タ カ シ ン ホ ー ム の お客様インタビュー !

M様邸 和室の利用価値が高い

しんきん教育ローン

間取りに満足！
太陽光発電も頑張ってくれています。

ご 融 資 利 率
（固定金利・保証料含）

佐藤さんは「こちらからは（電話を）掛けませんので」と言われ、

2.58%（当金庫会員の方）

2014

9月号

3.73%（会員以外の方）

vol.31
TAKE FREE

ガツガツ営業されない感じ。でも、こちらから連絡すると一生懸命
動いてくれて、とても対応が良かったです。決め手になったのは、
屋根一体型の太陽光発電。外観がすっきりしていて、上に物を
資 金 使 途

はお客様が玄関から直接入れて、なおかつリビングとつなげて
ご融資限度額

500 万円以内※6 年制大学は 1,000 万円以内

とても気に入っています。

ご 融 資 期 間

3 ヵ月以上 10 年以内※6 年制大学は 3 ヵ月以上 16 年以内（元金返済据置期間は卒業予定月まで）

シニアむけ

設計・施工 株式会社

嵩心

タカシンホーム
三原本社

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

建設業の許可

タカシンホーム

検索

尾道営業所

尾道市栗原町 3195-1
0848-36-5791

広島県知事許可（般-22）第35519号

パソコン教室 会員様募集

年会費 6,000円（税別）

ご 返 済 方 法

毎月元利均等分割返済または毎月元金均等分割返済（ご融資金額の 50% 以内まで 6 ヵ月ごとのボーナス返済可能です）

ご
利
用
いただける方

当金庫の営業地区内にお住まいの方または事業所に勤務されている方で次のすべての条件を満たすことができる方
①満 20 歳以上の方
②安定継続した収入のある方
③不渡り、延滞債務などの事故がなく、
（一社）しんきん保証基金の保証が受けられる方

担 保・保 証 人

不要

必 要 書 類

○本人確認書類 ○年収確認書類
（ご融資額100 万円以下は不要）○資金使途確認書類（学校発行の振込用紙） など

そ

①原則として、ご融資金は当金庫より支払先への振込が条件となります。
②具体的な返済額については、各営業店窓口・福山ローンセンターで試算いたします。
③金利情勢の変化により、ご融資利率が変更となる場合があります。
④保証会社の保証が得られない場合など、ご希望に添いかねることもありますので、あらかじめご了承ください。

の

他

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。

興味はあるけど何か

対応しています
シニアむけパソコンクラブ

はばたくネット
代表：湯淺

公伸

始めてみたいけど
パソコンを持って
いないし・・・

「教育ローン」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。

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

9月

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
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！

※パソコン体験 30 分程度、500 円にて実施中です。

1
2
3

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？

5

開催日時：2014 年 10 月 5 日（日）13:30〜17:30
開催場所：白龍湖観光農園（大和町大草）
参加条件：25 歳〜 45 歳までの独身男女※ただし、
男性は三原市に在住または在勤の方に限る
募集定員：男女各 20 名（合計 40 名）
※応募者多数の場合は抽選となります。
参 加 費：男女とも 2,500 円
締 切 日：9 月 21 日（日）までにホームページ
（http://cheer-s.com/141005）
からお申し込みください。

【主

催】
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】
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/141005

biyorin mama’ s column
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憧れの「おひとり様」
「おひとり様行動」に憧れた時期がありまして。ひ

してくれず「うー」と駅のホームでうずくまっただけ

とりで色んな事ができて、実はそれがどれも結構

で終わった「おひとり様バー」でした。

楽しいと知ったのは高校を卒業して一人暮らしを

またある年のお正月、仙台の友達の家へ一泊で遊

始めたころからでしょうか。買い物、映画などはも

びに行ったものの、まだ休みはあるのだし、このまま

ちろん、私はよく目的もなしにふらっと自転車で街

帰るのも勿体ないと、ひとり、夜行バスで秋田へＧＯ。

を探検していました。右に左にキョロキョロ首を動

ノープランの初秋田。大雪の秋田駅からタクシーに

かしながら知らない道を通り、思いがけず雰囲気

乗り「どこか温泉ありますか？」と言ったら近くの

のいい喫茶店を見つけたとか、その道が海へ出る

大衆浴場へ連れていかれ…。とりあえず窓越しの

までの近道だったとか、そんな小さな発見に、ひ

雪景色に小さく満足するとあとは特にすることもなく

とり軽い興奮と満足感を覚えたもの。

駅前をぶらぶら。上野行きの夜行列車の中で「そ

社会人になり、仕事柄、おひとり様ランチもカフェ

うだ、私は雪が見たかったんだ、きっと」と無理や

も日常になった中で憧れたのが「おひとり様バー」。

りセンチメンタルジャーニーに仕立てあげ、見え隠れ

「今夜の残業はバーよ」と言って実際仕事をショッ

する「ちょっとばかばかしかったな」という本音を

トバーだのに持ち込んでカクテル片手に仕事をこな

押し隠した「おひとり様旅」でした。

す同僚がいて、「超カッコイイ。私もっ」と真似し

そして夏休み終了のゴールテープも見え出した今、

てみたけれどそもそも私はお酒が飲めない。度数

また違う「おひとり様」に憧れている私です。

の高いカクテルで気分が悪くなっても当然誰も介抱

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。

読者プレゼント

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !

