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び よ り カ レ ン ダ ー1月
三原市芸術文化センター  ポポロ 三原リージョンプラザ 三原市

映画「蜩の記」
1月17日（土）  ①１０:3０  ②１4:00 ③１8:30 
三原リージョンプラザ 文化ホール　　0848-64-7555

ペア3組様プレゼント

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

※フューレックカード使用できます※前売り券の販売はありません

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

映画「テルマエ・ロマエⅡ」
1月23日（金） ①１０:3０  ②１4:00 ③１8:30 
三原リージョンプラザ 文化ホール　　0848-64-7555

ペア3組様プレゼント

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

※フューレックカード使用できます※前売り券の販売はありません

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

1月10日（土）開演 15:00
三原市芸術文化センター ポポロ ホール
0848-81-0886

３組６名様プレゼント

全席指定（税込）
S席： 5,000円（ポポロクラブ会員4,500円）
A席： 3,000円（小・中・高校生1,000円）　

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、ハママツ楽器（東広島）、
スガナミ楽器本店（福山）、啓文社新浜店（尾道）、
中国新聞販売所（取り寄せ）、ひろでん中国新聞旅
行福山営業所

※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、小中高生
券はポポロ、ポポロオンラインのみ

「ベルリン・フィルハーモ
ニー管弦楽団」の第一コン
サートマスター。

樫本大進（ヴァイオリン）

エリック・ル・サージュ
（ピアノ）

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。

建設業の許可 広島県知事許可（特-26）第35519号

三原本社

株式会社　嵩 心

タカシン・ホーム

三原市和田3-3-1
0848-61-1020

「アイムの家」は、全国の加盟店が参加
する家づくりのブランドです。自由設計・
デザイン・価格のバランスに優れた家
づくりは、若いお客様を中心に幅広く支
持を集めています。
いずれも元気な「アイムの家」加盟店
の中、タカシン・ホームが2014年度「ア

2014 年度アイムの家全国大会
タカシン・ホームが全国No.1受賞！

たくさんのお客様と、協力会社様に支えられ…

検 索タカシンホーム

尾道営業所
尾道市栗原町3195-1
0848-36-5791

イムの家」営業コンテスト法人の部でNO.1を受賞。スタッフの皆さんは「これもひとえに皆様のご愛顧の
おかげです。今後もますます頑張ります」と、感謝と意気込みを述べられていました。

営業コンテスト
全国No.1トロフィー

代表取締役
原 隆之

多くの皆様のご協力により
受賞できましたこと、感謝
申し上げます。 新年も全社
員一丸となり、お客様の
笑顔と「価値以上の価値」
を創造してまいります！

福山営業所   2015年3月オープン予定

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

と

庭日和ダブル掲載
＆スタッフ募集＆
AR 漫才付き
超拡大版！！

 コンニチハ、大です!  今回のご紹介は
本町の平野園さん。道路との境界に
施工した塀が、なんと三原城の石垣の
ミニチュア風になっているんです。
実は三平は石垣づくりも大得意！  
素材はお客様がこだわって選ばれた、  

ただ今三平商事では、スタッフを募集しています。
募集職種は「エクステリアプランナー・ガーデンプランナー」です。
未経験でも大丈夫！ 庭が大好きな人、木や花が好きな人、設計やプ
ランニングが好きな人、個性的な人、明るくて元気な人、こだわり派・
マニア気質の人… み～んな大歓迎！ ぜひ三平商事 スタッフ募集担
当 林（TEL 63-1301）までご連絡下さい。
気になる職場の雰囲気は…下のAR動画を見ればわかりますヨ！

#21

#22小豆（しょうど）石。15センチ以下の小ぶりで角張ったものを選び、
割りながら合わせて石垣にしています。注目ポイントは両側の微妙な
カーブ。 三原城とお揃いなのがわかりますか～？
 営業中の工事でしたので、平野園スタッフの皆さんにもいろいろと

 皆様こんにちは、モーリです !  今回ご紹介するのはこち
らのオシャレな門柱！  モザイクタイルが個性的で、アイ
キャッチャーとしての効果も抜群です。
 上から順にライト、表札、ポストと並んでいますが、これ
らはどれも本格カントリー調
アイテムのこだわりブランド
「Dea’ s garden」のラインナップ
からチョイスしました。

