
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

 ご高齢の方や車椅子の方など、事情があって美容室へ出向く事が困難な
方へ、デリッシュ・ヘアではご自宅・施設から美容室までの無料送迎
サービスを行っております。気分転換に美容院へ出かけてみませんか？
髪型を整えると気分もグッと明るくなりますよ。是非ご利用ください。
※旧市内は無料。それ以外の地域の方もご相談下さい。

0848-64-8139
お問い合わせ ご自宅・施設まで

訪問美容いたします

ご自宅⇔美容院　無料送迎いたします
美容室でくつろいで欲しいから

夏の日焼けは、シミ、ソバカスだけでなく、そのまま
放置しておくと乾燥してシワの元になってしまいます。
9.10月にしっかり潤い補給しておきましょう。

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

Ange Rose
（アンジェローズ）

日　時：9/20（土）13:30～
料　金： 1,000円
講師 田村弘一先生(予防医学アカデミー学長)

三原小学校

お茶の
平野園

三原駅

三原城跡

「認知症にならないための心得講座」夏の日焼け緊急対策

経絡リンパセラピスト養成講座10月生募集
料　金：38,000円（3時間×6回）
教材費：    4,600円（認定証発行）

コラーゲン 3回チケット お家でお手入れ用
純コラーゲン付き

通常価格　
15,000円 8,900円

チケット販売期間：10月末日

コラーゲン導入一回目
リフトアップ二回目
美白ケア三回目

コラーゲン導入一回のみのお試し 2,900円

詳細はお気軽にお問い合わせください。

講座案内

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

「三原からアイドル界を変えていけたら！」
　　　 ロコドル（ローカル・アイドル）“パステル”プロデューサーが語る未来
三原市内のキッズダンス教室でダンス指導を仕事と
する傍ら、三原発のアイドルプロデュースを手掛ける、
松浦竜也氏にお聞きしました。

６月にデビューしたばかりの「パステル」ですが、
早くも人気に火がつきはじめたようですね。

 プロデューサーの僕自身、驚いています。「パステ
ル」は、僕がダンス・スタジオで教えている生徒さん
たちと作ったグループ。最初は親御さんや、スタジオ
の関係者など、身内だけで盛り上がることになるの
かな、と思っていたのですが、イベントに出るごとに、
ちゃんとファンの方がついてくださって。毎回イベント
に来ていただくだけでなく、声をかけてもらったり、
サインを求められたり。予想外の反響に手ごたえを
感じています。
 そもそも「パステル」を作ったのは、僕がいわゆ
る “アイドル・オタク” だからでした。アイドルが好き
で、好きすぎて、本当は僕がアイドルになりたいぐ
らい ( 笑 )。だから最初は、生徒のみんなにイベント
に出てもらって、「僕も一緒に踊ろう」と良からぬ

三原のロコドル
『パステル』

ことをたくらんでいたんですね ( 笑 )。
 ですが、たまたま通りがかった方たちが「パステル」
のステージを観て、すごく盛り上がってくださるなど、
嬉しい反響をいただきまして、気持ちを新たにして
います。

そういう周囲の反応を受けて、メンバーの方たちは
いかがですか。

 メンバーはもともとダンスが好きな子ばかりなので
すが、最近では、アイドルとしての意識が芽生えは
じめているようですね。ダンスはダンスとして勿論
好きである一方、それとは別に、どうしたら、より
アイドルらしいステージングで盛り上げられるか、
彼女たちなりに考えています。
 普通のダンスとアイドルのダンスは、踊り方、表情
のつけ方、見せ方がかなり違います。まだ始めたば
かりなので、わからないことも多く、ファンの皆さん
のご意見や応援がありがたいです。現在はどんどん
イベントに出演して、より良いステージを作るべく、
レッスンを重ねています。

