
がんばろう東日本！
がんばろう三原！

若い方からシニアの方まで、読んで楽しく、暮らしに役立つ紙面を
作りたい。企業広告だけでなく、頑張っている人、まちのイベント
等にもスポットをあてていきたい。そして、三原をもっと明るく、住
みやすく、連帯感のあるまちにしたい。そんな思いで発行している
情報紙です。どうぞご支援のほど、よろしくお願い致します。

の紙がモンテシオンからモンテルキアに変わりました !
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。

学びながら
やせる 8 週間の集中ダイエット

どなたでも受講頂けます。まずはお気軽にご相談下さい。

TEL/084-931-4486

日時：8/21（木）スタート
　　　 毎週（木）   全 8回
          20:00～ 1h程度
費用：             ￥3,500
定員：10名様
場所：港町会館

三原市港町1-1-11
会場：港町会館

8週間で
 食事を我慢するダイエットは一時的に
体重は落ちますが、その場合筋肉が
落ちて、脂肪は落ちません。講座では、
それらも含めて、太りにくくリバウンド
しにくい体作りを目指します。同じ目標
をもった仲間と楽しくダイエットしま
せんか？

ライフスタイルサロン　プラスワン（芳原） 福山市笠岡町4-25

受付時間
9:00～21:00
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山陽本線高架下です
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講座案内 途中参加可能

（三原市港町1-1-11）

三原市宗郷1-4-19
0848-62-0086
9:00～19:00
不定休（予約優先）
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HP見てね !!

夏休みのご旅行に
　　ペットホテルをご利用下さい。
 家族の旅行や外出時に大切なペットをお預かりします。
24時間冷暖房完備の室内で、お散歩プログラムもあります。
（１日二回で￥500）急な外出時の一時預かりや入院、出張等の
長期預かりもお受け致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
＜料金＞

1泊
2日

1日一時
預かり
長期
預かり

10日間コース
20,000円～

市内送迎は、頭数×500円（離島・
遠距離は要相談）で3泊以上は無料
となります。
2頭預かりの場合は、ルーム料金
が50%UP。３頭以上の場合は相談
してください。

1,000円

2,000円
3,000円
4,000円

S ルーム 
M ルーム 
L ルーム

検 索ぺっとこ

キャンペーン !!
に友達登録で

トリミング10%オフいたします。
※初回登録時のみ
　となります。
※ポイントカード
　との併用はでき
　ません。

「しっかり 根をはれ 柿のたね    ゆっくり 芽を出せ 柿のたね」

平成 27 年度園児募集
私立幼稚園   昭和園

年　　齢 募集人員

満３歳児 （H２4.４.２～H２5.４.１生 ) 約２０名

なし
なし

約3０名（H２3.４.２～H２4.４.１生 )
（H２2.４.２～H２3.４.１生 )
（H21.４.２～H２2.４.１生 )

3歳児
4歳児
5歳児

仏教精神にもとづき、生命を大切にする心、感謝の心、明るく優しい心、やりぬく根気を育てます。

願書は昭和園にて配布しております。（遠方の方には郵送も致します。）
お問い合わせは 0848-62-2963

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

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

検 索しょうわえん
ホームページもご覧ください

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

アウレナ

「脂肪分解プログラム　ハイグレード」
お試しキャンペーン実施中!

三原初の美容皮膚科提携エステティックサロン「アウレナ」。
8月よりスタートの「脂肪分解プログラム ハイグレード」
は、過酸化脂質を生み出さないよう腸内環境を整えて体質
を改善、徹底して脂肪を分解したのち排出するという、
脂肪に集中した一週間プログラムです。

