軽にお越しくださいませ。

平成 26年 8月 31日まで好評開催してます！平成26年 8月 31日まで好評開催してます！

感謝価格にて全商品をご提供致します

予約開始7月6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.9

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

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。

「SMILEキッズ大集合☆」

アトくんの無邪気な笑顔に
スタジオ中が和みました。
これからもみんなを笑顔に
してね！

ニッコニッコ笑顔が
似合うかずまくん。
おばあちゃんを見つ
けた瞬間の笑顔、
バッチリ押さえまし
たよ～！

ママのことが大好きな
あこちゃん。あこちゃん
が笑うとママも笑顔に。
笑顔の伝染って素敵で
すよね～！

お揃いの服を着て可愛い笑顔を
見せてくれたゆうたくんと
はるとくん。｢チュー｣する姿が
かわいかったなぁ～！

ののちゃん、チラッとのぞく可愛い
歯がたまらなく可愛かったね。
最高の笑顔をありがとう。

はるとくん、かえでちゃん、ずっと
仲のいい兄妹でいてね。二人の笑顔
がきっとみんなを幸せにするよ！

『ファースの家』や健康住宅は

大下建設がおすすめする、快適健康住宅『ファースの家』

検 索大下建設

三原市本郷町上北方4168-1
0848-86-2482

大下建設株式会社

ファースの家

 ６月１４日１５日に本郷で行われた、大下建設さんに
よる「ファースの家」の構造見学会に２日続けて
お邪魔させていただきました。完成見学会ではなかな
か見ることのできない、ファースの特徴である「断熱
方法」「床下の調湿部材」「屋根裏の機器」等を一度
に見ることが出来ました。社長さんより「完成見学会
で室内を見ていただくのもいいのですが、ファースは
家の構造を見ていただく事もすごく大切なことなんで
す」と説明を聞きながら拝見したところ、構造を大切
にする事が長く快適に住める安心につながるのだな
と実感できました。
 今回は大下建設の社長さんや社員さんだけでなく、
ファースの家の創設会社である福地健装の福地専務
さんも直々に案内や説明をされており、他の来場者の
皆さんも興味深く説明を聞いておられました。今回の
取材では快適な住まいづくりのために日々努力されて
いる開発者や建設会社の方とたくさんお話ができ、
あらためて「住まいにとって本当に大切なこと」を
考える良い経験になりました。

六月に行われた構造見学会におじゃまさせていただきました。

遠く函館からファース
の家構造見学会のお手
伝いに来られた福地智
専務さん。住んでいた
だくとこの快適さにみ
なさん驚かれますよ！
と笑顔で説明されてま
した。

ファースの家とは
『ファースの家』はそこに暮らす人と家の健康をとことん
考え、日本の気候風土に最も適した高性能住宅です。部屋
ごとの温度差を無くし、快適な湿度に近づけた新鮮な空気を
家全体に循環させるシステムを採用。住めば住むほど満足度
が増して「本当の快適」とはどんなものかがわかる住宅です。

惣菜販売始めました !! 三原市宮浦2-4-5
0848-62-3474

御料理仕出し　味

山陽新幹線

宮浦公園

ポポロ

毎週木・金曜日11:00～19:00

手作りのおかずにこだわる『味』からウレシイNEWS!!
沢山のメニューの中から気軽に選べる、惣菜販売が始まりました。
店主自慢の柔らかい『唐揚げ』はぜひ食べてほしい一品です。
夜7時までの営業なので、仕事帰りに寄れるのが嬉しいですね !
お料理のご希望・ご予算に応じた仕出しをご用意しています。お気軽にご相談下さい。

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

三原の中心市街地は、本当に住みやすいまち。
商店街の状況にも、明るい兆しが見えています
三原駅前に店舗を構え、中心市街地の変遷を見つめ続けて来られた
老舗和洋菓子店「ゑびす家」営業部長、桑田忠昌氏に伺いました。

観光客の少ない中、三原の菓子業界は頑張っていると言われています。

 他の地域とデータで比較したことはないのですが、確かに人口比で
多いと思えるところはあります。お菓子は似たものが出来やすいの
で、いくつもの菓子屋が同じようなお饅頭やケーキをだぶって作って
いるようなことがままあるのですが、そうした中でも、自分の店独特の
個性や味を追求して、しっかり商品にしていくことをそれぞれに頑張っ
てきたから生き残れているのだと思います。当社は昭和60年に観光
協会で生まれたキャッチフレーズ「タコのまちみはら」をきっかけに
タコを使った商品開発に取り組んできましたが、今では会社として、
タコのラインナップは絶対に必要、というところにまでなっています。

中心市街地で営業と生活をされて感じることは。

 今、いろんな人が「中心市街地を活性化しなくちゃいけない」「駅前に
賑わいを」と言われています。商店街がどこかで悪いスパイラルに
入ってしまって、お客さんが来ない、から物が売れない、から店が減っ
ていく、から買う物がない、からお客さんが来ない、という流れが長く

三原の風景を載せているのもその一つ。PR 出来ている手ご
たえを感じることもよくありますよ。SNSなどを使った情報発信
も、もっと色々なところで活用されると良いのでは。
 三原は風光明媚でとっても住みやすく、田舎の良さも持ち
ながら、あらゆる交通機関が整っていて、全国へ、世界へ扉が
開いている素晴らしいまちです。こんなに良いところなのに、
三原の人が自分の地元をよく言わないのは本当に悔しい。もっと
三原の素晴らしさを三原市民自身がしっかり認識して、発信して
行ければと思います。

続きました。
 しかしここに来て改善の動きもあり、マリンロードにも何軒かのお店が
新しく開店しています。テナント料の相場が安くなってきたこともあり
ますが、市の支援策のお蔭でもあり、ありがとうと言いたいですね。
効果が出ていると思います。
 住人としての立場で思うのは「ものすごく住みやすい」ということ。
病院もショッピングセンターもある、海もあって船に乗れば島で思い
切り遊べる、マリンスポーツも山のスポーツもできる、大雨もめったに
降らない、台風も結構よけてくれる。住みたいと思ってもらえるポテン
シャルは十分にあります。マンションも増えていますが、独自の自治会
になるなど地域とのつながりが希薄になるのが残念ですね。新しい住人
をしっかりと地域に迎え入れられる空き家対策にも期待しています。
 駅前の土地については、どうなるかわからない状態が長く続くことが
活性化にとってマイナスなので、何にしても早く決まって欲しいと願っ
ています。

facebookで積極的に情報発信されていますね。

 いろんな地域の人とつながる中では、三原のアピールという部分も
念頭に置いて投稿するようにしています。毎朝、道の駅から眺める

「ゑびす家」営業部長  桑田忠昌氏

モンテシオン、モンテルキアは日本製紙石巻工場より震災復興支援商品として登場した印刷用紙です。
今月号より、より鮮やかな写真をご覧いただける「モンテルキア」を採用しております。三原日和では、
長期にわたって支援につながるよう、今後ともモンテシオン・モンテルキアを使用してまいります。