 一方、ロコドルといえどもアイドルなので、プライ
バシーや防犯への配慮は欠かせません。普段から
注意するように、レッスンの時、指示しています。

今後の展望は。

 我々のダンス・スタジオには、もうひとつ「カラフ
ルサンデー」という年下のアイドルグループがあり
ます。いわば「パステル」の後輩ですね。小さい
子が多いので、今はスタジオ内のイベント出演がメ
イン。ですが、今後「パステル」と「カラフルサン
デー」の２組で、どんどんイベントに出ていきたい
と考えています。まずは三原のロコドルとして、三
原の人たちにファンになってもらい、一緒に三原を
盛り上げていけたら嬉しいです。
 アイドルって昔と違って、なかなか「好き！」と言い
にくいジャンルになっていると思うんですよ。です
が、我々もがんばって、いずれは「アイドル大好き！」
「アイドル万歳！」と公言してもらえるような状況にで
きれば、と思っています。みなさん、ぜひ応援して
ください！

アイドルプロデューサー松浦竜也氏

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月よりスタートした「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

三原日和読者様限定
お試しキャンペーン

0848-63-5355
ご予約・お問い合わせは

12,800 円→4,900円

38,400 円→29,400円

（25,600 円→17,800円）×6ヶ月

1週間

3週間パック

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 アウレナで痩身
リンパドレナージュ

5～6日目4 日目

デトックス&
腸内環境ケア

ご自宅で
脂肪排出&
腸内環境ケア

ご自宅で

1～3日目・7日目

（7,900円のお得 !）

（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）

（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）

東広島市西条町
御園宇2403-1
082-493-8415
平日・土曜日
11:00～14:00
17:30～22:00
日曜日・祝日
11:00～14:30
17:00～21:30
火曜日

かに料理  かね綱

R2

R486

西条駅

秋の声
茶わん蒸

かに海鮮プレート

かにのセイロ蒸

かにと舞茸の天ぷら

かに釜めし

お吸物

デザート

コーヒー

2,000 円（税別）

9月〜11月

かにのかね綱の特別会席

特別会席『秋の声』

秋の食彩が楽しい

 東広島市旧375号線沿のかに料理専門店、かね
綱は市外からも多くの人が訪れる人気店。 『かに
本来の甘み、旨みは素材が命。当店のかにを
召し上がっていただけば素材を吟味し厳選して
いる事をご理解いただけると思います。』と
兼綱料理長。ご自身で目利きをする素材へのこ
だわり、料理人としての自信が伺えます。
 秋の訪れを感じる9月より11月までランチの
特別会席『秋の声』 が始まります。美味しい料理と
落ちついた空間で素敵な時間を過ごしませんか？

兼綱料理長

フジグラン
東広島店

至三原

道照交差点
R375

旧
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3
7
5
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至広島

R2

バイパス

イオン
三原

瀧宮神社

はろ～&すまいるMart

9/28（日）10:00～16:00

お申し込み・お問い合わせ：おのみちはぴねすくらぶ（奥田）
TEL/090 - 1186 -1837
mail

http://www.facebook.com/noriko.okuda.98
http://ameblo.jp/corino0509

/happinessclub.kirari@gmail.com PISCES  TEL/090-3634-6148（ありき）
Amebaブログ
Facebook

町おこし・地域活性化につながりますよう門前市開催 !
三原市中之町1-1-1
瀧宮神社

瀧宮神社 銀杏祭りin
会
場

～おっきなイチョウの木の下でキラリンご縁と門前市♥～

フリマ同時開催（～15:00）
縁結びおまもり
限定100個 !

島根県の須佐神社の末社である瀧宮神社は縁結びの社 !
恋愛だけでなく、友達・仕事など、なにかと繋がることは
すべてご縁!幸せなご縁を願い、感謝するためのご縁市～♪

地元の野菜・果物、スイーツ、地元作家の
陶芸、草履の販売、占い、似顔絵、銀粘土
雑貨、盆栽 etc.

