S 様邸

自由設計のタカシンホー
ムなら、店舗併用住宅も
ばっちり！ 美容・健康サ
ロンや販売店など豊富な
実績で、頑張るお施主様
を応援します！

タ カ シ ン ホ ー ムの お 客 様 イ ン タ ビ ュ ー !

妹夫婦のすすめで決めて大正解。
気に入っている所は「全部」です！

埼玉から三原に帰ったばかりで業者さんの事は何もわからな
かったのですが、妹夫婦が大手メーカーも含めていろいろ調
べてくれ、こちらがいいよ、とすすめてくれたんです。他の
方に聞いても、皆さん同じ意見で。実際にお付き合いしてみ
ると、会社の皆さんの人柄も良く、評判に納得できました。
私は技術的なことはわかりませんが、３０年来の付き合いで
信頼している業者さんが設備を据え付けて

商

品

ご 融 資 利 率
（固定金利・保証料含）
資 金 使 途

三原市西野1-9-8
090-4015-8284
予約制 9:30 〜 19:00 不定休
料金 50 分 2,500 円〜

設計・施工 株式会社

嵩心

タカシンホーム

タカシンホーム
三原本社

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

検索

ご
利
用
いただける方

尾道営業所

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

NICE 『アラサー & アラフォー☆クリスマスカップリングパーティー』
EVENT
〜運命の人に出会いたい方々に・・・〜
1

そ

参 加 費：男女とも 2,000 円（飲食代含む）

NICE
EVENT
2

ホームページ：http://cheer-s.com/141220

の
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biyorin mama’ s column
10 月号にもたくさんのお便りありがとうございまし

としても、忙しく、気が抜けず、そして 1 分 1 秒急

た。今回は何といっても表紙の
「大人の時間 バー

成長していく子どもが居ても何だか単調で、時にこの

テンダー特集」に、「三原にもこんなに素敵なお店

まま永遠に終わらないんじゃないかと思いながら

があったなんて」や「この機会に久しぶりに出かけ

過ごした日々でした、私は。勿論終わりはあるわけ

てみたい」
といった感想を多く頂きました。
中でも
「授

で、今、小中学生となった我が家の子ども達は休日は

乳中なので、卒乳したら主人と行きたいです」の東町

それぞれの遊びに忙しくて夕方まで帰らず、気がつ

の O 様、
「2 歳児の育児に追われてずっと行けてい

くと家には夫と私の二人きり状態に。無声映画のよう

ません。余裕が出来たら行きたいです」の糸崎のK 様

なこの時間はこれから確実に増えるわけでして、どう

に「わかるわかる〜」とうなずき 100 回。乳幼児の

やらこれは子育て 2nd ステージの新たな課題にな

育児というのは、可愛い、大切は大前提にあった

りそうです。

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

5kg

C 映画 「超高速！参勤交代」

B さらさ イルミネーションライブ
D 映画 「サクラサク」

応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
締切：2014 年 11 月 5 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。

次のいずれかに該当すること
○契約中
○新規にご融資するリピートプランのご融資日以前
（同日を含む）に契約する

原則不要（就職内定者の場合に限り、同居の親 1 名を連帯保証人として徴求します。）
○本人確認書類 ○年収確認書類（ご融資額 100 万円以下または就職内定者の場合は不要）
○資金使途確認書類 ○振込依頼書 ○就職内定先が発行する内定を証明する書類（就職内定者の場合のみ）など
※リピートプランの場合、上記対象ローンの①②③のいずれかに該当する場合は年収確認書類は不要です。
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。

しまなみ信用金庫 本店営業部
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2014

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

よ り カ レ ン ダ ー
三原リージョンプラザ

三原市

生涯学習フェスティバル

11月1 日（土）9:30 〜 16:00・2 日（日）9:30 〜 15:00
リージョンプラザ・中央公民館 ほか
【生涯学習フェスティバル実行委員会事務局（生涯学習課内）
】0848-64-2137

