今家を建てると、最大６０万円お得ってホント？

タカシンホーム

三原本社

左の「SCAN」をタップし、こちらの QR コードをスキャンします。
junaio が三原日和モードになり、画面に三原日和ロゴが表示されます。
※一度スキャンした後なら

この QR コードをスキャン！

写真に近づけてアップにすると… AR 動画がスタート！

リサイクルショップ「リ・バース」では、
ただ今 正社員・パート社員を募集中！

尾道市栗原町 3195-1
0848-36-5791

広島県知事許可（特-26）第35519号

「5 歳から 85 歳の方まで体験しています」

「子どもが最近目を細める」「めがねはかけたくない」「なんだか
目がかすむ・疲れる気がする」…などなど、毎日使っているの

要予約

の方が回復するわけではないんです」とスタッフ。
「ですから、
まず回復法を 20 分試していただき、視力に変化があった方だけ
センターでの回復法に取り組んでいただいています。」

2月

0120-04-7065

視力ケアセンター

2月7日
（土） 10:00〜1６:00
（最終受付時間 15:30）
三原市芸術文化センターポポロ １F 小会議室
先着 2０名
参加料 無料
電話 0120-04-7065 まで【予約制】

※未成年者の方は保護者の同伴が必要です。

好評です !

楽しい仲間が待ってます！

京都府京都市中京区七観音町
623 第 11 長谷ビル
0120-04-7065
10:00~18:00 土日〜17:00
月・火・祝

4

による送迎サービスを致しております。旧市内は無料、それ以外の地域

6

の方もご相談下さいませ。
三原日和読者様限定サービス

〈 料 金 〉カット 3,780 円（税込）
※パーマやカラーリングも承ります。

無料送迎サービスを

三原市宮浦 4-9-18

ポポロ

10 名様

ファミリー
マート

アロマハンドマッサージを
サービスさせて頂きます。
（通常 1,000 円）

宮浦大通り

ご利用のお客様先着

デリッシュ・ヘア

コグマヤ

かつはら
エディオン
学園通り

（エディオン横）

GEO

0848-64-8139
9:00〜20:00
月曜日 第1・3火曜日

au

お便りありがとうございます〜読者様のご感想より抜粋〜
桜山、その名前の通り桜でいっぱ

多種類の病気もちの私、病院・病気

るなんて。会員さんの笑顔もとて

師会センター前薬局の糖尿病検査、

いにしたいと活動する人たちがい
も素敵♡

（久井町 S 様）

などの記事は大変有難いです。薬剤
夫婦で行ってみます。
（円一町 F 様）

スタッフより
元旦はあいにくの雨模様、桜山
からの初日の出は拝めません
でしたが、
朝日は毎日昇ります。
桜の咲くころにリベンジして
みても (*^^*)AR 動画への
感想もたくさん頂きました。

biyorin mama’ s column

年末、さぁいよいよ今から帰省スタート！と同時に入る

PMM。4 日目夫実家へ移動、大晦日の長い夜はオード

私の “食” スイッチ。これは例えば夏になると素麺が、 ブルの品々でカンパーイ、明日のお節を義母とお重に
秋には秋刀魚が食べたくなるというものとは違い、目の

詰めながらつまみ食いが止まらない、止まらないミッド

前にあるものはとりあえず「食べなければ」と思わせる

ナイト。元旦、お雑煮のお餅は大 3 つ。次々に訪れる

スイッチで、片道 12 時間の車中では、運転しているか

親戚・近所の皆様と一日中ただただひたすら PMM。

寝ているか以外ずっと甘系辛系お菓子を順々にパク

翌、
「お餅作るよ〜」の声で目覚めた 6 日目の朝、つき

ムシャモグ(以下PMM)。常に満腹状態にも関わらず、 たてのお餅に餡子を IN、際限なく食べられるんじゃない
SA に寄るとそこにはそこでしか食せない B 級グルメの

かと思う程の美味しすぎる朝食は子ども達も大好きな

数々。迷うより前に PMM。夕飯に間に合うよう実家へ

お楽しみイベントです。義姉家族と合流、お土産の高級

到着、ほほ〜う、今夜はジンギスカンかぁ、PMM。食後

和牛で昼からすき焼きパーティー、ついでに夜はポテト

にはお土産の生もみじの他お菓子類を軽くIN。2日目、 パンケーキパーティー。さぁ明日は三原へ帰るぞという
弟家族も合流、お土産の 551 蓬莱の豚まんをはじめ、 就寝前、布団の横には夕方買い込んだ車中で食べる用
のお菓子達がスタンバイ。おもむろにエリーゼ数本と

激混みの遊園地へ GO。30 分並んでようやく昼食、と ばかうけ数本をフライングゲットで〆た PMM 祭りでし
いうのにお腹の調子が悪くて食べたくないという子ども

た。こんな一年のスタートをきれる私はとても幸せ者

二人分のチーズチキンカツプレートを夫と分け合い

だと思うのです。

D かぶら屋
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E 小菅優 & 佐藤俊介 デュオ・リサイタル