三原
郵便局

井上
眼科広島銀行

イオン三原

三原駅

お試しキャンペーン

0848-63-5355

0120-86-2487

ご予約・お問い合わせは

12,800 円→4,900円（7,900円のお得 !）

38,400 円→29,400円
（9,000円のお得 ! さらに今なら
　プラチナデトックス30日分（3,132円）プレゼント）

（25,600 円→17,800円）×6ヶ月
（46,800 円のお得 ! さらに今なら
　プラチナデトックス60日分（6,264円）プレゼント）

1週間

3週間パック

8月からの新メニュー

定額月2回×6ヶ月パック

大好評のフェイシャル定額
（月々4,800円～）も募集中 !
（募集人数に限りがございます。）

【1週間プログラムの流れ】
カウンセリング

デトックス&腸内環境ケア

アウレナで痩身リンパドレナージュ

脂肪排出&腸内環境ケア5～6日目

4 日目

フリーダイヤル

1～3日目
・
7日目

ご自宅で

ご自宅で

三原市城町 1-5-6 
           S ビル 2F
0848-63-7866
11:00 ～ 2:00
無休 

ROUTE66

 久々登場のびよりーな、今回は今年3月に駅前
マリンロードにオープンしたAmerican Dinner
「ROUTE66」へお邪魔しました !ブリキの飛行機
や車、レトロなアメリカ雑貨に囲まれた店内は
新しいけど懐かしい、ワクワクしながらホッと
するような、そんな雰囲気。ランチ時から深夜
までの営業なのでそれぞれの楽しみ方ができる
のも嬉しい。ランチ時メニューはロコモコプレート
(750円 )にタコライスプレート (800円 )の他、
ボリューム満点アメリカサイズの66バーガーや
ホットドックも人気。またアメリカキッズ達の
定番おやつ、バナナスプリットは三原の新しい
スイーツとして認定しちゃいましょう !? そして
夜はカクテル (ALL600円 ) で素敵な三原の一夜
をお過ごしください。また、店内で販売されて
いるこだわりのアメリカ雑貨も要チェックです !

タコライスプレート

アメリカンな店内

サルサホットドック

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

今年の花火大会は、市民皆の力で実現。
                  意識の盛り上がりが本当に嬉しいです
花火大会の会場変更という非常に大きな仕事を含め、
やっさ祭り実行委員長として企画と準備に尽力され
ている、桐島勝利氏に伺いました。

昨年は踊りのコース変更などがありましたが、今年は。

 昨年よりメインステージを駅前広場とし、レッドカー
ペットの上を踊っていただきましたが、踊り手の皆
さんから「今までにない緊張感や高揚感、楽しさが
あった」と好評をいただきました。順路がわかりや
すく、きれいに並んで踊りやすいなどの効果も出て
います。今年は南側の舗装部分にもレッドカーペット
を増やし、メインステージでの踊りをさらに充実させて
いきます。
 また、新しい企画として、帝人通りの一部で伝統的
な、懐かしいやっさの風景を再現する試みを行います。
電灯ではなく提灯のあかりの下で踊っていた当時の
風景に近づけるよう、提灯の数を増やし、観客席にも
昔風の長椅子などを並べます。こちらもぜひご覧
いただきたいと思います。

やっさ祭り実行委員長   桐島勝利氏

花火大会の会場変更については。

 まず、これまで打上げ場所として無償でご協力い
ただいていた三菱重工様に、心よりお礼を申し上げ
ます。今回本当にそのありがたみがよくわかったなと。
花火を打ち上げるにあたっては保安距離というものが
あり、直径１ｋｍほどの範囲に危険物や人が入っては
いけないんです。この条件に合う陸地は、どこを探し
ても他にはなかった。ですから、実は昨年限りで中止
となる可能性も大いにありました。
 陸であげられる場所がないとなると、もうあとは海
しかありません。そうするとチャーターした台船から
上げることになり、それだけで200万円近いコスト
がかかります。これまでも予算が余っていたわけでは
ないですから、予算面でもたいへん大きなハードルが
あったことは間違いありません。