きらり発見 ! 学ぶ楽しさ、未来の自分。今年のテーマ “きらり発見” に関連したイベントを開催
します。きらりと輝く新しい自分を発見しましょう。

市民保健・福祉まつり

11/1：記念講演会 13:30〜14:30 元プロ野球 ! 木下流健康づくりの隠し球 ! など
11/2：食育講演会 13:00〜15:00 台所で育つ子どもの未来〜賢く心豊かに生きる力を〜 など

「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 !
11/8 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）
※募集は終了しました。

0848-64-7555

リクエストにお応えして再上映！！

映画「超高速！参勤交代」 ペア 3 組様プレゼント
11月13 日
（木）
①１０:3０②１4:00 ③１8:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555
料金 1,100 円均一

「姿勢と健康講座」肩がだる〜いあなたへ…○○が原因かも！姿勢セラピー体験も出来ます
11/14・15 10:00 〜
ポポロ芸術文化センター
0848-64-0151（ＫＣＳセンター三原）
アコースティックインストデュオ さらさ

ペア 2 組様
プレゼント

イルミネーションライブ 2014
11月15日
（土）開演 18:00
三原市芸術文化センター ポポロ ホワイエ
0848-81-0886

一般：1,000 円

チケット取扱：ポポロ

PROGRAM
アイリッシュハープの縦糸とアコー
スティックギターの横糸で織り上げた
情熱大陸
生地に、彩り豊かな絵を描くような
ハナミズキ
音作りをコンセプトに結成。オリジ
見上げてごらん夜の星を
ナル楽曲他、ポップスやアニメソング・
映画音楽など、それぞれの楽器の特
・・・他
性を生かしたアレンジをモットーに
※曲目変更の場合はご了承ください
演奏活動している。

森川敏行（ギター）
Machiko（アイリッシュハープ）

「きらきら 1day☆コラボ」足の講座、ジェルネイル、マツエク、指で描くパステルアート
スタジオ A
080-1943-8705（ソノフェリーチェ . 安田）
11/16 10:00〜17:00
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
080-1943-8705（ソノフェリーチェ . 安田）
11/22 13:00〜17:00 スタジオ A
おやじバンドフェスティバル
広島・呉・東広島・福山・尾道・三原の
バンド大集合 熱いステージ !!
11月23 日
（日）１０:00 〜
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

入場
無料

映画「サクラサク」 ペア 3 組様プレゼント
11月2６日（水）①１０:3０ ②１4:00 ③１8:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555
料金 1,100 円均一

R2

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。

望月さん

祝事、仏事、法要、会合、
行楽などに人気のお店
仕出し料理 3,500 円〜
仕出し弁当 1,000 円〜
おせち 25,000 円です。
すべて税込みです！

創りや・膳

リージョン
プラザ

メニュー例：大福カルビ 大判ハラミ タン塩だれ ミックスホルモン
豚トロ 野菜盛り 石焼ビビンバ 冷麺 デザートなど 85
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品目

料理長

タコだけじゃない、瀬戸内の新鮮な魚に大満足！
名

貸切

嶽（たけ）さん

市内外のお客様にタコ料理が大好評の同店。でも、
登喜将の美味はタコだけではありません！ 毎日変わ
る旬の食材、活きの良い瀬戸内の魚を厳選して作り上
げるお品書きは、いつでもその日その日の「一番の旬」
が味わえます。また、
地元の美味しい和牛「世羅みのり牛」
をご賞味いただけるコースもご用意。もちろん、タコ
づくしのコースや、シメにタコ飯など、
タコ料理の要望も取り入れてもらえます
ので、気軽に相談してみてくださいね！

ペアシティ
三原西館

R2

溶岩で焼いた地鶏は、外はパリッ、中はジューシー！
（税別）

今、三原駅前で賑わっているお店と言えばココ
「溶岩焼 なごみ」。店長が自ら選び、鹿児島や徳
島から取り寄せた地鶏を、熱した溶岩プレートの
上で焼きながら召し上がっていただきます。
多孔質の溶岩が余分な脂を吸収し、遠赤外線効果
で焼き上げるから、外はパリッと、中はふっくら
ジューシー。鶏肉のうまみ、甘みが存分に味わえ
ます。美味しくて、楽しくて、ボリュームにも満足
できるなごみの忘年会コース。リーズナブルな
お値段もウレシイですね！

