未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

地元の力で、楽しめる街をもう一度作りたい
「Cafeみなとまち」はそのための第一歩です
「Cafe みなとまち」をオープンされ、株式会社
みなとまち代表取締役として今後も中心市街地活性
化に取り組まれる、石井克昭氏に伺いました。

期間限定オープン中の「Cafe みなとまち」、評判

はいかがですか。

久しいですが、なかなか具体的な形にはなっていま
せん。ただ、10 年前にデイサービス「サンライズ
港町」ができて以来、病院や高齢者施設など関連

おかげさまで好評です。かねしょう、共楽堂、こぐ
まや、八天堂などの「三原を代表するスイーツ」が
一度に味わえる。しかもそういう体験が、道の駅や
百貨店ではなく、商店街の空き店舗でできる、と
いうところが人気のようです。看板メニューは、八天
堂のクリームパンを使った「フレンチトースト」
。日本
全国で、秋葉原のカフェとここだけでしか食べられ
ません ( 笑 )。週末には市外からもお客様が来てく
ださっています。
このカフェは我々「株式会社みなとまち」の事業
第一弾。商店街を活性化させるためのコミュニティ
スペースと位置づけて、今後、各種講座や文化サロン
の場としても活用していく予定で、10/25 には

快適な室内環境のための

施設が増え、バリアフリー化も済んで、環境は整って
います。ではソフトの方、つまり空き店舗をどうする
か、というのが現在の問題。私は帝人通り商店街の
振興組合理事長をしていますが、正直、商店街だけ
では力不足なところがある。そこで思い切って、" まち
づくりが盛ん " という鳥取県米子市のタウンマネー
ジャーさんに、お話を伺ってきたんです。すると米子

私も「帝人通りエリアに活性化のための会社を」と
考えていたところ、店がお隣で幼馴染でもある八天堂
の森光さんや、サンライズ港町の後藤さんが賛同し
てくださった。それが始まりです。

香川県でオータムウエディ
ングを挙げられたとっても愛ら
しいお嫁様。選び抜いて決め
たお気に入りのドレスが、優し
い雰囲気にぴったりです。素敵
な彼とこれからも仲良く幸せ
にお過ごし下さいね !

それから、空き店舗への誘致です。今は大型ショッ

身体の老廃物を体外に排出し、温熱療法により
ウイルスに負けない免疫力の高い身体作りをして
おきましょう。
11/2（日）10:00〜17:00
「薔薇パーティー」お手頃価格でリンパ・マツエク・パーマ・
ネイル・足ツボ・パワーストーン講座が体験できる！