B ふしぎな岬の物語

16
18
19
20
21
22

26

C 男はつらいよ

F 日本センチュリー交響楽団

G みはらバル

応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
締切：2015 年 1 月 28 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

28

三原市宮浦 6-1-1
0848-67-3978
( 担当 中島まで )

三原リージョンプラザ

三原市

ペア 5 組様プレゼ ント

2月 6

チケット料金（税込）全席自由
ポポロクラブ会員はご招待
（情報紙 12・1 月号ご送付時に御招待券を同封しています）
一般： 1,000 円（ポポロクラブ会員の追加購入 800 円）
※小学生から入場券が必要 ※未就学児は無料
チケット取扱 / ポポロ、ポポロオンライン
共演【公演前半に演奏します】
ポポロ・ジュニアスウィング・オーケストラ（PJO）
福山工業高等学校音楽部（FTHC）

神明市

神明市

映画「ふしぎな岬の物語」 ペア 3 組様プレゼント
2 月11 日（水・祝）①１０:3０②１4:00 ③１8:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

8

7

三原神明市

日曜日

土曜日

金曜日

神明市

屋外だけど、あったかい屋台空間登場!! 神明市 あったかテント村
あったか〜い

※フューレックカード使用できます

人気作家・森沢明夫の小説を基に、のどかな里で小さな喫茶店を営む女店主と、
店に集う人々との心温まる交流を描いた人間ドラマ。日本映画界を代表する女優・
吉永小百合が『八日目の蝉』などの成島出監督と共同で、映画人生で初めて企画
に挑戦。原作のモデルとなった喫茶店が実在する千葉県明鐘岬を中心にロケを敢
行した景色も魅力。

主催：浮城東通り商栄会

待ちに待った！春を告げる祭り〈神明市〉ですが・・・まだまだ

全150席の
飲食会場

当日料金 1,100 円 ※障がい者手帳お持ちの方 1,000 円

寒い。風邪ひいちゃう！そんなときに嬉しい、浮城東通り商栄会
主催の『神明市 あったかテント村』。あったかい屋台空間の中で
おいしいごはんを食べて、楽しいステージを見て、今年の神明市は
ココで決まり !

けんみん文化祭尾三地区フェスティバル

２月１５日（日）10:30 開演（10:00 開場）
本郷生涯学習センター 【文化課】0848-64-9234
内容 : 三原・尾道地区などの文化協会の団体発表（合唱・洋楽）
入場料：無料

2月8日（日）9:00〜15:00

広島銀行

あったかバザー屋台

イオン三原

うどん・焼きそば・タコ飯・唐揚げ
などと、だるまの販売

イオン三原展駐車場北ゲート付近

（駐車場北ゲートは当日使用できません）

R2

テント村では、バンド演奏・太鼓演舞・ちんどん
パフォーマンス・エアートランポリン等あります。

「きらきら 1day☆コラボ」靴・雑貨バーゲン、ジェルネイル、マツエク、似顔絵（Kuwada farm）
スタジオ A
080-1943-8705（ソノフェリーチェ . 安田）
2/15 10:00〜17:00
新しい音楽の風シリーズ

ペア 5 組様プレゼ ント

小菅 優 & 佐藤 俊介 デュオ・リサイタル

住友林業「街角一番」

古浜の家

全席指定（税込）
一般： 2,500 円（ポポロクラブ会員 2,200 円）
学生：1,000 円（小・中・高校生）

※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。
チケット取扱 / ポポロ、ポポロオンライン、フジグラン三原、
ハママツ楽器（東広島）、啓文社新浜店（尾道）、スガナミ楽器
本店（福山）、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

本物の邸宅に暮らす。

佐藤俊介

（ヴァイオリン）

2 月22 日
（日）開演 15:00
三原市芸術文化センター ポポロ ホール
0848-81-0886

小菅 優（ピアノ）

映画「男はつらいよ 寅次郎相合い傘」 ペア 3 組様プレゼント
2 月 22 日（日） ①１０:3０②１4:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

土・日・祭日
現地見学会開催

「木と生きる幸福。
」をコンセプトにする木造注文住宅のトップブランド住友林業が、分譲

現地見学会場

分譲モデルハウス

みはらバル

24
25

リ・バース

検索

び よ り カ レ ン ダ ー

23

27

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

9

17

スイッチオン！

読者プレゼント

8

15

#36

海鮮寿司を、またまた焼肉を PMM。3 日目、みんなで

7

リサイクルショップ

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

5

デリッシュ・ヘアでは、ご自宅から美容院まで車椅子対応の福祉車輌

R２

太鼓本舗かぶら屋

2

美容院の無料送迎サービス

au

ポポロクラブ会員様感謝企画

3

高齢の方や車椅子の方 へ

すき家

三原市芸術文化センター ポポロ

1

リバース 三原

ユニクロ

こぐま屋

たら戻らない ? 気になる方もいらっしゃるはず。
「もちろんすべて

代表：勝原

http://www.re-birth-happy.com

ファミリー
マート
宮浦郵便局

だから目の悩みは大人も子どもも尽きません。視力は一度落ち

ご応募お待
ちしてます！

古着、カバン、時計、家電、雑貨、ブランド品など、
モノが好きな方。明るく元気で、人が好きな方。ど
ちらも大歓迎です。地球環境と地域に貢献できるリ
サイクルショップで、一緒に頑張りましょう！
ホームページにも詳しい情報を掲載中です。