それでも花火大会が継続できたのは。

 従来からの協賛企業による多大なご協力はもちろん、
市民意識が盛り上がった面も大きいと感じています。

やっさ祭り実行委員会ではなく、三原青年会議所の
活動として行った「花火募金」。これは単にお金が
足りないからという事ではなく、海上への変更で
はじめて可能となる「２尺玉の打上げ」を市民の力で
実現しよう、というプロジェクトだったのですが、募金が
予想以上のペースで集まったことに加え、この活動を
知った企業にも「花火大会を助けよう」という市民
意識が広がり、実行委員会で募集する協賛にも新規
企業からの志がたくさん集まったんです。
 ２尺玉は中国地方最大級、広島県内では最大となる、
本当に大きな花火です。三原のみんなの力を合わ
せて花火大会の継続と２尺玉を実現したと、誇りを
持って貰えればと思います。
 また、花火大会の成功ももちろん大切ですが、や
はりやっさ祭りはやっさ踊りを中心とした市民参加の
祭りです。一人でも多くの皆さんに参加して踊って
頂いて、みんなで盛り上がって、三原の町を元気に
したいと思っています。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

三原市宮沖5-9-34
0120-361-384
10:00～18:00
水曜日
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坂田謙一郎さん

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。

『サーパス宮沖二番館ってなにが良いの？』

アドバイザー

暑～い夏の盛りが近づくこのごろ、日和スタッフはサーパス宮沖二番館の
アドバイザー坂田謙一郎さんを訪ねました。

記者 :これから学校が夏休みを迎えるのですが来場者の方々に変化は
　　　ありますか？
坂田 :はい、やはり週末に限らずご家族連れでお越しになられるお客様
　　　がグンと増えますね！
記者：ご家族はどんなところを見にこられるのですか？
坂田 : そうですね、立地条件の確認と平面駐車場の区画の数について
　　　とか。もちろんサーパスの誇る設備をすみずみまでご覧になられ
　　　ますよ。マンション設備も年々充実していますから。
記者：坂田さんはお客様にそういったマンションの設備をオススメして
　　　るのですね？
坂田 :もちろんそういった事についても説明はちゃんとさせていただい
　　　ていますが私はもっと大切なポイント、『なぜ、サーパスマンショ
　　　ンが皆様からご支持いただけるのか』をお話させていただきます。
記者：それって・・・どんなことなのですか？

坂田アドバイザーの気になる返答は
こちらのQRコード、または『サー
パスが選ばれる理由』で検索して
みてください。でもやっぱり坂田
さんに直接聞いてもらうのが一番
だと思いますよ！▲

『ファースの家』や健康住宅は

大下建設の第12回　三原市民住まいづくり祭り

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

 今年で 12 回目となる、大下建設の「住まいづ
くり祭り」。住まいに関するあらゆる相談ができ、
最新の住宅設備も体感できる、毎年好評のイベ
ントです。
 例年多く相談があるのは、雨漏りの修繕、外壁
の塗り替えや、キッチンの IH化、トイレやお風呂
に関する水まわりのことだそうです。また、大規
模なリフォームに関しては、間取りが変えられる
か、新築よりどのくらい安いかなど。どんな質問
にも、確かな経験と技術を持つリフォームの達人・
住まいのプロが、親身になって答えてくれます。
 でも、しつこくセールスが来たらと思うと気が引

協 賛
LIXIL   TOTO 
タカラスタンダード
DAIKIN 高島13:00～18:00 9:00～16:00

in 本郷生涯学習センター1階工作室

7 月 26 日（土）・27 日（日）

ける…そんな方もいらっしゃるかも？どうぞご安心
ください。「売り込みは一切ありません。安心し
てお越しください」と、大下知男・住まいづくり
祭り実行委員長も力強く約束して下さっています！
 「見て・触って体験会」では、リクシル (INAX)、
TOTOのキッチン・浴室・トイレなど最新の設備
や建材をご覧いただけます。
 もちろん、お楽しみのお祭りイベントもばっちり。
地元の特産品が当たる空くじなしの大抽選会や、
お菓子のつかみ取りなどもありますよ。家族みん
なで楽しんでくださいね！