「忘年会には旨い瀬戸内の料理を食べてもら
いたいですね !」
料理長 木田さん

ランチもすごい人気です！
特製親子丼 680 円もオススメです！

登喜将本店

三原市城町三丁目 2-7
0848-62-7393
11:30〜13:30
17:00〜22:00
月曜日

R2

三原駅

50 名 溶岩焼コース2,500 円〜（税別） 飲み放題 120 分 1,500 円

忘年会コース 4,000 〜 5,000 円

コースは 3,000 円
（税別） より承ります

三原駅

ZEN

三原市港町 1-6-6
0848-62-5554
11:00〜14:00
17:00〜22:00
不定休

「夜の ZEN 以外でも鍋物、
すき焼き、美味しいお刺身も
用意できますよ！」

フジグラン
三原

溶岩焼焼鶏

メニュー例：季節の前菜３点 刺身盛合せ 酢の物盛合せ
たこ入りじゃが芋饅頭 海鮮天麩羅盛合せ めばる煮付
世羅みのり牛鉄板焼 にぎり鮨 お吸い物 果物

コニケンの Honda Cars 日和

店長 山内さん

「音楽と車の関係」

なごみ

三原市城町 1-11-12
050-5890-8963 予約専用
0848-67-6202
11:00 〜 2:00
日・祝日

「みなさんのご要望にこたえる
ために精一杯頑張ります！」

飲み放題は 120 分 1,900 円

三原駅

R2

東進
ハイスクール

メニュー例：もも、つくね、ハラミ、せせり、ツラミ、フランク
タン、合鴨タタキ、手羽先ギョウザ、地鶏の卵かけごはん

14 年度上半期 SUV 販売台数 No.1
HONDA 「VEZEL」

ホンダカーズ三原皆実店の営業部長小西健一朗さんに日和スタッフが音楽と車の関係をテーマにコラムをお願いしました。 〇VEZEL

ゆったりドライブ

車を音楽にたとえると ? って聞かれたら、どんな曲が思い浮かぶでしょうか ?
CM で使われた曲や、車が登場した映画のテーマソングなどが多いかも知れません。でも今回は、テーマを「ドライブ」にして、主に
ROCK、POPS の中から自分なりに選曲してみました。よかったら聴いてみてください。

テイラー・スウィフト（Taylor Swift）「Red」アルバムより
「We are never ever getting back together」
90 年代では シェリル・クロウ（Sheryl Crow）
「Sheryl Crow」

HONDA 「FIT」

〇FIT
軽快なドライブ

◎Taylor Swift は現在のアメリカを代表するシンガーソングライター。
「Red」アルバムは軽快なポップアルバムで小粋なコンパクトカー FIT にぴったり。
◎Sheryl Crow はアメリカ出身のシンガーソングライター。ポップという
よりはどちらかというとロック寄りですが軽すぎないところが好みです。
ちなみに二人ともアメリカではカントリーミュージックにカテゴライズさ
れます。日本人のカントリーのイメージと少し違いますね。
Taylor Swift「Red」を
聴いてみてくださいね！

乗りのいい POPS、軽めの ROCK
街中を軽快に駆け抜けるイメージ
※JAZZ もよかったりして（欧州で FIT は JAZZ という名前）

Honda Cars 三原皆実
三原市皆実三丁目 6-27
0848-64-4888
水曜日

力強い ROCK
広大な大地を走るイメージ
青空の下を爽快に走るイメージ

FIT に似合う音楽！

言わずと知れたホンダの大看板

『三原日和12月号』発行日

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。

スタッフ

三原港

※フューレックカード使用できます

料金 1,000 円
販売場所 リージョンプラザほか
広島豪雨災害復興支援チャリティライブ
11月29 日
（土）12:45 〜（開場 12:00）
三原リージョンプラザ

創りや・膳は一見カフェのようなたたずまい。
しかし実は和の料理人二人が日々ジャンルを超
えた創作料理でおもてなしをする三原でも珍し
い料理店だ。この「夜の ZEN」は人気のおま
かせコースで四季折々を感じさせる品が 8 品
登場する。細やかな細工がほどこされた料理に
日本料理職人の技が光ります。
「事前にご相談頂
ければ至極の逸品もご用意しますよ」と口数少
ないが職人気質がにじみ出る嶽料理長の頼もし
い腕から今夜も美味しい一品が提供される。