現在建築中の福山営業所完成予想図。 3 月オープン予定だそうです

視力回復 無料体験会を開催します。

日時
場所
定員
お申込

→ 履歴 → miharabiyori の操作でも OK ！

３ 「AR 動画アイコン」のある写真にスマートフォンををかざしてみよう！

今年
いっ はだる
ま
ぱ
い
じゃ で
〜
〜

建設業の許可

日和動画アイコン

インストールが終わりアプリを開いたら、

一緒に笑顔あふれる職場を作りませんか？

検索

尾道営業所

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

Android の方は「GooglePlay ストア」で、iPhone の方は「AppStore」で
「junaio」を検索し、インストールしてください。

vol.36
TAKE FREE

〜

嵩心

タカシン・ホーム

無料 AR アプリ「junaio」をダウンロード

２

2月号

AR
動画

三原日和 AR 動画視聴方法
１

2015

三原日和がAR動画に対応しました！

いの

山下

ホームアドバイザー
株式会社

新制度で、家づくりは今がオトク？ ホームアドバイザーの方に
聞いてみると…「はい、本当です。
『省エネ住宅エコポイント』が
閣議決定され、省エネ性能を備えた新築の場合は最大３０万円分の
ポイントが発行されるんですよ」とのこと。昨年１２月２７日以降の
契約が対象なので、今から家づくりをスタートする方にとっても
またまた嬉しい情報ですね。
また、消費増税による負担緩和のための『すまい給付金』でも
最大３０万円が支給され、合わせて利用すれば、メリットは合計
６０万円に ! その他にも『住宅ローン減税』などなど… 家をお得
に建てられる制度があるそうです。これから新築をお考えの方、
この機会にぜひ相談されてみてはいかかがですか？

んか
とら ！
忘れ い！
誰か 〜〜
か
い！ さん
お〜 をだ
わし

biyori NEWS

教え て ！ タ カ シ ン ・ ホ ー ム

モデルハウス「街角一番

早速、豊田忍店長に案内していただきました。

吉原写場

ドアを開けた途端、感じられる上質な雰囲気。足を踏み入れると、そこはもう春の陽だまり
です。暖房用放熱器「クリアウォーム」と床暖房が作り出すやわらかな暖かさが伝わって

広島
トヨペット
ローソン

ウォンツ
三原古浜店
典礼
会館

ネッツ
トヨタ

きます。浴室にはミストサウナ。癒されそうです。

R2

何よりの自慢は、あの横綱白鵬のＣＭでおなじみ、ビックフレーム構法。一般の５倍以上の
幅を持つビックコラムによる高い耐震性。さらに開放感あふれる大きな窓、各階ごとに空間

MAP

を構成できる自由設計が可能です。
希少な銘木マホガニーのフロアーも必見。住友林業だからこそできる強みです。わざわざ

当日料金 1,000 円

福山から見に来られるお客様もいらっしゃるそうです。

※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

住友林業では本郷町本郷にも戸建て賃貸住宅を６戸建設中。
住友林業の家の良さを体験し、

人気シリーズの第 15 作。今回のマドンナには「寅次郎忘れな草」に続いて再び
浅丘ルリ子が登場、寅次郎とリリーの結婚話で “とらや” の面々が振り回される
さまを描く。パパさんこと中年男が、持って来たメロンをめぐっての一悶着は「メ
ロン騒動」と名高い。リリーと喧嘩した寅さんが、雨の降る柴又駅へリリーを迎
えに行く“相合い傘”シーンは、
シリーズ屈指の名場面。シリーズ中第１位の人気作。

住友林業のファンになっていただいた後、将来を考えるという選択肢もありますね。
今回の取材で住友林業さんの提案力や品質に感心しました。

『三原日和3月号』発行日

土・日・祭日 現地見学会開催。

「靴・雑貨バーゲン」足のお悩み相談・オーダーインソール・ネイル・マツエク・耳つぼエステ
スタジオ A
080-1943-8705（ソノフェリーチェ . 安田）
2/28 10:00〜17:00
「日本センチュリー交響楽団 三原特別演奏会」S 席：4,500 円 /A 席：3,500 円 /B 席：2,500 円
0848-81-0886 ペア5組様プレゼント
3/115:00〜 三原市芸術文化センター ポポロ ホール
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。

※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。

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。

古浜の家」を公開しています。古浜通りから東に少し入った住

宅地にあるので、実際に住むイメージが感じられます。

ご連絡を頂きましたら、平日でもご覧いただけます。

フリーダイヤル

写真はイメージです

0120-377-988

住友林業

株式会社

福山市南蔵王町 1-6-19
0120-377-988
10:00〜20:00
火・水曜日

