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しまなみ海道2014（夏）
定期預金

「しまなみ海道2014（夏）」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。

お取扱期間：平成26年６月２日（月）～平成26年８月29日（金）
※お取扱期間中であっても、募集総額110億円に達した場合は、お取扱を終了させていただきます。

※しまなみ海道2014（夏）の特別金利は、初回満期日までの適用となります。
※初回満期日以降は、継続日のスーパー定期預金または大口定期預金の店頭表示金利での自動継続となります。
※しまなみ海道2014（夏）の利息は、満期日以後に一括してお支払させていただきます。
※満期日前に解約された場合には、お預け入れ期間に応じた当金庫所定の中途解約利率およびお預け入れ日から解約日の前日
　までの日数により利息を計算させていただきます。

お預け入れ対象者

預 金 の 種 類

お 預 け 入 れ 期 間
お 預 け 入 れ 金 額

お預け入れ時の条件等

個人のお客さまに限ります。（個人事業主の方を含みます）

スーパー定期預金（※自動継続のみの取扱）

1年間（元金または元利金の自動継続）

1回のお預け入れは10万円以上1000万円未満とします。

しまなみ海道2014（夏）へのお預けいただく際には次の
資金に限らせていただきます。
※新規にお預け入れいただく資金に限ります。
※当金庫にお預け入れいただいています流動性預金および定期積金からの振替は
　対象となります。
※当金庫にお預け入れいただいています定期預金からの振替は対象となりません。

定期預金1年もの店頭表示金利 +0.20%

HP

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

しまなみ信用金庫 本店営業部

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

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
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！

パソコン教室  会員様募集シニアむけ

※パソコン体験30分程度、500円にて実施中です。

年会費6,000円（税別）

興味はあるけど何か
ら始めたらいいか・・・

以前パソコン教室へ
通ったけどついてい
けず挫折・・・

始めてみたいけど
パソコンを持って
いないし・・・

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。

iPad も
対応しています
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び よ り カ レ ン ダ ー7月
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

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。

7/20  10:00～17:00
「きらきら1day☆コラボ」足の講座、ジェルネイル、リンパケア、ツボの働き測定無料 !

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

7/26・27・29  13:30～
「ちびっこ枕作り体験教室」自分にぴったりの枕を作ろう!夏休みの自由研究にもOK!（要予約）

7/12 10:00～18:00

『三原日和8月号』発行日

レストラン山陽六角堂　 kayuusai.jp@gmail.com（花遊祭実行委員会）
「三原花遊祭」美容・占い・雑貨・癒しのワクワクイベント! 新規出店者様、大歓迎 !

7/6  10:00～15:00 スタジオA
「中医学耳つぼジュエリー」でフェイスリフトアップ無料体験会 !「貼って小顔になろう!!」

三原消防まつり
7月19日（土）  15:00～17:00　　消防署・リージョンプラザ
消防本部予防課（0848-64-5927）

内容：ポンプ車放水・ロープ渡り体験、救急（AED）講習など

「ピーターズレヴュー/愛の讃歌～越路吹雪を慕って～」
9月9日（火）18:30開演
三原市芸術文化センター　ポポロ
0848-81-0886

全席指定（税込）S席5,500円（ポポロクラブ会員5,000円）
A席：4,000円　B席：3,000円

ペア2組様プレゼント

チケット取扱 /ポポロ、ポポロオンライン、うきしろロビー、フジグラン三原、啓文社新浜店（尾道）、
ハママツ楽器（東広島）、中国新聞販売社、ひろでん中国新聞旅行福山営業所

０８４８-２０-２３３５（karada  shanto  O2　筒井）

映画「相棒　劇場版Ⅲ　巨大密室！特命係  絶海の孤島へ」
7月23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

ペア3組様プレゼント

障がい者手帳をお持ちの方 1,000円　60歳以上 １,1００円
50歳以上夫婦お二人で２,2００円  フューレックカード提示 1,300円
割引券設置場所　リージョンプラザ、中央公民館、中央図書館、本郷生涯学習センター
大和文化センター、くい文化センター、ポポロ、うきしろロビー他