宴 忘
忘 宴

三原市円一町 1-1-7
0848-67-8929
11:00-15:00
17:00-23:30
【土日】11:00-23:30
無休

三原港桟橋

ポポロクラブ会員 800 円

飲み放題 120 分 1,500 円（税込）

三原駅

カルビ屋大福 三原店

和食処

※フューレックカード使用できます

忘年会旬会席 3,500円(税込）

子ども会や女子会など、予算や人数、好みのメニューなどに
合わせてオリジナルバイキングも組んで頂けます。詳しくは
お店まで。

席数

11月1 日（土）9:30 〜 16:00・2 日（日）9:30 〜 15:00
サン・シープラザ ほか
【保健福祉課】0848-67-6234

備後地区最大級 ! フリーマーケット
11月9日（日）
１０:00 〜14:00
三原リージョンプラザ 屋外広場

長年愛され続けているカルビ屋大福の美味しいお肉
が、心ゆくまで味わえる、平日限定の食べ放題コース
が登場。しかも「時間を気にせず、ゆっくり寛ぎな
がら味わって」と、時間無制限とな！
3 〜 30 名までなので、家族と、会社の仲間と等
幅広く楽しめそうです。予約のみのコースなので
幹事さんお早目に。また、今回は忘・新年会に限り、
90 分のアルコール・ソフトドリンク飲み放題を通常
1,500 円を 1,000 円（ソフトドリンクのみは
500 円）でご提供 ! 日頃の感謝を込めての特別企
画なのでうれしい限りです！

市営駐車場

17

&

④ （一社）しんきん保証基金保証付カードローン

「夜のZEN」

※予約のみのコースです

満腹コース 2,980 円（小学生1,490 円、幼児 380 円）（税別）

マリンロード

16

お便りありがとうございます

① すべての（一社）しんきん保証基金保証付個人ローン
② （一社）しんきん保証基金保証付住宅ローン
③ （一社）しんきん保証基金以外の保証会社保証付自動車関連ローン

平日のみ！時間無制限の食べ放題コース

マリンロード

15

QR コードでも
検索できます。

他

対象ローンの条件

ご利用状況が次のいずれかに該当すること
○ご融資日から 6 ヵ月以上経過し、かつ直近の約定
返済が行われている
○完済して 3 年以内

三原市芸術文化センター ポポロ

8

開催日時：2014 年 11 月 29 日（土）
18:00〜20:00
開催場所：道の駅みはら神明の里 三原市糸崎 4 丁目 21-1（無料駐車場完備）
内
容：料理作りと交流会（メニュー「聖夜にあう前菜たち」）
対
象：25 歳〜 45 歳の独身男女 男性は三原市に在住または在勤の方（女性は市外の方でも可）
募集定員：男女各 10 名（多数の場合は抽選）
参 加 費：男女とも 3,000 円（飲食代含む）
【お問い合わせ先】
用意するもの：エプロン（貸出有り）
道の駅みはら神明の里
締 切 日：11 月 16 日（日）までにホームページ
三原市糸崎 4 丁目 21-1
募集フォーマットよりお申し込み下さい。
TEL:0848-63-8585

対象ローン（次のいずれか）

11 月 び

7

『縁結び☆クッキングスクール』

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※就職内定者の特例があります
リピートプランをご利用の場合は、上記の条件に加えて、お申込日時点またはご融資日時点において、当金庫でご利
用実績のある下記対象ローンの条件を満たす方が対象となります。

