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び よ り カ レ ン ダ ー4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

4月29日（水・祝）  ①１０:3０ ②１3:30 ③１6:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

障がい者手帳をお持ちの方 1,000円　60歳以上 １,1００円
夫婦５０割引き　２人で２,2００円    フューレックカード提示 1,300円

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）

映画「バンクーバーの朝日」

(  ) 内は割引券利用

※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

4月19日（日）  ①10:00～ ②13:00～ の 2回開催
三原リージョンプラザ南館第２研修室　     0848-64-7555
どなたでも参加できます。※ひとりで作れないお子さんは同伴者と一緒に楽しく作ろう
参加費：300円（材料代込み）定員：20名　※当日申込み大歓迎

おり紙ヒコーキ教室 ※指導は、折り紙ヒコーキ協会　認定指導員 沖 宗さんです

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。

4/19 10:00～17:00
「きらきら1day☆コラボ」足のカウンセリング・春靴販売開始・エステ・メイク・ネイル・耳つぼ

スタジオA　  080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

4/25  13:00～17:00
「ソノフェの日」プチ足のトレーニング・オーダーインソール・春の靴販売・ネイル・耳つぼエステ

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

4月26日（日）  10:00～14:00
三原リージョンプラザ　屋外広場　     0848-64-7555

リージョンプラザ  フリーマーケット備後地区最大級
※雨天の場合は4月29日（水・祝）に延期

白竜湖花火 in だいわ
4月11日（土）19:00～※雨天の場合は12日（日）
白竜湖スポーツ村公園      【大和花火大会実行委員会】0847-33-0222

映画「ぼくたちの家族」
4月24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

前売り券 1,000円

ペア3組様プレゼント

ペア3組様プレゼント

前売り券販売場所 :リージョンプラザ、フジグラン三原、ポポロ、うきしろロビー
当日料金　一般 1,300円　　　　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2人で2,200円

※フューレックカード使用できません

『三原日和5月号』発行日

割引券設置場所:リージョンプラザ、中央公民館、三原市図書館、本郷生涯学習センター　
大和文化センター、くい文化センター、ポポロ、うきしろロビー、フジグラン三原 他

応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2015年 4月 8日（水）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 映画『グレース・オブ・モナコ』
林家木久扇 三遊亭円楽 二人会

A B
映画『ぼくたちの家族』C 映画『バンクーバーの朝日』 ED

おいし～いお米2名様プレゼント !

4月18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

障がい者手帳をお持ちの方 1,000円　60歳以上 １,1００円
夫婦５０割引き　２人で２,2００円    フューレックカード提示 1,300円

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）

映画「グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札」

(  ) 内は割引券利用

ペア3組様
プレゼント

※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

割引券設置場所:リージョンプラザ、中央公民館、三原市図書館、本郷生涯学習センター　
大和文化センター、くい文化センター、ポポロ、うきしろロビー、フジグラン三原 他

5月17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

ペア3組様プレゼント

チケット料金（税込）
S席： 4,000円（ポポロクラブ会員3,500円）
A席：3,000円　B席：2,000円
※会員価格でのご購入はお一人様4枚まで
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※A・B席はポポロ・ポポロオンラインのみ取扱い
【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、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

おなじみ人気落語家二人会 ! 全国のお茶の間を笑いの
渦に巻き込む「笑点」メンバーによる抱腹絶倒の本格落語。

林家木久扇 三遊亭円楽 二人会

林家木久扇 三遊亭円楽

4/5  10:00～17:00
「薔薇パーティー」ご自分へのご褒美の一日に・・・（中面参照）

アンジェローズ　　0848-62-4435（奥村）

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 心設計・施工

タカシン・ホーム

三原市和田3-3-1
0848-61-1020

 家づくりを進めるうえで、たくさんタカシンの家を見ることが
でき、とても参考になりました。担当の方には、最初に完成見
学会を案内してもらった後も１０か所くらい見学に連れて行っ
てもらいました。それぞれの家ごとに「これはいいな」と思う
ところがあり、我が家にもピックアップして取り入れています。
 LDKと和室がつながって家の端から端まで大きな一つの空間に
なるところや、広くて使いやすいキッチン、また、趣味のバイクを
いじれるビルトインガレージやロフト、吹抜けなども実現した
事など、家の出来上がりには大満足です。
 担当者の方に本当に感謝しています！

いっぱい見学させてもらって
すごく参考になりました !

タカシンホームのお客様インタビュー !

検 索タカシンホーム

福山営業所
福山市松永町6-10-34
084-939-8505

実物の家をたくさん見学して
頂けるようご案内しています。
アイデアやこだわりがいっぱい
で、参考にしたくなる発見が
たくさんありますよ !

