未来へつなぐこの人

INTERVIEW

三原を愛する人たち

便利な駅前に、頼れる
「街のお医者さん」がオープン。

誰でも健康で気分よく過ごしたいもの。
ピラティスを通じて、優しい人の輪を広げていきたいと思っています
を開催し、三原の皆さんの健康を応援されている、
池田典梨衣さんに伺いました。

リージョンプラザ、久井町公民館などで「カラダの

ピラティスについて教えてください。

気づき応援スクール」と題して、ピラティスのほかに、

ピラティスとは、身体の本来の動きを取り戻し、

ヨガ、ストレッチ教室を開催しています。

機能をよみがえらせるエクササイズです。現代人は

昼は 60 代以上、夜は 20 〜 50 代の仕事帰りの

あまり歩かず、運動量も少なくなっていますし、デスク

女性が多いですが、
もちろん男性もいらっしゃいます。

ワークやスマホなどで姿勢も悪くなるなど、身体の

現在、生徒さんは全部で 30 人。一つの教室では

機能が衰えていることも多いです。ピラティスでは

６人で、少人数を基本にしています。三原市が実施

こうした身体の状態を知り、エクササイズにより修正

する高齢者介護予防事業もお手伝いしています。

していきます。
ヨガが心の面を重視しているのに対し、ピラティスは

生徒さんの声では、
「姿勢が良くなり、背が１センチ
伸びた」、「肩まわりが柔らかくなった」、「反り腰、

ことを目的としています。
「ヨガとピラティス、どちら
を選べばいいの？」という質問をよく頂くのですが、
私は「どちらも一回試してみて、自分に合った方、
イスしています。両方取り組めば相乗効果もあります
が、ピラティスを続けている人の特徴として、О脚
とかＸ脚とか猫背などを自覚し、「なおしたい」と

外から見るとえっ、ここ？と思ってしまいますが、待合室に入れば

是非、学校でやってほしい」と言った言葉が印象に

外からの印象よりゆったり明るく快適。とても感じの良い「街の

残っています。

お医者さん」です。
「自分が子供の頃は、このあたりが遊び場だった」という金行

今、インストラクター３名によるチーム「Ripple」

先生。この場所に開院した理由をお聞きしてみると、まず、

( リップル ) の代表をしています。Ripple とは「波紋」

ポイントは利便性。三原は港と駅が全国でも珍しい近さにあり、

のことです。水に投げ入れた小さな石が波紋を

電車、バス、船の交通アクセスがとても便利。長く地域にお住

広げていくように、ピラティスを中心とした活動を

まいの高齢者の方から、島の方、周辺のマンションの方、また

通じて、優しくて大きな『ひとの輪』が２重３重と

駅周辺でお仕事をされている方などが、昔なじみの診療所の

歩き方が改善された」
、
「ウエストが細くなった」など
ですね。また、「開放された感じ」、「安心感、穏や

ように、気軽に来られるクリニックを目指されているそうです。

誰でも健康で気分よく過ごしたい、いつまでも自分

そして次に語られたのが地元愛。三原は駅前を中心に商業が

の足で歩きたいと願っています。
ピラティスを通じて、

発達し、歴史もある城下町。今は商店街にさびしい部分もある

歩き方とか姿勢とか、日常生活でどう活かすかを

が、きっとまた駅を中心に発展すると思うし、して欲しい。ここに

伝えて、広げて行きたいですね。

クリニックが出来ることで駅前発展の一助になれば… そんな熱い
思いも伺うことができました。

かな気持ちになれる」など、メンタル面をあげる人
も多いです。
ある生徒さんが「自分は運動が苦手で体育の時間
が嫌いだった。鉄棒の逆上がりなら、出来ないと辛い

同クリニックでは、内科・循環器科全般を幅広く診療されて

池田典梨衣（いけだのりえ）
久井町出身。三原東高、奈良女子大学文学部人間行動学科スポーツ科学専攻卒業。中学高校では陸上競技で短距離、７種競技。
中高校体育教諭免許、健康運動指導士、Polestar Pilates Mat 認定インストラクター、インド中央政府公認ヨーガ教師の資格
を持つ。( 有 ) 世夢スポーツ企画で、インストラクターチーム「Ripple」( リップル ) 代表。

いますが、金行先生は胃腸など消化器科の専門医として、土肥
先生は血管外科の専門医として高度な知識と経験を持つスペ

作りたい。企業広告だけでなく、頑張っている人、まちのイベント
等にもスポットをあてていきたい。そして、三原をもっと明るく、住
みやすく、連帯感のあるまちにしたい。そんな思いで発行している
情報紙です。どうぞご支援のほど、よろしくお願い致します。

要予約
事 前にご予 約 の方のみ

アンコウのようなゼラチン質の皮も
また美味です。
そんな初夏の味覚が、登喜将から
期間限定コースで登場します。刺身、
唐揚げだけでなく、煮付や赤出汁にも
おこぜを使用し、余すところなく