私たちと一緒に、素敵なお庭をつくりましょ～

かわいい門柱の足下には
ナチュラルな素材を使うことで、
さらに雰囲気が良くなります

検 索三平商事

スタッフ募集のお知らせ

AR アプリ「junaio」を使ってスマホをかざすと写真が動き出す！
AR 動画はこちら⇒※詳しい視聴方法は中面左ページをご覧ください。

お店の外観と調和
して和の佇まいを
引き立てます

こだわりの「隆景カーブ」を
再現！

▼

AFTER

BEFORE

ご協力を頂いて完成しました。その記念が
上の写真です。城下町の風情を感じさせ
る、本町の新しいシンボルになったかな？

ポストの下にはテーブルもあり、鉢植えやグッズを置いて楽しめます。
 そして…門柱の下にもご注目 !アンティークな古窯レンガの上に立つことで、
門柱の魅力がさらにUP。コンクリートとの差は言うまでもないですが、新品
レンガに比べても古窯レンガは断然オシャレで本物感がありますヨ。三平の
お店にもたくさんサンプルがありますので、ぜひ見に来てくださいね！

「大」と「モーリ」の
年忘れお笑い劇場＆
スタッフ募集

AR動画視聴者プレゼント…動画の中に登場するのは誰のモノマネでしょう？
正解者の中から抽選で1名の方にカーポート※、先着10名の方にビールを進呈！
応募は三平商事0848-63-1301までお電話でどうぞ。（12/28締切）
※カーポートプレゼントには、三平商事での外構施工等の条件があります。詳しくはお電話にて

「しんきん教育ローン・しんきん教育ローンリピートプラン」
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。

平成27年3月31日まで

三原市港町1-8-1
0848-62-7311

しまなみ信用金庫 本店営業部

HP http://www.shimanami-shinkin.jp/

ご 融 資 利 率
（固定金利・保証料含）

ご 利 用
いただける方

商 品 名

資 金 使 途

ご融資限度額
ご 融 資 期 間

担 保・保 証 人

必 要 書 類

そ の 他

500万円以内※医学部・薬学部等の6年制大学の場合は1,000万円以内

不要

3ヵ月以上10年以内※医学部・薬学部等の6年制大学の場合は3カ月以上16年以内（元金返済据置期間は卒業予定月まで）
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併用可能です）

しんきん教育ローン しんきん教育ローンリピートプラン
当金庫会員の方 :2.58%

:3.73%当金庫会員以外の方
当金庫会員の方 :2.48%

:3.63%当金庫会員以外の方
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」とは、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」とは、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）　
　から借り入れたローンの借換え資金（しんきん保証基金保証付教育カードローンは除く）および借換えに伴う繰上完済に
　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

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

○本人確認書類　○年収確認書類（ご融資金額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
※リピートプラン（しんきん教育ローン）の場合、上記対象ローン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
※資金使途が、付帯費用のみの場合は、就学確認書類が必要になります。
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

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

リピートプラン（しんきん教育ローン）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。

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

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（しんきん教育
　ローン）のご融資日以前（同日を含む）に契約する

すべての（一社）しんきん保証基金保証付個人ローン
（一社）しんきん保証基金保証付住宅ローン
（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

（一社）しんきん保証基金保証付カードローン

（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》

①
②
③

④

⑤

対象ローン（次のいずれか） 対象ローンの条件

広島大学付属
三原小学校

レモン
ハウス

ハロー
ワーク

ファミリー
マート

三原駅

三原市館町1-7-10
080-2941-8696
（予約優先）
月・金 10:00～19:00
土　  10:00～22:00

美楽堂（びらくどう）【12月号 記事訂正とお詫び】　
●美楽堂様 営業日  
誤 ) 月・水　→　正 ) 月・金　
以上訂正し、お詫び申し上げます。
誠に申し訳ございませんでした。

新成人のつどい（成人式）
１月12日（月）１１:00～１３:00
三原市芸術文化センターポポロ
【生涯学習課】０８４８-６４-２１３７
内容 : 式典、新成人を祝う会
対象 : 平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれの人

第14回みはら映画祭
①１月24日（土）10:30～　②25日（日）10:30～
リージョンプラザ　文化ホール
【市民映画祭開催実行委員会事務局】848-64-9234
内容 :①神山征二郎監督作品上映（有料）「月光の夏」、「救いたい」
       ②新藤兼人監督作品上映（無料）「三文役者」、「裸の島」
　    その他、ゲストトークがあります。

消防出初式
１月11日（日）９:00～
本郷総合公園　
【消防本部警防課】０８４８-６４-５９２４
内容 : 式典、救助工作車披露、消防団放水競技

1/24  13:00～17:00
毎月第4土曜日は、「足のお悩み相談」・オーダーメイドインソール・靴の販売・耳つぼエステ

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

1/18 10:00～17:00
「きらきら1day☆コラボ」足の講座、ジェルネイル、マツエク、ポーセラーツ（オリジナル器作り）

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

 NPO法人うきしろ桜山会は、桜山の山林・登山道などの整備を行い、自然環境を
守りながら、桜山を観光資源・市民憩いの場とすることを目的に平成24年12月
19日に設立致されました。
 元々は、三原浮城ライオンズクラブさんが平成10年から登山道の整備や植樹に
取り組んでおり、それをNPO法人うきしろ桜山会に引き継いだものです。
 メンバーは、町内会、奉仕団体、個人などの有志で構成されています。日々の
活動では、毎月最終日曜日の朝 8時からメンバー有志で、山林・登山道などの
整備に取り組んでいます。また、1 月 1 日には初日の出登山、3 月下旬には
花見祭、10月には植樹のための準備整備、11月には植樹会を行っております。
桜山は、浮城三原城を見下ろす絶景ポイントとなるとともに、桜でいっぱいの
山にしたいという思いで、日々楽しみながら、作業に取り組んでいます。