A 「共仕販が見つけたお米
D 映画「春を背負って」

5kg」

B 牛田智大 ピアノ・リサイタル

C

映画「ウッジョブ !」

応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
締切：2014 年 9 月 10 日（水）必着
「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。
E メールアドレス：info@miharabiyori.net
住所：723-0051 三原市宮浦 6-30-1 三原日和 宛
※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。

14

親子ペア 2 組様プレゼント

10月11日
（土）16:00 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）
S 席： 3,000 円（ポポロクラブ会員 2,700 円）
A 席： 2,000 円（小・中学生 1,000 円）

8

12

三原市

弱冠 12 歳でメジャーデビューを果たした驚異のピアニズム。
2 年の時を経て、いっそうの輝きをますピュアな感性の行方。
日本ピアノ界に衝撃を与えているその才能を、いまここポポロで聴く。

7

11

#31

牛田智大 ピアノ・リサイタル

6

10

三原リージョンプラザ

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。

4

9

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

び よ り カ レ ン ダ ー

三原市芸術文化センター ポポロ

『パークゴルフｄｅカップリンパーティ』
〜運命の人に出会いたい方々に・・・〜

しまなみ信用金庫 本店営業部
HP

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

三原市城町2-9-1
-1002
0848-67-1688
9:00〜18:00
不定休

NICE
EVENT

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・・・

Photo：Ayako Yamamoto 衣装提供：株式会社オンワード樫山

瀬戸内の十字路
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18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

三原のおもいでがいっぱいでした
写真提供

おとな 1 人と小中学
生のお子様 1 人のペ
アチケットです。
ご応募の際には必ず
お子さまの学年を
ご記入下さい。

※会員価格での購入はお一人 4 枚まで※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※A 席・小中学生券はポポロ・ポポロオンラインのみ取扱い
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、
ワタナベ楽器、ハママツ楽器（東広島）、啓文社新浜店（尾道）
ひろでん中国新聞旅行福山営業所、中国新聞販売所（取り寄せ）

三原の仏像展

9月4日（木）
〜10月13日（月）10:00〜18:00
リージョンプラザ展示ホール
文化課（０８４８-６４-９２３４）

入場料 ８００円，大学生５００円，高校生以下・障がいのある人無料

「三原花遊祭」美容・占い・雑貨・リラクゼーション・癒しの 1 日ご褒美イベント ! 新規出店者募集 !
9/13 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）

吉原章典さん

photo by Akinori Yoshihara

おかげさまで４０年。山陽苑一同より、心より感謝申し上げます

山陽苑

検索

施工例 お庭

http://www.sanyouen.net/

一般家庭のエクステリア工事、造園工事を中心としながら、三原運動公園、芸術文化
センターポポロ、三景園の「里の道」、備後運動公園など、公共造園も多数手がけられ
ている、有限会社山陽苑さん。１９７４年８月に創業され、今年の８月に４０周年を迎えら

施工例 外構

れました。
４０周年の節目を迎えるにあたり、
「多くのお客様に来ていただき、ゆったり、落ち着いて
打ち合せをしていただけるように」と新社屋がオープン。

確かな技術はもちろん、魅力的な
プラン図とわかりやすい見積もり
も同社の特徴

以前三原日和でもご紹介しましたが、このたび外構や室内
の備品も含めすべてが完成し、訪問された皆様にもたい
へん好評だそうです。また、あわせてホームページもリ

15
16

今年の夏も忘れられない

ニューアルされ、同社の特徴である温かみのある手書き
図面や、本物そっくりに出来上がりを再現したＣＧ、アメリ
映画「ウッジョブ！」〜神去なあなあ日常〜 ペア 3 組様
プレゼント
9月2１日（日）①１０:0０②１3:00 ③１5:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555
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
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
三原リージョンプラザほか市内要所
※前売り券の販売はありません ※フューレックカード使用できます

美術担当

三原市出身

花谷秀文さん

「きらきら 1day☆コラボ」靴の在庫一掃セール、ジェルネイル、マツエク、耳つぼジュエリー
080-1943-8705（ソノフェリーチェ . 安田）
9/21 10:00〜17:00 スタジオ A

喜んでいただけるよう、５０周年を目指して頑張っていき

有限会社グリーンアース
おまかせセット
おまかせセット

48,000 円〜
プロにまかせてお家がスッキリ！
プロにまかせてお家がスッキリ！
44トン車に積み込めるくらいを
トン車に積み込めるくらいを
処分致します。
処分致します。

まずは電話で問い合わせましょう！

9月28 日（日）①１0:0０ 〜 ②１３:0０ 〜
三原リージョンプラザ 南館第 2 研修室
0848-64-7555

内容：よく飛ぶおり紙ヒコーキを作って飛ばします 料金：３００円（材料代・・おり紙ヒコーキ
専用用紙） 指導：折り紙ヒコーキ協会 認定指導員 沖宗 さん
定員：各回 30 名 ※できるだけ事前予約お願いします （当日受付も可）