お一人様なんと

ご賞味ください。

三原駅

三原港桟橋

和食処

登喜将本店

三原市城町 3-2-7
0848-62-7393
11:30〜13:30
17:00〜22:00
水曜日

R2

市営駐車場

3,200 円（税別）。
この機会にぜひ、

付出し 3 点盛
おこぜ刺身
おこぜ唐揚
おこぜ煮付
おこぜ赤出汁
茶碗蒸し
ごはん
香の物
フルーツ

マリンロード

6/4〜6/9 の 6 日間、

金色がうつくしい

お品書き

めがねの専門員くまのさんに

SHEAFFER ¥15,000
試し書きができるので

第五の筆記具パーカー新商品

徒歩生活圏や通勤途中で気軽に立ち寄れて、なおかつ最新の

さかなや道場

は地方ではまだまだ少ないですが、「みはらえきまえクリニック」

国際
ホテル

は、このような高度な機能を備えたまちなかのクリニックとして、

こだま

三原での先駆けと言えそうですね。

血管外科・胃腸内科

R2

広島県尾道自動車学校

夏休み入校生募集中
ス ー パ ー 短 期 コ ー ス（各定員 1 0 名）

三原市城町 1-8-7
0848-63-5000
9:00〜12:30 14:00〜17:30
日、祝、土曜午後

尾道自動車学校では、生徒さんのご自宅付近まで
バスで送迎いたします。夏休みしか時間が取れない
という方、この夏に自動車免許を取得しましょう !
1 ヶ月から 40 日の
短期コースもあります。

【最短で、MT16 日間・AT14 日間で卒業可能です】

卒業予定日

入校日
MT
AT
MT
AT
MT
AT
MT
AT

7 月 21 日（火）
8 月 4 日（火）

ると脳に「メラニン色素をつくれ」という反応が

8 月 19 日（水）

でるとか。お肌を大切にするのと同じように眼も

9 月 3 日（木）

大切にしましょう。
メガネサロンくまのでUVカッ

駅前渡船

8 月 3 日（月）
8 月 5 日（水）
8 月 17 日（月）
8 月 19 日（水）
9 月 1 日（火）
9 月 3 日（木）
9 月 16 日（水）
9 月 18 日（金）

