
視力ケアセンターは、昭和63年の開業以
来、全国25カ所の眼科医院と提携してい
ます。

視力ケアセンター

視力回復　無料体験会を開催します。視力回復　無料体験会を開催します。

京都府京都市中京区七観音町
623第 11長谷ビル2F
0120-04-7065
10:00~18:00 土日～17:00
月・火・祝

8/3( 日 )　
10:00～1６:00（最終受付時間15:30）
三原市芸術文化センターポポロ １F小会議室
先着5０名
無料
電話0120-04-7065まで【予約制】

日時

場所
定員
参加料
お申込

※未成年者の方は保護者の同伴が必要です。

「5歳から85歳の方まで体験しています」
 「子どもが最近目を細める」「めがねはかけたくない」「視力が
下がって黒板が見えにくいみたい…」「なんだか目がかすむ・疲
れる気がする」…などなど、毎日使っているのだから目の悩みは
大人も子どもも尽きません。視力は一度落ちたら戻らない ?そん
なに簡単に視力が戻るの ?気になる方もいらっしゃるはず。
 「もちろんすべての方が回復するわけではないんです」とスタッ
フ。「ですから、まず回復法を 20 分試していただき、視力に
変化があった方だけセンターでの回復法に取り組んでいただ
いています。

視力ケアセンターからの
無料体験会のお知らせ

要予約

0120-04-7065
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び よ り カ レ ン ダ ー8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。

『三原日和9月号』発行日

Concert  for  KIDS  3才からのクラシック
9月7日（日）11:00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）
おとな 1,600円（中学生以上）
こども 600円（3才～小学生）　
おやこペア 2,000円（おとな1人と小学生までのお子様1人のペア）

親子ペア5組様プレゼント

チケット取扱 /ポポロ、ポポロオンライン、中国新聞販売所（取り寄せ）、
ひろでん中国新聞旅行福山営業所

８月１１日（月） ①１０:0０ ②１3:00 ③15:30
三原リージョンプラザ 文化ホール　 0848-64-7555

映画「アオギリにたくして」

※前売り券販売はありません大人 1,000円　高校生以下　800円
平和記念公園内にそびえる樹木「被爆アオギリ」の下で、被爆体験を
語っていた故・沼田鈴子をモデルにしたドラマ。
※各回上映終了後、被爆体験の語りがあります。

８月１6日（土） ①１4:0０
８月１7日（日） ①１0:0０  ②１３:３０
三原リージョンプラザ 文化ホール　　0848-64-7555

「はらっぴ ing」　第三話～こいゴゴロ～　

大人 700円　高校生以下　500円（限定パンフレット付）

ペア2組様プレゼント

ペア2組様プレゼント自主制作みはらムービー

映画「超高速！参勤交代」
8月22日（金）  ①１０:3０ ②１4:00 ③１8:00 
三原リージョンプラザ 文化ホール　　0848-64-7555

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

前売り券1,000円

割引券設置場所　   三原リージョンプラザほか市内要所
前売り券　販売場所　三原リージョンプラザ、ポポロ、フジグラン三原、うきしろロビー　ほか

※前売り券の販売あります（当日販売もあり）
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

8/23  13:00～17:00
毎月第4土曜日は、「足のお悩み相談」・カウンセリング・オーダーメイドインソール・靴の販売

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

8/17  10:00～17:00
「きらきら1day☆コラボ」足の講座、ジェルネイル、マツエク、姿勢チェック!美と健康への入口

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

8/9 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）
「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 !

8/2 12:00～21:00   8/3 12:00~17:00
「MMM」みはらミュージックマーケット2014

８月24日（日） ①１0:0０ ②１３:0０ ③１5:3０
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

映画「黒い雨」　

前売りペアー券   1,500円　前売り券800円
当日料金　1,000円 ※高校生以下無料
前売り券販売場所/リージョンプラザ総合受付・ポポロ・フジグラン三原・うきしろロビー

第１３回日本アカデミー賞最優秀作品

やっさ祭り　8/8（金）・9（土）・10（日）

各チケット料金から1枚につき
200円を割引 !

※割引価格の適用はお1人4枚まで
※おやこペア券はペアで1枚とみなします

ポポロクラブ会員割引特典
おとな1人と小学生
までのお子様1人の
ペアチケットです。
ご応募の際には必ず
お子さまの年齢を
ご記入下さい。

ペア2組様プレゼント

ペア2組様プレゼント

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。

 梅雨明けと同時に始まった夏休み。前夜から早く
も浮き足立っている子ども達。宿題はどっさりある
けれど、９月は遥か彼方の地平線の向こう、暑さで
陽炎に霞んで見えないご様子。私はクラブ活動に
夏期講習、それに友達との遊びに忙しそうな中学生
の予定を聞きつつ、一度くらいは行きたい海水浴
にキャンプに…とカレンダーとにらめっこしています。
 さて、夏休みになるとその手の特集番組が多く組
まれる「怖い話」。私は大好きなのですが子ども
達は全員「無理‼」なため、（録画もしないでと言う）
ちょっと物足りない夏の夜。焼きそば・ソーメン・
チャーハンのヘビロテ夏休みお昼ごはんのお供、
あのミョ～に生 し々かった伝説のオカルト番組「あ

夏休み♪あ～なつやすみっ !!

