未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

大下建設がおすすめする、快適健康住宅『ファースの家』

INTERVIEW

一生懸命に頑張る子供たちは、本当に素敵です
そんな子供たちを、もっともっと舞台にあげていきたいと思っています

「ファースの家」は、夏は涼しく冬は暖かく、最適な温熱環境を意識した住宅です。
快適な温熱環境のために必要な 4 つの条件をコントロールし、住宅の中に取り入れたのが「ファースの家」
です。その気密･断熱の高い性能から、少しのエネルギーで快適に暮らせる、省エネ住宅です。

中国地方を中心に多数の地元ミュージカルをプロデュースし、脚本、作曲、作詞、演出、演技指導も行われて
いる渡邊勝子氏に、三原市民ミュージカルについて伺いました。
三原市民ミュージカルについて教えて下さい。
当初は大和町の町民ミュージカルとして始まった
ものが、合併後に三原市民ミュージカルとなり、今年で
通算 17 回目になります。元々は教育委員会の主催
でしたが、現在は実行委員会組織を立ち上げて市から
の支援も受けながら実施しています。
脚本は地元の民話や歴史が題材で、近年よく取り
上げているのは隆景ですね。三原でしか作れない、
オリジナルなものをやっていきたいと思っています。
出演者は 40 名程度で、下は小学校 2 年生から上
は 73 歳まで。舞台って、ママさんコーラスとか何
年生の劇とか、近い年齢での横割りがとても多いん
ですが、このミュージカルは縦のつながりがとっても
大切で。10 年続けた子も今年初めての子も同じ舞
株式会社ワタナベミュージックラボ

台で演じるわけですから、年齢や技量の差がすごく

取締役副社長

あります。ところが場面場面で 1 人下手な子がいる

渡邉

勝子氏

と「この子下手だね」と言われてしまう。そう言われ
る子を絶対作りたくないので、とにかく初心者の子を

見つけて欲しくて。そのお手伝いをできたら嬉しい

みんなで守って、引っ張り上げていくんです。

ですね。

どのような指導をされるのですか。

ミュージカルを見られた方の感想は。

私ね、子どもって限界が無いと思うんですよ。こ
れくらいだろうと思っても、それを破ってもっともっと

ぜひ見てやってください、本当にね、素敵なんで
すよ子供たちが。

伸びてくる。だから壁をぶち壊すのが私たちの仕事

新しい市長さんにもどうしても見てもらいたくて、

じゃないかと思ってるんです。
「この子はここまでだ」
っ

去年見ていただいたんですね。そしたら、こんなに

て思っちゃダメ。こうでしょ、
あーでしょ、
もう一回やっ

子供たちがキラキラして素晴らしいものが三原にあ

てみ、って何回も何回もやらせる。そうすると小さい

るのを知らなかった、と言われまして。次の日市長

子は必ず泣くんですね。でも絶対守らなきゃいけない

さんに呼ばれて、3 年後に三原城 450 周年になる

ことがあるんです。何回もやって泣かすけど、その日
のうちに「出来たじゃない！」って感動を与えてあげる。
教える側にとっては 50％でも、本人はものすごく努力

ので、そこでふさわしいものをぶつけて欲しい、と
言って頂きました。
三原のポポロって、文化の発信基地だと思うんで

してるわけですから。そうやって少しずつ壁を超えて

その

1

廊下も寝室も WC も
同じ温度で暮らせる快適さ

「ファースの家」ならではの、外･内断熱をダブルで組み合
わせ、高い断熱性能を実現しています。そして、ファース
専用断熱材「エアライト」の吹き付け工法による高い気密
性で、室内の冷暖房の熱を外に逃がしません。また、構造
体の中に空気を循環させるため、構造体内も最適な温度に
調整され、家全体の空間をほぼ一定に保ちます。
そのため、基礎･壁・天井からの輻射熱で、マイルドな冷暖
房空間の中で生活する事が出来ます。
この続きは web でご覧下さい。
「ファースの家」、
「大下建設」
で検索して下さい。

いうのが、ワタナベ楽器の朋子社長も一緒の共通認

一生懸命やったかどうかっていうのは、わかります

識です。私は舞台をつくるほうで、これからも続け

から。そうやって頑張る中で、小さいときの大切な

ていけたらいいなって思っています。

体験、宝物発見みたいなね、一番大事なものを早く

！ ファースの家は ！ ファースの家の

『ファースの家』や健康住宅は

れるんだろう、もっともっとたくさん乗せたいねって

一生懸命っていう言葉が私は大好きですね。本当に

4 つの条件

快適な室内環境のための

す。そこで子供たちをどれくらい舞台の上に乗せら

いくと、際限なく伸びると思うんですね。

大下建設

0120-862-487 まで

三原初の美容皮膚科提携サロン『アウレナ』。

神社仏閣の厳かな佇まいの中、
四季の美しさ日本らしさを味わえる
和婚スタイルはいかがでしょう。
初々しい白無垢、雅な色打掛や
本振袖をご用意しています。

挙式はチャペルがいいけれど着物も気になる・・・
ならお色直しや写真撮りで取り入れる方法も。
結婚式の形を決め兼ねているのであれば、式場や
お写真、美容室のご案内、手配も可能です。