元旦の朝は桜山のてっぺんで
まっとるでぇ～
元旦の朝は桜山のてっぺんで
まっとるでぇ～

熱燗とちょっとした
おつまみふるまうよ！

続けていく事の大切さを
明るく、楽しくおこなう人々ご紹介

2015
1月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.35

『多目的ホールがリニューアル』
三原シティホテルで食事付き会合を！

例会、宴会、会合の問い合わせは
検 索三原シティホテル

三原市城町2-2-2
0848-62-1212

三原シティホテル

 JR 三原駅から東へ徒歩3分の「三原シティホテル」が2階多目的ホールをリニューアルされた
と聞き、取材して参りました！ 最大 110名収容のホールは、人数の多い会議や講演会、例会、
パーティ、演奏会、展示会など幅広く利用できます。またホールは自由に分割できるので、少人数
の会合や勉強会、グループ研修、町内会、子ども会などにも対応可能。食事付きのイベントなら、
お弁当タイプの和食仕出しから、人気のイタリアンパーティースタイルまで、会場と合わせて
ご予約できます。ご予算やスタイル、人数についてはいつでも電話でご相談ください、との事。
幹事さん、年末年始にかぎらず、ご相談されてみてはいかがでしょう？

 冬生まれの我が家の 3 人の子ども達、11月を
筆頭に毎月一人づつ誕生日を迎え、合間には
Xmas やらお正月やらが入るので誕生日プレゼ
ントにXmasプレゼント、もひとつおまけにお年玉
と、嬉し楽しいこの季節がやってまいりました。
子ども達がまだ幼く、Xmas が本当にファンタ
ジーだった頃は、サンタさんの存在を疑う余地
を与えないようにあの手この手で趣向を凝らして
いましたが、とうとうアレはソレだったのか！と
気づかれてからはやっぱりなんとなくお互いに
力も抜けて、クリスマスと誕生日合わせてコレ
（少々値のはるもの）にしようかな？うん、いいん
じゃない？みたいな流れにおさまりつつあるのです。
約 1 名を除いては…。

オトナも Xmas

biyorin  mama’ s column#35

作業療法士さんの仕事の奥深さが
良く理解できました。どんな仕事
もその人が輝いていれば素敵だと
思います。（中之町　S様）

作業療法士の特集は大変興味深く、
子どもが医療関係の仕事に将来就
きたいと思っているので記事を切
り抜きました。（須波　D様）

三原の“イイ顔” をいっぱい
のせて、三原を元気に！と
いうビヨリスタッフの思い
が詰まった12月号、「色ん
な職種の紹介を期待します」
との声も。ご期待に沿える
よう来年も頑張ります！

お便りありがとうございます～読者様のご感想より抜粋～
スタッフより

応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2014年 12月 26日（金）必着

読者プレゼント

住所：723-0051　三原市宮浦6-30-1 三原日和 宛Eメールアドレス：info@miharabiyori.net

「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。

※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。

共仕販が見つけたお米　5kg
樫本大進　エリック・ル・サージュ
デュオ・リサイタル

A B 映画　蜩の記
C 映画　テルマエ・ロマエⅡ D

おいし～いお米2名様プレゼント !

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。

樫本大進　エリック・ル・サージュ
デュオ・リサイタル

 「ごちそうさん」放映時はぬか漬けにはまり、「花
子とアン」の時は翻訳のつもりの児童書の視写
にはまった9 歳の娘はいつもどこか夢見心地な
天然娘。サンタさんを未だ 1000％信じ切って
います。12 月に入るとソワソワ、いち早く家の
一番目立つ場所にセットされたサンタさんへの
手紙には、『欲しいものは抱き枕とポンチョ、そ
して○○ちゃんと○○ちゃんと仲良くいられる
わたしのやさしさをください。あと、来年もGood
な一年がほしい！読んだらサインをして下さい。』
と。サンタさんへプレゼントですと自作のブローチ
を添えて丁寧に書かれた手紙はやたらに可愛ら
しくて幸せな気分になり、逆に私が娘からXmas
プレゼントをもらったような気がしました。 