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

７月２１日（月・祝）①１０:0０ ②１3:00 ③15:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

映画「ネイチャ―」

第8回  リージョン下町計画　「たなばた祭り」

※前売り券の販売はありません

※前売り券の販売はありません

※3D上映ではありません。

ペア3組様プレゼント

障がい者手帳をお持ちの方 1,000円　60歳以上 １,1００円
50歳以上夫婦お二人で２,2００円  フューレックカード提示 1,300円
割引券設置場所　リージョンプラザ、中央公民館、中央図書館、本郷生涯学習センター
大和文化センター、くい文化センター、ポポロ、うきしろロビー他

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

７月5日（土）11:00～14:00
三原リージョンプラザ     屋外広場、展示ホール　　 
0848-64-7555

たなばた作品展：展示ホール
7月4日（金）～6日（日）１０:00～１８:00
園児や児童たちが作った七夕飾りの展示

屋台村・ゲームコーナー（射的、人形すくい、風船つり、ほか）
願い事を書いた風船飛ばし（１４:00～１つ２００円）

水谷八重子
※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。 ※会員価格でのお求めは
お1人様4枚まで  ※A席・B席はポポロ・ポポロオンラインのみ取扱い池畑慎之介

よしなが2F 0120-41-4120（よしなが）

7/27 16:30～
「The Kentertainment！！2014」森本ケンタによる初ホールツアー！

三原リージョンプラザ 0848-64-7555

『サマー☆カップリングパーティ ～真夏の恋花火～』
～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 8月 10日（日）14:30～17:30
開催場所：三原国際ホテル
参加条件：市内在住または在勤の25歳～ 45歳の
　　　　　独身男性・女性　　※女性は市外の方でも可
募集定員：男女各25名（合計50名）
　　　　　※応募者多数の場合は抽選となります。
参  加  費：男性：3,500円／女性：3,500円
締  切  日：7月 21日（月・祝）必着

有限会社チアーズ（担当：山根）
〒710-0001

岡山県倉敷市三田76-1
TEL:086-484-0020( イベント専用ダイヤル）
ホームページ：http://cheer-s.com/140810

みはらde婚活プロジェクト実行委員会
　（三原青年会議所・三原商工会議所・三原臨空商工会
　                  みはらウィメンズネットワーク・三原市）

【お問い合わせ先】

【主　催】

☆浴衣で参加された方には素敵な
               プレゼントをご用意しています（男女とも）

三原日和は三原市内で30,000部発行。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。広告掲載のお申込は、0848-62-6677まで。

 ドラえもんの道具の中で一つだけもらえるとしたら
それは何だろう？と子どものころよく空想していま
した。色々考えた末に姉弟と出した答えは、「もしも
ボックス」をもらい、「もしも私の家にドラえもんが
きたら」と願えば全部カバーできるじゃん！でし
たっけ。
 さて、それと似たような感覚で、神社へ参拝する
際の願い事をここ何年も「家族親戚何事もなく
幸せに過ごせますように」と大きくまとめています。
100円ぽっちのお賽銭でそれは無理な注文じゃい！
と怒られますか？そりゃぁもちろん多少の何事かは
あろうけど、70%、いや60％くらいの幸せ度数で
良いので頼みますよ、的なね。
 ところで何を幸せと感じるか、何をしている時が

シアワセだなぁ～

一番幸せか、都道府県の幸福度ランキングでも
幸せの指標を「健康」「文化」「生活」「教育」
「労働」などの分野にわけて様々な角度から分析
しているほどそれは十人十色。自分にとっての幸せっ
て何か、実はよくわからないけれど他人からの方が
「あぁ、あの人今幸せなんだろうな」とむしろよく
見えたりしてね。
 好きな言葉は「生きてるだけで丸もうけ」の私は
といえば、最近親子バトル多発警報発令中の我が
家のため、珍しく一戦も交えなかった1日の終わり
にふと幸せを感じてしまう日々で、なんだかレベル
低いよなぁと情けなく思いつつ「何事もなく平穏に
過ごす」ことの難しさを実感している次第です。
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応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2014年 7月 10日（木）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。

「共仕販が見つけたお米　5kg」はしご酒 チケット 映画　「ネイチャー」
映画　「相棒　劇場版Ⅲ」　

A B C
D ピーターズレヴューE

前号に引続き、2名様プレゼント !