三原日和読者様限定
お試しキャンペーン

ブライダルを熟知したスタッフが衣裳に関する相談に丁寧にお答え致しますので、安心してご来店下さいね。

取り扱い商品
ウエディングドレス、カクテルドレス、白打掛、色打掛、引き振袖、タキシード、紋付、
モーニング、留袖、訪問着、中振袖、子供衣装、初着、祝着、卒業式袴、礼服、ゲストドレス、
ブラックフォーマル、喪服など

ウレシイ 全て見つけられるかな？ 答えはwe bで
プレゼント付 7 つ の 間 違 い 探 し

1週間

（7,900 円のお得 !）

そしてアウレナでのキャビテーションを中心
とした脂肪分解と排出マッサージを組み合わ

貸衣装

ベルフィーユ

大阪王将

三原市宮浦 6-20-22
0848-60-1515
10:00〜18:00
水曜日

こぐま屋

初回

1日目〜3 日目

まずは無料

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。

かにのかね 綱 の 豪 華 な 特 別 会 席
11 月 16 日迄の秋の特別会席、かにの持つ旨味を多彩に引き出した、かにのお造り会席です。

カウンセリング

4 日目（アウレナにて）

0848-63-5355

ご自宅で
脂肪排出 &
腸内環境ケア

深部温熱ケア
脂肪分解キャビテーション
脂肪排出マッサージ

ご自宅で
デトックス &
腸内環境ケア

ご予約・お問い合わせは

5日目〜6 日目

焼きみそが

修正後
三原

ついて
さらに豪華

検索

大和
6,000 円（税別）

昭和の古きよき三原には、牛骨ダシをきかせたラーメン屋さんがたくさんありました。
醤油とんこつ＋牛骨＋アゴだしで、昔懐かしい三原ラーメンをベースにさらに美味を追求！通販専門の
ラーメン店です。ぜひ一度ご賞味ください。（通販サイト制作：ホームページの apio）

グラタンが

提供●ホームページの apio 三原市港町 3-4-8-2F TEL0848-67-3960

ついた
お得なコース

季節
限定

かねしょう

秋のおすすめスイーツ

「レストラン かねしょう」から、秋の限定スイーツが登場。
今年の主役はいちじく。今だけの旬の味覚をどうぞお見逃しなく!
いちじくのパウンドケーキ ￥880
ドライフルーツのいちじくをたっぷり使用。
濃厚なパウンドケーキです。
いちじくのチーズプリン ￥360
自家製のいちじくソースを、なめらかな
カスタードチーズプリンにかけて。
パンプキンのカスタードチーズプリン ￥360
人気の初恋プリン・パンプキンを、可愛い
ハロウィンのパッケージで販売中です !
※価格は全て税込です

レストラン

かねしょう

三原市港町 3-3-1
0848-64-3210
11:00〜15:00
17:30〜21:30
ランチは休みなし
ディナーは月・木・日休み

海

かに造り盛り合わせ

風

（写真）

かに造り盛り合わせ
茶碗蒸し
焼きずわい蟹
かにのタルタル
かにの天ぷら
かにの釜めし
吸い物
デザート

5,000 円

（税別）

・ずわい蟹焼霜造り
・ずわい蟹むき身の白板昆布
・たらば蟹のかいわれ巻き
・たらば蟹湯引きイクラのせ

かに料理

東広島市西条町
御園宇 2403-1
082-493-8415

平安・海風・大和のいずれにも
かに造り盛り合わせはございます

11:00〜14:00
17:30〜22:00

R486

かにのかね綱

検索

至広島

道照交差点

R2

フジグラン
東広島店
旧
R
3
7
5

R375

日曜日・祝日
至三原

11:00〜14:30
17:00〜21:30
火曜日

ングから絵画のように眺められるなん

です。もちろん自分の趣味のスペース

て、こんな贅沢はないですね。

も確保したいからですが（笑）。

記

現地では何でも親身に相談にのってく
ださる坂田アドバイザーがおられるの
で気軽に相談してみてはいかが？

者：ご購入の決め手は？

ご夫婦： 住宅ローン金利はまだ低く、家賃とあ

サーパス宮沖二番館

大好評のフェイシャル定額

広島銀行

（募集人数に限りがございます。
）

井上
眼科 イオン三原
三原
郵便局

『秋のメガネ』

自分の物になるマイホームにと感じま
すしね。それなら少しでも早いうちに

アウレナ

三原駅

（月々 4,800 円〜）も募集中 !