なたの知らない世界」で鍛えられた昭和キッズの私
からすると何故こんなに怖がりなのか、甚だ不思議
なのです。
 生まれた時からコンビニがあるなど、一晩中当たり
前に明るい世界で生きているからなのか？楳図かずお
の漫画を読んだことがないからなのか？このまま「身
の毛もよだつ怖さ」を知らずに子ども時代を終えて
良いのだろうか？なんていらぬことを思いながら駅前
の土曜夜市をブラブラしていたら名案が！ここにも…
あそこにも…たくさんある空き家。この空き家を活用
して「三原名物  お化け屋敷祭り」なんていかがで
すか?

biyorin  mama’ s column#30

応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2014年 8月 3日（日）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。

3才からのクラシック「共仕販が見つけたお米　5kg」 映画　「アオギリにたくして」
映画　「はらっぴ ing」

A B C
D 映画　「超高速 ! 参勤交代」　E 映画　「黒い雨」　F

おいし～いお米2名様プレゼント !

ヤッサヤ
ッサ～

※当公演は3才以上のお子さまの鑑賞に適した内容となっております。
3才未満のお子さまはご入場いただけませんのでご了承くださいませ。
※小さなお子さまも1名につき、1枚のチケットが必要です。

上田じん 浜まゆみ大森智子 石野真穂

※各回終了後NG集、舞台挨拶があります

三原リージョンプラザ www.mihara-music-market.com

ここに注目！
『ごみのレスキューかたづけ隊』におまかせください！

サービスの流れ
お電話でのお問い合わせ
　　下見やお見積もりに伺う日程等を
                                             打ち合わせさせていただきます。

下見訪問（無料です）
　　※Tポイントが貯まります。

お見積もりのご依頼（無料です）
　　※Tポイントが貯まります。

お申し込み
　　※実際の作業日程等を決めさせていただきます。

お申し込み
　　※実際の作業日程等を決めさせていただきます。

作　業
　　※完了確認をしていただきます。

作　業
　　※完了確認をしていただきます。

終了確認後、お支払い
　　※Tポイントが貯まります。

▲

終了確認後、お支払い
　　※Tポイントが貯まります。

▲
▲

▲
▲

▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

有限会社
グリーンアース
三原市久井町坂井原253
0848-62-1381

弊社は三原市の一般廃棄物収集運搬業の許可を取得している専
門業者です。作業スタッフも研修を受けたプロのスタッフです
ので安心しておまかせください。

弊社に片付けの依頼をいただきますと（100円につき1ポイ
ント）Tポイントを付与させていただきます！

お部屋の下見・お見積もりを無料で実施させていただくだけで
なく、下見・お見積もり時にはTポイント30ptを付与させて
いただきます。

不用品1点の少量の片付けから、遺品の整理、片付け後の簡
単なお掃除もお受け致します。お気軽にご相談下さい。

有限会社グリーンアース

T-POINT

T-POINT

T-POINT

お盆前にお家をスッキリかたづけたい・・そんな時には

楽々セット
少量のかたづけ向け
・（運賃・処分費・作業員2名の費用込み）
　ワゴン車に積み込めるくらいを
処分致します。18,000円～

安心セット
たまってしまったゴミでも安心

・（運賃・処分費・作業員2名の費用込み）
　 2トン車に積み込めるくらいを

処分致します。 28,000円～

おまかせセット
プロにまかせてお家がスッキリ！

・（運賃・処分費・作業員2名の費用込み）
　 4トン車に積み込めるくらいを

処分致します。 48,000円～

0120-097-530へ
フリーダイヤル レスキューならごみゼロ
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筆影山
標高311m

東京スカイツリー
高さ634m

500m

▲

到達高度

▲

開花時半径

玉の直径　　60cm

玉の重さ　　70.0kg

打上げ火薬量　　　3,500g

玉の直径　　60cm

玉の重さ　　70.0kg

打上げ火薬量　　　3,500g

250m

▲

2尺玉ってい
ったいどれく

らいなの？

2尺玉はどこまで
　　あがるんでしょうか？

見るしかないでしょ！　三原の情熱！！
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20号（2尺玉）断面図

三原の誇る筆影山と比較すると

BOM!