ビールにあう、この一品！ビールにあう、この一品！

ROUTE66 三原市城町1-5-6 0848-63-7866
ルート

66バーガー　600円(税別）

駅前マリンロードのNEW SHOP、60年代アメリカをイメージした
American Dinner。ドーン！と130gのビッグハンバーグがうれしい。
ランチ時から深夜2時まで営業しているので色んなシチュエーションで
召し上がれ～

タンドール三原店
三原市宮浦3-1-27

0848-67-9028

タンドリーチキン
1p 500円、2p 950円（税込）

創作料理　そめや創作料理　そめや
三原市城町1-19-19

0848-67-91030848-67-9103

ライスたこピザ
　　　　620円(税込）

瀬戸内魚礁　本陣瀬戸内魚礁　本陣
三原市宮浦4-13-5三原市宮浦4-13-5

0848-64-3350

ブリあごの唐揚げ
　　　　650円(税別）

CAFE&DINING  CiAO!CAFE&DINING  CiAO!
三原市明神町2-11-1 0848-64-9700三原市明神町2-11-1 0848-64-9700三原市明神町2-11-1 0848-64-9700

三種盛り合わせプレート
　　　　　　　680円(税込）

14周年の企画と共にビールにあう新メニュー登場！
シェフが地元食材にこだわった三原神明鶏のコン
フィ・世羅みのり牛のローストビーフ・六穀豚の
ソーセージを是非ご賞味！

讃岐公認  さぬきんとん亭
三原市城町3-2-17 0848-64-0077

骨付き鳥＆山賊焼き
　　　　　　　各580円(税込）

豪快にガブッ！ 香川発、うどんに続くご当地グル
メ。三原じゃここだけ。塩味の骨付き鳥に、醤油
をベースにゆずコショウほか数種類のスパイスで
漬け込んだ山賊焼も新登場。ビールにぴったり。

豪快にガブッ！ 香川発、うどんに続くご当地グル
メ。三原じゃここだけ。塩味の骨付き鳥に、醤油
をベースにゆずコショウほか数種類のスパイスで
漬け込んだ山賊焼も新登場。ビールにぴったり。

  ラーメン康
三原市南方3-5-16 0848-86-6758

広島極上珍味　たこラー油
　　　　　　　850円(税込）

たこの旨味とラー油の刺激が抜群にマッチした一
品。そのまま食べても、料理に加えても、ごはん
にかけても良し！本郷店・宮浦店・三原道の駅神
明の里・広島空港内にて販売しています！

たこの旨味とラー油の刺激が抜群にマッチした一
品。そのまま食べても、料理に加えても、ごはん
にかけても良し！本郷店・宮浦店・三原道の駅神
明の里・広島空港内にて販売しています！ dining&bar　アサンテ