したし、いずれ住宅ローンは終わりま
始めた方がいいのではと思いました。

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

くまのさんに気軽におねがいしてね！

秋と言えば、読書、映画鑑賞、スポーツに行楽地へドライブ等の楽しい事がいっぱい。

そんな人生設計にもいろいろアドバイ
スいただけたのがとてもありがたかっ
たですね。

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。

アドバイザー 坂田謙一郎さん

サーパス宮沖二番館
三原市宮沖 5-9-34
0120-361-384
10:00〜18:00
水曜日

（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）
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。

メガネサロンくまのではメガネの専門員があなたにベストなレンズ、フレームをアド

弊社は三原市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。

まずは電話で問い合わせましょう！
INT

T-PO

三原駅

HOTEL
TODAI

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局

R２

紳士服はるやま

沼田川

48,000
48,000円〜
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！

スポーツの秋ですから軽くてフィットするスポーツ用メガネもありますよ。

三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

三原テレビ

おまかせセット
おまかせセット

シニア向けのパソコン用レンズやドライブのときの視覚を良くするレンズ、もちろん

メガネサロンくまの

和牛
信

興生
総合 フジ
ひまわり 病院 グラン

有限会社グリーンアース

『メガネを目的にあわせて使い分けよう』

GUCCI のウエリントンタイプで
秋の夜長に読書なんてね・・

三原
高校

『ごみのレスキューかたづけ隊』
におまかせください！

などの方も多いかと思います。

平日・土曜日

西条駅

おいしいかに料理を食べるには

かね綱

がたいです。瀬戸内海と筆影山をリビ

キッチンを用意してあげたかったから

ご自宅で
デトックス &
腸内環境ケア

〜？
の〜
でる
読ん
ん何
さ
の
くま

平安
4,000 円（税別）

開放感ですね。これは何ものにも代え

した。同じ住居費として支払うのなら、

バイスします。いろいろとご相談くださいな！
なるほど
なるほど・・

アツアツの

奥さん：南向きで何も遮られない陽当り・眺望・

7日目

でもシニアの方は「最近は本を読むと眼が疲れる」、「眼がかすんでちょっと遠出は」
焼きタラバと

華の家

ご主人： やっぱり子供や家族の為を思ってマイ

者：物件のお気に入りポイントは？

まり変わりないということが分かりま

【1 週間プログラムの流れ】

R２

記

が勉強に励める部屋や、妻が満足する

（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）

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。

通販専門！お買い求めは htttp://hananora-men.com までどうぞ！

者：住宅探しのごきっかけは何でした？

定額月2 回 ×6 ヶ月パック

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、

本物

モデルルーム公開以来、多くの皆様から反響のあるサー
パスマンション。実際にご購入されたご家族に弊社記者
が「その決め手」をうかがってみました。

（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）

ユニクロ

すき家

『わたしたち、サーパス宮沖二番館を購入しました』

ホームを持ちたいと思いました。子供

（25,600 円→17,800 円）×6ヶ月

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

※電話がつながりにくいことがありますのでご容赦ください。

38,400 円→29,400 円

いただく一週間プログラムです。

I WILL 土居写場

予約開始 10 月 5 日朝 10:00 スタート！
電話番号は 0848-62-2984

3週間パック

せたお手入れ。徹底して脂肪分解に取り組んで

ファミリー
マート

宮浦郵便局

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。

記

12,800 円→4,900 円

ご家庭でのデトックスケアと腸内環境ケア。

※レンタル期間は、ご希望に応じます。
※返却時はクリーニングに出して頂く必要はありません。
※県内外への配送サービスも行っております。

http://www.miharabiyori.net
華のらーめん 2 人前
1 名様
プレゼント ご自宅にお届け致します !

大好評です。

※衣装に関する小物は一式お付けします。

三原市本郷町上北方4168-1
0848-86-2482

ファースの家

8 月よりスタートした脂肪分解プログラムが

・留袖 ￥15,000（税別）〜
・モーニング ￥16,000（税別）〜

実用新案を取得

ア ウ レ ナ の 脂 肪 分 解プログラム。
結 果 も 続 々 出 て い ます。
只 今 お 試 し キ ャ ン ペーン中 !!

応募方法につきましては、イベントスケジュール横
「読者プレゼント」欄をご覧下さい。

自分らしく着こなす和スタイル

工法は多くの特許や

住宅です

大下建設株式会社

フリーダイヤル

ご両親様やゲストの方の着物、
お洋服も豊富に取り揃えています。

公的にも認められた

検索

ファースの家や快適リフォームのご依頼は

渡邉勝子さん制作の音楽 CD 付き絵本
『風のせれなーで』を 5 名様プレゼント

奥ゆかしい日本の美

「SMILE キッズ大集合復活しま〜す☆」

見積もり無料なのに
T−ポイントがついてきます！

有限会社

グリーンアース

三原市久井町坂井原 253
0848-62-1381

フリーダイヤル

安心セット
安心セット

28,000 円〜

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）
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
処分致します。
処分致します。

楽々セット
楽々セット

少量のかたづけ向け
少量のかたづけ向け

18,000 円〜

（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）
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
処分致します。
処分致します。

レスキューならごみゼロ

0120-097-530 へ