三原駅

 コンニチハ、モーリです !  今回のお宅は、目の
前に公園があり、人や車の通行量が多い場所。
「落ち着いて過ごせる庭を」というご希望にお応
えしてのリガーデンです！ 
 オーニングつきのウッドデッキを中心に、花壇や
植栽までぐるりと囲む板塀を施工。外からの視線
が気にならないプライベートなお庭で、ゆったり
快適に過ごせます。
 ワザありなのが、ウッドデッキ奥の流し。下にホー

ス用の水栓と収納スペースを備えていて、つないだり外したりの手間がなく、水やりもラクラク！
 以前は視線が気になって掃出し窓の障子も閉めておられたのですが、今では窓で視線を遮らなくても
良いので、光をたくさん入れられて家の中が明るく、庭を眺めながら生活できるのが嬉しい、と喜ん
で頂いています。お庭次第で家の中まで改善できるリガーデン。あなたも考えてみませんか？

0120-86-2487

フリーダイヤル

『ファースの家』や健康住宅は
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

『残暑お見舞い申し上げます』
先月の三原市民住まいづくり祭りでは
　　　　　　　　皆様に大変お世話になりました。

 ７月に開催された、大下建設の『住まいづくり祭り』は大盛況！
各メーカーの応援もあり、中身の濃い２日間となりました。
 今回もたいへん多くのお客様が来場され、それぞれに祭りを
楽しんでおられました。最新設備の数々を見て回られる方、
お楽しみイベントに家族で参加される方、大下建設を応援に
来て下さる方、お茶を飲みに来て下さる方などなど、目的は
さまざま。そうした中、住まいづくり祭りでは【具体的な要望
をすでにお持ちになって来場される方】もたいへん多いのだ
そうです。
 【台所と居間を続き間にしたい】【高齢になったので楽なお
風呂に変えたい】などなど、普段から気になっている住まい
の悩みや要望を、このチャンスにと、大下建設の社員さんや
出展メーカーの方にぶつけておられました。
 すぐにでも取りかかってほしい、そんなお客様の気持ちをくみ
取った大下建設の皆さん、イベント終了後は社員総出でプ
ラン作り。見積りに打ち合わせにと、大忙しです。「住まい
づくり祭りでさまざまなご相談やご依頼を頂いて、忙しくなる
のは本当にありがたいこと。お客様のリクエスト以上の提案が
出来るよう、頑張っていきます」と大下社長も気合いを入れ
ておられました！

大下知男社長

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

下のホースも
水栓につながっ
ています。便利！

ベージュの大きな板塀は、のっ
ぺりした印象にならないよう、
白のアクセントで明るい感じ
に。向かって左側には広々駐
車でき、来客時も安心！

スクリーンを下ろせば
さらに涼しく快適に。
ウッドデッキがお部屋
のよう？

古窯レンガを７段積み
上げた花壇。ウッドデッ
キ側からも手入れがし
やすい高さです

モーリ #19

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

ひまわり

沼田川

興生
総合
病院

フジ
グラン

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。

『Webをご覧になってください』

アドバイザー

このQRコードをお使いください

いろんなホームアドバイスが掲載されている
サーパス宮沖二番館のホームページ

記者：最近の来場者の方々はどういった方が多い
　　　のでしょうか。
坂田：はい、それぞれの年代のお客様が来られ
　　　ますが私の担当させていただいたお客様は
　　　20 代のご夫婦など若い層の方々が結構
　　　いらっしゃっていますね。
記者：20代ですか、本当にお若いですね。どん
　　　な事を話されます？
坂田：一戸建てを望まれながら弊社にもお越しに
　　　なられるお客様も多く、わたしたちはそれ
　　　ぞれの住まいの良さをアドバイスさせても
　　　らっています。
記者：一戸建ての良さをアドバイスされるのですか。
坂田：我々アドバイザーはお客様のマイホームへ
　　　の思いや希望をお聞きしたうえでお客様の
　　　本当に合う物件や条件をいっしょに探したり
　　　もしますよ。サーパスの展示場にはいろん
　　　な物件の情報もあります。それを見ていた
　　　だいたうえでサーパスマンションも好きに　
　　　なっていただきたいので、お気軽にここに
　　　来ていただきたいのです。なので弊社の　