三原駅

を床下に通し、「スカットール」で空気を清浄します。

（遠赤外線岩盤ベッドにて）

ヒドなどの化学物質や、タバコの臭い、その他の有機
ガスなどの汚染物質を吸着し、空気をきれいにする効

果もあります。そのきれいになった空気を循環させて、

ていきます。「こんなものを扱ってほしい、置いて

代表取締役 石井

克昭氏

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。

6,300 円 ×3 回の 18,900 円

※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。

通常価格 6,500 円

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

3,500 円

1 週間痩身・脂肪分解プログラム

12,800 円→4,900 円
11 月のキャンペーン

秋の乾燥肌スペシャル保湿ケア

2,500 円→1,500 円
フェイシャル肌再生
お試しキャンペーン

2,900 円

『アウレナ』ではメニューやお手入れ、使用する美容液などは、提携美容
皮膚科のドクターの指導・アドバイスに基づいて決められています。

※詳しくはお問い合わせ下さい。

【1 週間プログラムの流れ】

ご予約・お問い合わせは

0848-63-5355

宴会セット（要予約） お一人様 3,000 円（税別）

4 日目（アウレナにて）

5日目〜6 日目

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

大好評のフェイシャル定額

広島銀行

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

井上
眼科 イオン三原
三原
郵便局

国産定番牛ロース・豚カルビ・和牛定番カルビ・ホルモン・牛塩タ

7日目

ご自宅で
デトックス &
腸内環境ケア

アウレナ

三原駅

（月々 4,800 円〜）も募集中 !
（募集人数に限りがございます。
）

ン・生ハムサラダ・野菜焼き・豚角煮・ナムル・サンチュと旨さ、
ボリューム満点。飲み放題もご予算もご相談してください。

パソコン教室 会員様募集

シニアむけ
設定、トラブル解決などお手軽にお問い合わせ下さい。

泡がシャリッと冷たい生ビール。−5℃のおいしさ
キープ、キリン一番搾りフローズンと厳選された
山陽路さんのお肉、相性バツグンです！！

本郷の国道 2 号線沿いでお店を構えて 46 年、
本郷で焼肉といえば『山陽路』
。二代目も美味
しいお肉を安く提供する姿勢を変えないこだ
わりのお店。108 席あるので友達との集まり
から会社の忘年会まで使える。予算も相談に
のってもらえるし、牛のユッケ（999 円税別）
が食べれる貴重なお店でもある。

山陽路

三原市下北方1-10-1
0848-86-6446
平日

山陽
ドライブ
イン

イオン
本郷
セブン
イレブン

コカコーラ
ウエスト
R2

11:00〜14:00
17:00〜2100
土・日曜日・祝日

11:00〜22:00
月曜日（祝日の場合は
翌日に振替）

6,000 円

・設定（メールなど） 3,000 円〜

自分からすすんで
机に向かい、

ンライフが 2 タイプのお部屋で実感できます。これは是非

くもんいくもん

体感してもらいたい。『建築中ですが本物を多くのお客様に
見ていただいて、ここに住まわれるイメージを膨らませて
いただけるとうれしいですね。私がご案内致します』とエス
コートされるのは坂田アドバイザーさんです。

学び取っていく力

検索
建築中の入口です、こちらからどうぞ

基礎学力

ひとつのことに

すべての教科の

夢中になって取り組める力

要となる読解力や計算力

「11 月無料体験学習」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。

5,000 円〜

※会員になっていただくと、設定、トラブル解決、パソコン指導（1 時間）など 1 点
サービス致します。
※パソコン指導もお任せ下さい。
（個別、少人数制、1 時間 3,000 円、 人数、時間により割引あり）

※パソコン体験 30 分程度、500 円にて実施中です。詳しくはお問い合わせ下さい。
（価格は全て、税別価格です）

はばたくネット
代表：湯淺

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

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

こちらのきれいなエントランスをぬけて

2 階に
上がると

三原
高校

和牛
信

興生
総合 フジ
ひまわり 病院 グラン

三原テレビ

公伸

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

実感できる本物のリビングルーム

ウォークインクローゼットから
直接バスルームに入れるなんて
いいですよね

沼田川

秋冬の新作登場！

新作メガネがぞくぞくと入荷してきています

2014 秋・冬のメガネフェア

VOL.11

ioFT
2014.11.1 より開始致します

ら多くの方々が訪れ、出展社との間で活発な
シニアむけパソコンクラブ

・トラブル解決

建設工事も着実に進んでいる『サーパス宮沖二番館』。この
度、
建物内にモデルルームが完成致しました。実際のマンショ

お申し込みは
お近くの教室、または KUMONの
ホームページへ。

集中力

自学自習力

アジア最大級の国際商談会です。毎年全国か

ありますので、お持ちでない方もお気軽にどうぞ。

年会費

11 月無料体験学習の POINT!