尾道営業所が松永に移転オープンしました !
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三原市西野1-1-1
株式会社桜南食品

三原の飲食店でわずかに売っている

「スマック」

地元でもみつけるとラッキー！

三原に来たら飲んでみんさいと

オススメしている「スマック Gゴールド」

今や全国の駄菓子屋さんでも売られています

三原の各スーパーマーケットや道の駅にて

販売されています（定価 120円税込）

三原を愛しています

三原のタウン紙を支えてくださるスポンサー様を大募集！
料金など詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 0848-62-6677☎
三原日和は、約 30,000 部発行し、市内の各所に店頭設置型の配布を行うほか、新聞折り込みと
ポスティングを併用してお届けします。設置場所は三原市芸術文化センターポポロ、三原リージョン
プラザ、道の駅「みはら神明の里」他多数店舗にご協力頂いております。
設置店舗情報は、三原日和 HP【http://www.miharabiyori.net】よりご確認くださいませ。

広告募集 三原日和Facebook
http://www.facebook.com/mhrbiyori

はばたくネットは会員募集します

パソコンのことなら “はばたくネット” へお問い合わせ下さい。
“はばたくネット” がサポートします。

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

はばたくネット
シニアむけパソコンクラブ

代表：湯淺　公伸

〈料金〉
・個別出張教室  1 時間 2,550円～
・各種設定（メールなど）　3,000円～
・トラブル解決　5,000円～

※価格は税別です。

※上記は会員価格です。（要年会費 6,000 円、会員になって頂いた方には
　上記より１点サービス、その他会員むけサービスあります）

○個別出張教室
　わからない事を中心に周りに気遣うことなく自分のペースで学べます。
　パソコンがなくても始められます（こちらが用意します。）
○パソコンの販売・設定・トラブル解決
　パソコンの用語やパソコンのことがよく分からない方でもお気軽にご連絡下さい。

三原市宮浦6丁目30-1      62-6677

一緒に三原びよりを作りませんか？
ライター・制作・営業・企画　募集中 !
大学生・主婦の方・未経験者歓迎します !!

スタッフ募集 !

info@miharabiyori.net

・三原日和を配ってくれるポスティングスタッフさん（宮浦・宗郷）
・文章を書くライターさん
・制作スタッフさん（イラストレーター・フォトショップが使える方）
・お客様と打合せをする営業さん

募集要項

三原の情報紙を
一緒に作りましょ

 国道 2 号線、糸崎から尾道方面へ向かう際に
見える瀬戸内海の景色がイイ。近くに佐木島、
遠くにしまなみ海道が見渡せるあの景色。新幹線
を福山で降りて普通列車で三原まで来た9 年前
の夏、車窓から初めて見たこの景色に感歎する
と共に「随分遠くまで来たもんだ。」と思ったもの
です。夜、新居の窓から少しだけ見えた花火
（やっさ祭りの最終日だったのですね、今思えば )
に「歓迎の花火かしら…」と、そんな気の利い
たこと思ったかどうかは忘れたけれど、まだ5 歳
～ 0 歳だった子どもたち、キャッキャと喜んでい
ました。
 中国地方にこれといった縁がなかった主人と私
は、三原も然りで、予備知識を殆ど持たずに始
まった三原暮らし。デパートや流行 (はやり) の
専門店がない、チェーンのコーヒーショップが
見当たらない、何もない町だなぁと思いながらも、
幼子中心の生活にはそれらは案外必要なく、だから
それ程不便に感じることもなく、そもそも東京や
大阪に次々にそびえたつメガトン級の商業ビルに
しても、地方都市の郊外型の大型商業施設にし
ても、箱は違えど中身は大差なく均質で、それって
つまり町の個性が没されているんじゃ？と常々感じ

3200 日分の三原

biyorin  mama’ s column#最終回

ウシロシンジさん、楽しく読ませて
もらいました。子どもに夢を持たせ
てもらえるような内容で、子ども達
との会話も弾みました。（頼兼T様）

ひなまつりに関係するイベントが行
われることを知り、息子とたくさん
おひなさまを見ながら三原市内を散
策することができました（糸崎K様）

おひな祭りイベントにビヨリ
スタッフも行ってきました
よ!石に紙を貼って作ったお
ひな様が個性もいろいろでか
わいかったですよ。

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

ていた私は、それよりも海と山と川が近く、時折
三原港を出港する船の汽笛が聞こえるこのコン
パクトな町で、せかされることなくいろんな面で
ゆっくりと暮らしてきたように思います。
 長いこといつもどこか観光客気分のまま、マリン
ビューに乗り竹原を散策したり、大久野島へ海水浴、
三原港から自転車積んで生口島半周サイクリング、
桜山、黒滝山、鉢ヶ峰登山など季節折々を楽し
むうちに子は成長し、広島弁で兄弟げんかをする
事が常に。新鮮だった風景が日常になると同時に
感動は薄らぎ、ということはつまりいつのまにか
ここに根を張っていたんだと、子どもが連れてきた
母 (ママ ) 友はいつしか母 (ママ ) がとれて本当
の「私の友」になってくれたと感じ始めてきた今、
三原を離れることになりました。3年前、縁あって
三原日和創刊から携わらせていただき、毎月送ら
れてくる、私達スタッフにとっては宝の山のような
読者プレゼントハガキ＆メールの中に「びよりん
ママコラム」へのご意見をみつけ、ニヤッと心の
中でガッツポーズをとってきた月初めのひと時を
ありがとうございました。思い出いっぱい抱えて
新天地おかざえもんのいる町へ行きます。
どうか…どうかお元気で。 

O様邸