海上打上げとなったことで初めて実現した、直径約500mの巨大花火
「二尺玉」は中四国地方最大級、広島県内では他にないデカさ！ 三原日
和のおすすめは、糸崎の花火大会メイン会場からの眺め。筆影山をバッ
クに光の花が空を覆い尽くす光景をぜひご覧あれ！

JR糸崎駅

JR三原駅

みはら神明の里

時広ランプ

是国ランプ

ゆめキャリアセンター

三原小学校

第一
中学校

糸崎
小学校
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花火本部
迷子センター
AED

花火本部
迷子センター
AED

ゲート 歩行者専用大看板
駐車場（15:00~23:00)

観覧エリア（17:00~21:30) 交通規制区域（17:00~21:30)
歩行者侵入禁止区域（終日）

船舶禁止区域

打ち上げ場所

ルールを守ってみんな楽しく花火を見てくださいね

花火当日は混雑が予想されますので公共の交通機関、徒歩にて会場に
行きましょう。ゆめキャリアセンターや三原小学校に駐車された方は、
JR等を利用して会場に向かうと便利です。（駐車台数に限りがあり
ます）ゴミ等もキレイに持ち帰るとみなさんよろこびますよ！

二尺玉のスポンサーは、三原の大勢の一般市民の皆さんです！

今回の花火大会に初登場する「二尺玉」は、一般の方からの募金を
集め実現させるもの。行政や企業だけでなく、市民一人一人の力を
合わせて、元気な三原を実現していくシンボルにしたい、そんな思い
が込められています。当初は本当に集まるのか不安もあったそうで
すが、反響は予想以上。多くの寄付が集まっています！ 花火を通じ
た市民意識の高まりは、実行委員会の皆さんもビックリするくらい
なんだとか。さらには個人だけでなく、話を聞いた企業からの支援も
増えているそうです。すごいぞ三原人！ 募金は商工会議所や三原駅
などで、まだまだ受付中です。あなたも二尺玉募金に参加して、打
上げ当日は「あの花火、実は私もスポンサーなんだよ！」と友達や
家族に「ドヤ顔」しよう！

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」

いつものご愛顧に感謝いたしまして、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

『夏だ！花火だ！サングラスだ！』

サングラスも全品感謝価格でご奉仕いたします！

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

 親しい方への暑中お見舞いハガキ、今年はパソコンで作ってみませんか？
はばたくネットは個別出張型のパソコン教室なので、好きな時間に自分の
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
まで丁寧にお教えしますのでご安心下さい。パソコン、iPad の用意も
ありますので持っていない方でも大丈夫ですよ。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。
※iPadもやっています。

お問い合わせ 0848-67-1688

年会費6,000円（税別）

暑中お見舞いをパソコンでつくりませんか？

代表：湯淺　公伸

― タカシンホームの太陽光発電住宅「スマコン」なら ―
26年度売電価格でも、しっかりおトクです！

尾道市栗原町3195-1
0848-36-5791

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

 毎年少しずつ下がっている、太陽光発電の売電単価。だから太陽光
発電住宅はなるべく早く建てるのがおすすめです。タカシンホーム
では、屋根一体型のスマートなパネルで、コンパクトな施工面積
でも大出力を可能にした「スマコン」シリーズをラインナップ。
多くのお客様にお選びいただいています。
 右のモデルでは 13.2kWを搭載し、月々の平均売電金
額のシミュレーション結果はなんと4 万円以上！ 住宅
ローンの支払いをばっちりサポートしてくれます。
より詳しいシミュレーションや豊富なプラン情報
を、当社ホームページでぜひご覧ください。

検 索タカシンホーム

MODEL smar-45
延床面積40.57坪

販売施工面積45.08坪
太陽光発電13.2kW搭載

「夏の特別学習」
KUMONの夏は伸びる夏。

7月18日（金）～8月31日（日）

算数・数学　　英語 . 国語
学習期間

学習としっかり向き合う時間のある夏。今できる
ところから着実にステップアップできる夏の特別
学習が上記の期間中に通常の１ヶ月分の費用で学習
できます。算数・数学、英語、国語から1教科でも
複数教科でも、ご希望に合わせて学習できます。
お近くの KUMON の教室、または KUMON の
ホームページからお申し込みください。

夏の特別学習のPOINT!

「まずは行ってみよう！」

自学自習力
自分から勉強に取り組み、

どんどん先へと
進んでいく子に。

集中力
目の前の問題に全力で
向きあい、速く正確に
答えを出していく子に。

応用力を発揮する
ための基礎がしっかり

備わった子に。

基礎学力

「夏の特別学習」の後、継続して学習される場合
●月会費 6,480 円（1教科 / 幼児・小学生の場合）です。中学生 7,560 円、高校生以上 8,640 円。※英語学習開始時には、専用リスニング機器「E-Pencil」
6,480 円（税込）をご購入いただきます。●会費は教材費、消費税を含みます。●公文式の教室は入会金が不要です。●教室での学習は週2回です。

同時受付中！
０歳～２歳台の
お子さまとお母さま

くもんオリジナル絵本とCDで、親子の楽しいことばのやりとりを。教室で先生とのコミュニケーション
タイムも。今なら2週間無料でお試しいただけます。会費 /1 ヶ月 2,160 円（税込）※入会金不要

ここを
チェック！ 検 索くもんいくもん

KUMONの秘密と魅力が
わかるホームページ

のお知らせです。
まだ、

間に合います!!