製品などが世界 20 ヶ国 430 社が出展される

また、個別少人数制のパソコン指導も行っております。パソコン・iPad の用意も

〈料金〉

ここを
チェック！

国際メガネ展は最新のアイウェア、眼鏡関連

お困りではありませんか ? 各種トラブル解決もお任せ下さい。
焼肉・お食事

『建物内モデルルーム』が完成しました

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。

予約開始 11 月 2 日

すべてのメガネを特別価格に
させていただきます

※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。

I WILL 土居写場

商談が行われるイベントです。
メガネサロンくまのではその流行と関連製品を
いち早く取り入れるべく、今年のトレンドの
メガネを只今続々と入荷させています。
メガネサロンくまのならではのブランドフレー
ムも是非お試しください。

お母さんとお父さんが大好きなマユちゃん！ニッコリ笑顔とかわ
いい服が相性ピッタリで元気なかわいい写真になりましたね☆
カメラマンもマユちゃんの笑顔には癒されました。また元気な笑
顔を見せに来て下さいね。

「SMILE キッズ大集合☆」

iOFT 第 27 回国際メガネ展が開催されました。

パソコンに関するあらゆる事に対応致します ! パソコンの設定・販売・設置等で

忘年会は焼肉山陽路で！

サーパス宮沖二番館に

三原日和読者様限定
お試しキャンペーン

有効期限 12 月末まで（年末は 30 日まで営業）

カウンセリング

算数・
数学
英語 , 国
語

実りの秋、くもん力をはぐくむ
KUMON の学習を体験
してみませんか。

大容量のガレージ収
納！お好みで棚板も
設置できます

三原市皆実 1-14 -11
0848-63-1301
10:00〜19:00
水曜日

3 台分の駐車場はコンクリート
と砂利でスッキリ広々、水は
けも良いです。２台は砂利の
部分をまたいで停めます

たは KUMON のホームページからどうぞ。

R２

腹部温熱→ラジオ波脂肪分解→手技もみ出し→EMS

まずは無料

三原市本郷町上北方4168-1
0848-86-2482

高めの板塀で、玄
関前から家の中が
見えないよう配慮
しています

トラインを見極めます。無料体験のお申し込みは、お近くの KUMON 教室、ま

こぐま屋

11 月はパックメニューが新たにリニューアルとなります。

1日目〜3 日目

三平商事有限会社
円形のモチーフで
アプローチを優し
い印象に。門柱
の笠木は古窯レン
ガです

ます。学力診断テストも無料なので、現在の学力がわかり、お子さまのスター

ユニクロ

痩身メニュー“脂肪分解プログラム”がお陰様で大好評です。

ご自宅で
デトックス &
腸内環境ケア

R２
トヨタカローラ広島

ただけます。算・数・英・国のすべてが学習可能で、最大3 教科を 4 回まで受講でき

ファミリー
マート

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 !!

初回

大下建設株式会社

呉線
ローソン

11/13（木）〜 11/30（日）の 2 週間、教室での公文式学習を無料で体験してい

貸衣装

検索
ユーホー

KUMON の学習を無料体験してみませんか ?

シャルの “肌再生プログラム” そして 8 月よりスタートした

お腹引き締めコース

（アンジェローズ）

三平商事

「まずは行ってみよう！」

オープンして以来、提携美容皮膚科ドクター監修のフェイ

10,000 円

Ange Rose

ますので、ぜひ見に来てくださいね！

11月13日（木）〜11月30日（日）

※衣装に関する小物は一式お付けします。
￥12,000（税別）〜
※バッグ、アクセサリーをお付けすることができます。

すき家

の上昇とともにサイズも幅広く選べるようになりました。当社でも展示してい

0120-862-487 まで

11 月「無料体験学習」

・ゲストドレス

宮浦郵便局

見た目もスッキリ。DIY の作業空間としても活躍してくれます。近年では人気

フリーダイヤル

検索

ただいま
受付中 !!