　　　ホームページも是非ご覧になっていろいろ
　　　な情報を知っていただきたいですね。
　　　わたしは弊社のホームページの『同じ未来を
　　　見ている」というプロモーションビデオが
　　　好きですよ！

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

成人式の振袖レンタル展示会を絶賛開催中。
華やかな最新柄からレトロで可愛い古典柄まで、豊富な品揃えで、想い出に残る
振袖選びをお手伝いします。H27年度の方もお待ちしております。

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

H28 年度　成人式振袖レンタル展示会

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）

￥50,000～（税別）

成人式振袖（フルセット）

￥30,000～（税別）
当日は着付け、ヘアーメイク、写真撮り全て
ポポロ近くの当店舗で行えます。移動がない
のでとっても楽。準備後はそのまま式典へ。

衣装のレンタルのみも可能。衣装はお持ち帰
り、お客様行きつけの美容室への配達も行っ
ております。美容室のご紹介も出来ます。

ヘアーメイクこだわりプラン全てお任せプラン

・前撮りと当日違う衣装が着られます。
・前撮り時の着物、着付けの料金はサービスさせて頂きます。（一着分）
・髪飾り、またはショールをプレゼント。（5万円以上ご利用の方）
・10,000円チケットプレゼント（式後から使用戴けるチケットです。
　当店の衣装何にでもお使い頂けます。）

ご成約特典

成人式は衣裳専門店で !

 須波町の海岸線沿いにある『喫茶・創作　海路（かいと）』
三原のきれいな海とおいしい料理を提供したいという思
いで続けられたお店もお客様に支持され 5 周年を迎えら
れました。その感謝の気持ちを [500 円チケット］にか
えて 9 月末まで来店者皆様にお渡しされるそうです。こ
の機会に常連の方もご新規の方も是非ランチに行かれて
みてはいかがでしょうか ?
 海路さんの絶景の瀬戸内海を眺めながらのランチは最高
ですよ！

『海路より感謝をこめて』5周年記念感謝「500円チケット」プレゼントのお知らせです、うん！楽しみですね。

喫茶&創作  海路（かいと）
三原市須波1-21-15
0848- 67- 3880
11:00～15:00/18:00～22:00
水曜日
第 2駐車場あり

須
波
駅

須波小学校

R185

セブン
イレブン

中山
鮮魚店

須波郵便局

P P第2

パスタ・ピザ・日替わりなど豊富な
ランチメニュー990円～

※500 円チケットは次回お食事時に使えます。
※期間中は混雑が予想されますので、ご予約をおすすめします。

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

『お肌の日焼けと同じように眼もお疲れです』
夏ももうすぐ終わります。みなさんお肌のお手入れはかかさないと思いますが、
眼球もかなりの疲労があるのです。紫外線、疲れ目からくる視力の低下などで起
こる眼のお悩み事もめがねの専門店くまのではお伺いします。どうぞ冷たいアイ
スコーヒーでも飲みながらゆっくりご相談ください。

楽しいブース45店 !!

フリマ出店者募集　限定15店

竹田恒泰講師プロフィール
1975 年、旧皇族 竹田家に生まれ、明治天皇の玄孫にあたる。
テレビ出演多数。著作に「日本はなぜ世界でいちばん人気が
あるのか」「現代古事記」等ヒット多数。

 山陽建設・山興会のお客様に感謝を込めて…

竹　田　恒　泰　氏　講　演　会　にご招待

とき：9月17日（水）16:00開場　16:30開演
会場：三原リージョンプラザ文化ホール
演題：歴史から学び未来へ伝える
　　　～日本を元気にするには～
山陽建設・山興会会員企業にお仕事をご依頼頂いたことの
ある方先着40名様にご招待チケットをプレゼントいたします。

応募方法
ハガキに郵便番号、住所、氏名を明記の上、下記までお送りください。

〒723-0016　三原市宮沖1-13-7
山陽建設株式会社　総務課　講演会チケットプレゼント係
※先着40名様の発表はチケットの発送をもって発表にかえさ   
せていただきます。

日和的
朗報