『三原市民
住まいづくり祭り
実行委員長』
            大下知男

住まいのお悩みをお気
軽にご相談ください。
あなたのお悩みをスッ
キリ解消します。

山田記念病院の隣にオープンします！山田記念病院の隣にオープンします！サービス付き高齢者向け住宅

見学会開催のお知らせ
7/27(日)・28(月)　9:30~16:00

社会福祉法人泰清会ではこの度、三原市内に４箇所目となる
サービス付き高齢者向け住宅「サンライズやまだ」をオープ
ンします。ご入居者とご家族の安心を支える訪問介護・看護・
24時間の緊急対応はもちろん、医療機関との連携や、設備・
周辺環境も充実しています。この機会にどうぞご覧になって
ください。

サンライズやまだ見学会現地地図

施設見学会

サンライズ
グループ 皆様どうぞごらんください皆様どうぞごらんください

平成26年 8月 1日オープン

サンライズやまだの見学会及び入居のお問い合わせ窓口は生活に合わせた居室は3タイプ。
A-Type B-Type C-Type

住居専用面積　約 26 ㎡
リビングルーム約14帖

家賃88,000円

住居専用面積　約 19 ㎡
リビングルーム約9.7帖

家賃78,000円

住居専用面積　約 18 ㎡
リビングルーム約9.5帖

家賃76,000円
A・B・C共通（1ヶ月）共益費：15,000 円　水道光熱費：1日 220円　生活支援サービス：10,000 円
食費（別途契約）：52,800 円（朝食・昼食 ( おやつ )・夕食）　敷金：家賃の3ヶ月分となります。

サービス付き高齢者向け住宅

サンライズやまだ
0848-61-0028

まで

広島県三原市宮浦6丁目2-20

介護に関するご相談は
わたしたちサンライズ
グループのスタッフに
お任せ下さい。心を込
めてお応えします。

ユアーズ
もみじ銀行
広島銀行

ファミリーマート

R2

ユニクロ

山田記念病院

『サンライズやまだ』

胃ろうや在宅酸素などの在宅医療が必要な方でも、介護保険のサービスを組み合わせることで入居していただけます。詳しくはスタッフにご相談ください。
ココがポイント！

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

H28年度　成人式振袖レンタル展示会開催
思い出に残る振袖選びをお手伝い

最新柄に古典柄とデザイン豊富なレンタル振袖。価格帯、当日の
着付け、ヘアーメイク、写真撮りの有無など、お客様のご希望に
合わせて対応させて頂きます。どうぞお気軽にお越し下さいね。

・成人式振袖（フルセット）　

H27年度　成人式の方もお待ちしております。

ショール
又は
髪飾り

プレゼント中

展示会期間　7/24    ～8/31木 日

・成人式振袖（フルセット）
     + ヘアーメイク着付け
     + 写真（1ポーズ）

￥30,000～（税別）

￥50,000～（税別）
（5万円以上ご利用の方）

振袖ご成約特典

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

VOL.10

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☆」

ママが大好きなコウスケ
君。無邪気な笑顔に大満
足のカメラマンでした。
また大きくなった姿をみ
せてね☆

このとびっきり可愛い笑顔を見て下
さい！！ちょっと顔を見せるだけで
こんなに素敵な笑顔を見せてくれる
んです。撮影もあっという間！幸せ
なひとときをありがとう！

大きなスタジオに大はしゃぎだった
ハノンちゃん。可愛い笑顔をありが
とう。子どもらしい笑顔にシャッター
チャンスがいぃ～っぱい！また遊び
に来てね！

パパとママの愛情をたっ
ぷりもらって大きくなっ
たエイト君。スタジオで
もたくさんの笑いを提供
してくれました。もうす
ぐお兄ちゃんになるんだ
ね！おめでと～！

赤ちゃんの時からメイ
ちゃんを撮影させてい
ただいています。大き
くなったね～！これか
ら先もず～っと成長す
る姿をみたいなー。ま
た可愛い笑顔を見せて
ね～

R2

三原駅

マ
リ
ン
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東進
ハイスクールナイスイン三原