・留袖 ￥15,000（税別）〜
・モーニング ￥16,000（税別）〜

美容皮膚科提携エステティックサロン『アウレナ』。2 月に

通常価格

実用新案を取得

て荷物の出し入れや整理もしやすいです。シャッターを閉めれば雨風にも強く、

ファースの家や快適リフォームのご依頼は

家中に行き渡らせるのです。
『ファースの家』や健康住宅は

株式会社みなとまち

ほしい」というご意見を、ぜひお寄せいただけたら
と思います。

75分

住宅です

「ファースの家」へのご質問
ので、湿気を吸放湿するほか、空気中のホルムアルデ お待ちしています！！

よく「三原の商店街には欲しいものがない」という

腹部温熱→足浴→薬石クリーム
による全身経絡リンパ手技

工法は多くの特許や

記念撮影！

いので自転車、三輪車、ベビーカーなどがスムーズに出入りでき、人が中に入っ

用しているシリカゲルをファース工法用に処方したも

声が聞かれますが、少しずつでもご要望を吸い上げ

チケット販売期間：12 月末まで

公的にも認められた

「スカットール」は、お菓子など食品の乾燥剤にも使

たりね。そういうやりとりを商店街を回りながらして

デトックスコース ３回チケット

！ ファースの家は ！ ファースの家の

まず、家外から換気システムで取り入れた新鮮な空気

ら、「今日は取れたてがあるよ」なんて教えてもらっ

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

お客様が実物を見て気に入られたのが、ガレージ
タイプの収納。床に段差がな
お客様と

れた空気を循環させるシステムにあります。

商品の鮮度やコミュニケーション。顔なじみになった

大阪王将

落ち着いて過ごしていただけます。

「ファースの家」の新鮮な空気のポイントは、取り入

駅前の朝市にもやはり人は集まる。そこにあるのは

ベルフィーユ

にならないよう板塀を施工。家の中でもお庭でも、

度を保てるように工夫されています。

ピングセンターで大体の用事が済んでしまいますが、

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

また、リビングの窓が面する南側には、視線が気

カットール」で、人が快適に感じる 40％〜 60％の湿

しながら広めていく。

遠方の挙式でも衣装の持ち運びを気に
しないでいいのが、このサービスの良い
ところ ! 3 万 円 以 上 （ 衣 装 料 金 総 額 ）
ご利用の方は、当店で配送料金をご負担
致します。お気軽にお申し付け下さいね。

な変化を付けてやさしい印象に仕上げました。

に敷き詰めた、炭の約 7 倍もの調湿力をもつ調湿剤「ス

たくさんある。それをみんなで発掘し、ネットも利用

県内外への衣装配送サービスを
行っています。

い園路も単調にならないよう、玄関前は小豆石と
洗い出しコンクリートで円形にデザインし、適度

大下建設

からだの大掃除しましょ !!

三原城跡

度

度が高ければ不快に感じるのです。ファースでは床下

このエリアには知られざる名店、名品、おいしい物が

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

お茶の
平野園

湿

コンニチハ、モーリです ! 今回はお庭の奥に設置
したガレージと、そこまでの園路がポイント。長

なポイントです。たとえば夏場では同じ温度でも、湿

まずは既存のいいお店の発掘とアピールですね。

ご結婚おめでとうございます♪

三原小学校

2

4 つの条件

室内の湿度は、人が快適に暮らすためにはとても大切

有効活用し、三原の起爆剤にすること。その前に、

我々で空き店舗をお借りし、
では、
民間のまちづくり会社をエリアごとに立ち上げ、 もらいたい。そのために、
各地元の人間が自らの力で街を作っていく、という。 お店を始めたい方を募る。

スイーツデコ作り教室も予定しています。

2014 年 10 月 11 日 シェルエメール（香川県）挙式
木村諒吾・仁美様

その

最終目標は、元映画館だった「シネ・パティオ」を

帝人通り、および中心市街地の活性化が叫ばれて

快適健康住宅『ファースの家』の秘密

ファースの家

どういった展開を？
そもそも、
「株式会社みなとまち」を設立されたきっ 「株式会社みなとまち」では今後、

かけは？

#20

大下建設がおすすめする、

INTERVIEW

メガネサロンくまの
三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

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

カナトくん＆ヒビトくん、服も笑顔も仕草も一緒で元気いっぱい
遊びながらの撮影楽しかったね！たくさん笑ってくれてカメラマ
ンも楽しく撮影できました。これからもいっぱい笑ってまわりに
いるみんなを笑顔にしてね☆

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