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。

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。

「はろ〜& すまいる Mart in 瀧宮神社 銀杏祭り」地域の皆さんとふれあい門前市開催 !!
090-1186-1837（おくだ）
9/28 10:00〜16:00 瀧宮神社

おり紙ヒコーキ教室

お問い合わせ・ご応募は 山陽苑 0848-64-9550 まで

蒸し暑い８月のある日、グリーンアース「ご
みのレスキューかたづけ隊」が駆け付けたの

山陽苑

三原市宗郷 4-2-30
0848-64-9550

田野浦小学校西へ 100m

レスキューならごみゼロ

フリーダイヤル

【かたづけ隊取材リポート！】

有限会社

0120-097-530 へ
主さん。その横で奥様が、「ついでにこの人も
持って帰って！」かたづけ隊、
「それはちょっと」
と苦笑い。

（運賃・処分費・作業員
2 名の費用込み）
・（運賃・処分費・作業員
2 名の費用込み）は市内Ｎ町の３階建てのお宅。当初、施主さん

割引券設置場所
三原リージョンプラザほか市内要所
※前売り券の販売はありません ※フューレックカード使用できます

リージョンプラザ

募集

職種 ／ 一般事務（基本的なパソコン操作が出来る方）
勤務時間／１３:００〜 17:00（週 5〜6 日程度）その他詳細は面談にて

『ごみのレスキューかたづけ隊』におまかせください！

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
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

『三原日和10月号』発行日

パートさん

たい」と、スタッフ一同、気持ちを新たにされていました。

映画「春を背負って」 ペア 3 組様プレゼント
9月26日（金）①１０:3０②１4:00 ③１8:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

ガーデンプランナー
エクステリアプランナー
造園工事・外構工事

造園に関する国家資格取得者の６名です（全社員１１名を代表して）

カ・ワシントン州での工事の様子なども掲載されています。
「４０年の皆様のご愛顧に心から感謝すると共に、今後も

▲

iPad も

▲

タカシン自慢の太陽光
発電「スマコン」は、
M 様邸でも大活躍！モ
ニターを見ながら生活
すれば、自然とエコな
暮らしになりますよ！

下見訪問（無料です）
※T ポイントが貯まります。 T-POINT

お見積もりのご依頼（無料です）
※T ポイントが貯まります。

安心セット
安心セット

T-POINT

28,000 円〜

は自力で片づけようとしましたが、階段の上

り下りで膝を痛めてしまいました。タンスな
どはどうすることもできません。困っていた

時、「三原日和」で「かたづけ隊」を知り、
たまってしまったゴミでも安心
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）
・（運賃・処分費・作業員
2 名の費用込み）電話しました。
22トン車に積み込めるくらいを
トン車に積み込めるくらいを
やって来たスタッフは、
若さあふれる精鋭３人。
処分致します。
処分致します。
流れ出る汗からひたむきさが伝わってきます。 弊社は三原市一般廃棄物収集運搬業の許可を取得し

楽々セット
楽々セット

家具など大きなゴミの片づけは、プロに任せ ている専門業者です。作業スタッフも研修を受けた

るのが一番。特に高齢者だけでは厳しいもの プロのスタッフですので安心しておまかせください。
・（運賃・処分費・作業員
2 名の費用込み）があります。悩んでいても始まりません。まず
（運賃・処分費・作業員
2 名の費用込み）
有限会社
ワゴン車に積み込めるくらいを
ワゴン車に積み込めるくらいを
は電話。見積もりは無料です。
グリーンアース
処分致します。
処分致します。
三原市久井町坂井原 253
きれいに片付いた部屋を見て、感慨に浸る施
0848-62-1381
少量のかたづけ向け
少量のかたづけ向け

▲

広く使うこともできるようにこだわりました。その他、吹抜けの
あるリビングや、玄関クローク、勝手口のある広い洗面室なども、

▲

予想以上に発電してくれる月もあり、つけて良かったです。和室

▲

載せている感じがないのがいいですね。
天候には左右されますが、

お申込人様またはお申込人様の子弟・孫・扶養されるご親族にかかる次の資金
①就学する学校等への納付金（最長 1 年分）
※「学校等」は、国内・海外を問わず学校（教育施設）と呼称されるものを指します
※「納付金」には、寄付金、学校債、いわゆる滑り止め受験で合格した学校等への入学金を含みます
②就学にかかる付帯費用（最長 1 年分、100 万円以内）
※「付帯費用」は、受験費用、教材費、下宿費用（敷金・礼金・家賃）、交通費、入学・卒業に伴う引越費用等を指します
③お申込人様が①または②を使途として、当金庫を含む金融機関・日本政策金融公庫および信販会社（消費者金融は除く）
から借り入れられたローンの借換資金および借換に伴う繰上完済にかかる手数料
①および②は、申込日時点で支払日から 3 ヵ月以内のものに限り支払済資金も可

18,000 円〜