三原市港町1-6-36

海老とマッシュルームの
アヒージョ　700円（税別）
　　　　

焼き鳥　だるまや焼き鳥　だるまや
三原市港町3-8-1 帝人プラザビル1F三原市港町3-8-1 帝人プラザビル1F

道の駅「よがんす白竜」道の駅「よがんす白竜」三原市大和町和木652-3
0847-35-3022

三原市大和町和木652-3
0847-35-3022

大和れんこんのピザ　1,500円(税込）

三原初！希少部位につき売り切れ御免！
唐揚げは塩で食べるも良し！ポン酢で味わうも旨し！　

  和食感覚でいただける三原の和ピザ！
　　　　　ビールがグイグイいけますよ！
  和食感覚でいただける三原の和ピザ！
　　　　　ビールがグイグイいけますよ！

炭火のタンドール（インドの窯）の中で
焼いたスパイシーなチキンは絶品。鹿児島醤油をつけて食べるのが美味しい

　　　　　肉質の歯ごたえがたまらない！
鹿児島醤油をつけて食べるのが美味しい
　　　　　肉質の歯ごたえがたまらない！

スペイン料理のアヒージョ、ニンニクオイルに
バケットつけて食べると最高です！電話してください！

鹿児島鶏のタタキ
　           580円（税別）
　　　　

スペイン製の石窯で焼かれる、地元の食材を大切にしたここでしか味わ
うことの出来ない手作りのオリジナルピザ。まさしくこれが「うわさの
あのピザ」なのです。食べに行かねば！

0848-64-3655

070-5674-0565

この夏、全店制覇してください！

三原七夕ゆかた祭

浮城・歩ラリ～ はしご酒

7/12（土）11:00～22:00
7/13（日）11:00～19:00

7/24（木）19:00～20:30

場所 /三原駅前市民広場

場所 /三原駅前市民広場

前売り 2,500円
6/23よりチケット販売チケットの

購入は…

【三原商工会議所・うきしろロビー（三原駅
構内）・三原国際ホテル・飲食組合三原支部】

前売りチケット販売場所

はしご酒参加チケットペア2組様プレゼント

第3回

第5回

建設業の許可 広島県知事許可（般-22）第35519号

尾道営業所三原本社

株式会社　嵩 心設計・施工

タカシンホーム

三原市和田3-3-1
0848-61-1020

 何社か訪問した中でも、タカシンホームさんは雰囲気が特に
良かったです。映画が大好きなので、映画のフィギュアを
飾るためにニッチがたくさん欲しかったのですが、とても
親切な大工さんに色々とお願いを聞いて頂き、希望通りフィ
ギュアがいっぱい飾れる家になりました。工事中は頻繁に
見に来て、大工さんと仲良くなるのがオススメです。（笑）
 担当の林さんも良い方で、無理を言って困らせたりもしま
したが、いつも快く対応していただきました。タカシンホーム
さんとは今後とも長くお付き合いがしたいです。増築する
ことがあれば、またぜひお願いしたい !と思っています。

ニッチには映画の
キャラクターがいっぱい！
壁紙にもこだわりました！

タカシンホームのお客様インタビュー !

担当営業：林

検 索タカシンホーム

尾道市栗原町3195-1
0848-36-5791

趣味の作品やコレクションを
たくさん飾ると、個性あふれる
お家になり、毎日が楽しくなり
ますよ！ 壁、棚、ニッチなど、
飾りたいものに合わせて自由
自在に設計致します！

吹
抜
け
を
見
上
げ
る
と
空
の

壁
紙
が
。照
明
が
太
陽
み
た
い
！

三原市宮浦3-6-26
0848-62-0011
9:00～19:00
水曜日

寝・生活館 よしなが

 寝・生活館よしながでは、夏休みの間に子どもたちに
世界で1つだけのオリジナル枕を作る教室を行います。

世界に1つだけの枕を作ろう!
ちびっこ枕作り体験教室 !2014
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内容は、最初に「子供の睡眠」の
大切さを伝える簡単な授業を受け
てもらい、その後に枕作りをします。
子供たちには、自分にあった高さを
計測したり、中身を詰めてもらいな

がら、自分だけの枕作りを体験して
もらいます。
 作り終えた枕はもちろん持って帰っ
ていただけますし、その後の成長に
合わせて高さを調節することが

できます。（お店に持ってきてもらう
と無料でいつでも調整いたします。）
夏休みの自由研究にも使えますので、
ぜひご参加ください！

日にち：7/26（土）・27（日）・29（火）の計3回
時　間：各13：30～15：00
場　所：寝・生活館よしなが２Ｆ
参加費：3,240円（まくら代です。まくらカバー付）
対　象：小３～小６のお子様（保護者同伴）
定　員：各６名

0120-41-4120お申込はフリーダイヤル
ヨイ ヨイフトン

A様邸

玄関ではたくさんの
キャラクターたちが
お出迎え

NICE
EVENT