帝人通り

※応募者多数の場合は抽選となります。

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併用可能です）

HP

今回のクリスマスは『年代別』の 2 部構成♪

岡山県倉敷市三田 76-1
TEL:086-484-0020( イベント専用ダイヤル）

3 ヵ月以上 10 年以内（元金返済据置期間は 6 ヵ月以内）
※就職内定者の場合、元金返済据置期間は 6 ヵ月以内または就職月の翌々月まで

「カーライフプラン」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。

素敵なアラサー & アラフォーの独身男女のみなさまに楽しい時間と素敵な出会いをプレゼント
開催日時：2014 年 12 月 20 日（土）
締 切 日：11月30 日（日）までにホームページ
【第 1 部：アラサー】 11:00〜14:00
（http://cheer-s.com/141220）
からお申し込みください。
【第 2 部：アラフォー】 15:00〜18:00
開催場所：道の駅みはら神明の里（2F 神明ホール）【主 催】
三原市糸崎 4 丁目 21-1（無料駐車場完備） 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
参加条件：【第 1 部：アラサー】 25 歳〜 37 歳
みはらウィメンズネットワーク・三原市）
【第 2 部：アラフォー】 35 歳〜 49 歳
【お問い合わせ先】
※対象年齢の三原市に在住または
在勤の独身男女（女性は市外の方でも可） 有限会社チアーズ（担当：山根）
〒710-0001
募集定員：第1部・第 2 部それぞれ、男女各15名ずつ

500 万円以内（満20歳以上30歳未満の就職内定者は、200万円以内）

⑤ （一社）しんきん保証基金保証付カードローン（セットプラン）

担 保・保 証 人
必 要 書 類

MIHARA DE 婚活イベント

お申込人様またはお申込人様のご家族（配偶者・親・子・孫）が使用する自家用自動車やオートバイ（原動機付き自転車
を含む）にかかる次の資金
①購入資金（購入にかかる税金・保険料等も可） ②車検・修理費用 ③パーツ・オプションの購入・取付費用
④自動車保険費用 ⑤運転免許取得費用 ⑥車庫設置費用
⑦お申込人様が①から⑥を使途として当金庫を含む金融機関・自動車メーカー系を含む信販会社（消費者金融は除く）から
借り入れたローンの借換え資金および借換えに伴う繰上完済にかかる手数料

ご 融 資 期 間

の家、
すごく丁寧に仕事してるね」と言われ、

肩こり・腰痛・生理痛など、つらい痛み・し
びれに、整体とラドン温浴でケアを行います。
女性スタッフによる施術です。

年 2.68%（当金庫会員の方）
年 3.68%（当金庫会員以外の方）

ご融資限度額
ご 返 済 方 法

vol.33
TAKE FREE

カーライフプラン
リピ ートプ ラ ン
年 2.44%（当金庫会員の方）
年 3.44%（当金庫会員以外の方）

カーライフプラン

名

とても嬉しく、安心できました。
ドールストーン

11月号

平成 27 年 3 月 31 日まで

くれた時、施工中の家をいろいろと見て、
「こ

ひまわり整体

2014

カーライフプラン

R２
しまなみ信用金庫
洋服の青山
三原警察署

VEZEL に似合う音楽！

JOURNEY「Escape」を
聴いてみてくださいね！

ニッケルバック（NICKELBACK）
「Silver Side Up」アルバム
80 年代では ジャーニー（JOURNEY）
「Escape」アルバムより
「Stone in love」のイントロのギターのリフが
カッコ良く、まさに VEZEL っぽい。

◎NICKELBACK はカナダを代表するロックバンド。全世界で 4000 万枚以上を売り
上げる全米で今最も熱いロックバンド。スケールの大きいロックが広大な大地を SUV
で走るイメージにぴったり。
◎JOURNEY は今の 40 代以上の方にはいわずと知れた 80 年代のアメリカンロック
を代表するロックバンド。サンフランシスコのベイエリア出身の彼等の音は青空の下
を駆け抜けるイメージにぴったり。
小西健一朗

ホンダカーズ三原皆実 営業部長 「全国表彰の常連で累計 1600 台以上を販売」
1967 生まれ うお座 B 型のアラフィフ
1980 年の中一にロックに目覚め 80 年代を中高大の 10 年で体感した 80 年代のロック大好き人間。今でも
CDLP あわせて 3,000 枚以上を所有しその 8 割以上が HMHR アルバムで、メタル系アーティストが来広時には
クラブクアトロの最前列で頭を振り拳を突き上げるという筋金入りのメタラーでもある。 愛車は S2000