至尾道大橋

天満屋
ハピー
タウン

至津部田

桑田渡し

向東小 向東中
東西橋

ユアーズ

至歌

向島町役場

広島県尾道自動車学校

スーパー短期コース、早期お申し込み特典（割引料金）ありますので、ぜひお問い合わせ下さい。

トのレンズで対策バッチリ！さらに最新のサング

尾道市向東町 8893-1
0120-34-1613

ラスも多数入荷しています。

今月のイチオシ！

ソノフェリーチェ . の きらきら1DAY ☆ コラボ

6/21

Dior ￥42,000

日

10:00〜17:00

創・美・庵・環

■小顔矯正（￥1,000）
■骨盤矯正（￥1,000）

PELIKAN ¥40,000

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

スペースには数多くの文具、事務機器が並んでいます。
こだわりのステーショナリーグッズも豊富に取り揃えて

ありますので、
「父の日なので、こだわり屋のお父さんに
素敵なプレゼントしたい！」と思われている方、ヒロヨシ

■靴に関するお悩み（相談無料）

三原駅

広島銀行

例：外反母趾で歩くのが痛くて

HOTEL
TODAI

■お悩み別プチ足のトレーニング

（15 分￥500）

・外反母趾が痛い
・タコ・ウオノメが痛い etc

三原 イオン三原
郵便局

女性にきらきらしてもらいたい ! との
思いで始めたきらきら 1DAY☆コラボ

■ジェルネイル （￥2,500）
クリア or ラメジェル
フット加算 1,000 円

山田記念病院

■耳つぼエステ（￥1,000）

三原市皆実町にある文具のヒロヨシさん。広々とした

気軽に声をかけてくださいね！

みはらえきまえクリニック

三原駅

医療が受けられるところが増えているとのこと。こうしたスタイル

THE スタンダード万年筆

PARKER ¥22,000

●糖尿病治療 ●胃カメラ・大腸カメラ検査

都心部では、ビルの中にあるクリニックに高度な機器が備わり、

るでしょうが、ごぞんじですか？角膜が日焼けす

HAPPY
FATHER’ S
DAY

●下肢静脈瘤治療 ●循環器治療

つながるそうです。

にされる時期になってきましたね。UV 対策用の

ヒロヨシさん

循環器、血管に関しては自信を
もって、誠心誠意診させていただ
きます。
胸が苦しい、足がだるい、痛い
など、お気軽にご相談ください。

何日後にまた」などといった事が減り、快適で迅速な治療に

一年のうちで、これから皆さんが紫外線を最も気

相談するワン！

土肥俊一郎 先生

リフトアップ・肩こり・頭痛他

広島
トヨタ

ﬁore エステ

■ご新規の方（￥4,000→￥2,000）
さらにお二人以上で来られた方
お一人￥1,000
※ご予約の方優先となります。

花兆

R2

丸亀製麺

宮浦大通り

特別価格。

院内で可能。外部の医療機関に頼らない、ワンストップサービス
を目指した診療を行われています。「検査は外部に出すので

紫外線は一年中降り注いでいます

『父の日』にステキなプレゼントを！

「おこぜ」。身はフグよりも甘みがあり、

「おこぜづくし」を味わって頂けます。
そして値段も嬉しい

設備、治療機器も最新のものが導入され、血液検査やエコーも

服や帽子にパラソル等いろいろな用意をされてい

楽しいステーショナリーグッズのお店

フグに匹敵するとも言われる高級魚、

消化器検査」
「高血圧や透析患者さんの血管のケア」など。検査

目の紫外線対策されてますか

若い方からシニアの方まで、読んで楽しく、暮らしに役立つ紙面を

がんばろう東日本！
がんばろう三原！

シャリストです。特に力を入れられているのが、「苦痛の少ない

マリンロード

気持ち良かった方を続けたら良いですよ」とアドバ

ではまだ少ない、市街地のビルの中にあるクリニックなので、

に出会い、
自分の身体を理解する大切さに気づいた。

広がっていくよう願いを込めて名付けました。

皆さんの感想は。

身体の動かし方を理解し、本来の動きを取り戻す

「みはらえきまえクリニック」を訪問取材して参りました。三原

される。でも、そういう勝ち負けではないピラティス

教室の開催状況は。

患者さんのお話をじっくり聞いた
上で、痛みや負担の少ない検査、
治療を行っています。決してつらい
治療にはしませんので、怖がらずに
ご来院ください。

三原駅の噴水から南に歩いて 30 秒。マリンロードに開院した

思いをするし、競技も球技も常に勝つことが重視

思っている人が多いですね。

リージョンプラザで「カラダの気づき応援スクール」

金行祥造 先生

すき家

会場：スタジオ A

三原市宮浦 6-30-1
080-1943-8705

（ソノフェリーチェ . 安田）

さんで見つけられそうですよ！

他にも文具好きにはたまらない逸品に出会えるかも !!!

はばたくネットは企業様のパソコンでの仕事を支援します。

・パソコンを仕事で使うため始めようと思っているけど今更誰に聞けばいいか、
何から始めたらいいか…。
・パソコンの仕事で必要なことや分からないことを中心に自分のペースで学びたい。
・パソコンを仕事でもっと有効に使いたい。
・パソコンの設定を頼みたい、パソコンがおかしくなった。どこへ問い合せしたらいいのか…。

広島銀行
ダイソー

いつも明るい

こんな時は “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。
パソコンがなくても始められます。（こちらが用意します。ご購入のご相談もしていただけます。）

〈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〜

シニアむけパソコンクラブ

貞徳

代表：湯淺

※上記会員価格 要年会費 6,000 円（上記より１点サービス、その他会員むけ
サービスあり。企業様として会員契約できます。）
※別途、企業様むけ会員サービスもございます。
※詳しくはお問合せ下さい。※価格は税別です。

中国銀行

R２

三原市皆実 2-1-5
0848-64-8211
8:00〜19:00
お正月のみ

帰ってきた ! アモさんのパソコンワンポイント !!!

はばたくネット

引き続き個人会員様も
募集致します。

すき家

美代子さん

公伸

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

スタッフ募集 !

株式会社ヒロヨシ

こぐま屋

パソコンを使うなら必ず取っておきたい、重要データのバックアップ。でもついついサボっ
て致命的な事態になることも… バックアップは定期的に、自動的に行われるようにしま
しょう ! フリーソフトにも高機能なものがありますよ。
「自動バックアップ フリー」などで検索してみましょう。
2 台以上パソコンがあるオフィスなら、共有フォルダを使って、お互いのパソコンの空きスペー
スにバックアップしあうのもおススメです。レッツトライ！

「Happy Birthday !!」

三原の情報紙を
一緒に作りましょ

ケーキと一緒に「Birthday Photo!!」

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

子どもにとってお誕生日は特別な日でしたよね ?
大きなケーキにろうそくが灯り、一気に吹き消した後のなんとも言え
ない嬉しそうな表情。見ているだけで幸せになります。そんな幸せな 1

募集要項
・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
・写真を撮ってくれるカメラマンさん
三原市宮浦 6 丁目 30-1

62-6677

シーンを残しませんか ?
ケーキはスタジオがご用意します。ご予約の際にケーキのプレートに
入るお名前をお聞かせ下さい。

参加費

info@miharabiyori.net

：5,000 円（税別）

参加年齢：1 歳〜12 歳までのお子様
毎月 2 組限定（ご予約が入り次第受付終了とさせていただきます。）
参加費の中にケーキ代と 2L 写真代が含まれております。

AR 動画

「和婚」
「チャペル式」あなたはどちら派 ?

結婚式のスタイルは様々です。
今 回 は バリエーション 豊かな
ご婚礼衣裳を動画でお届け !

AR 動画

夢 膨らむ衣 裳 選 びを楽しみま
しょう♪

県内外への衣裳配送サービスを行っています。
ファミリー
マート
大阪王将 宮浦郵便局

貸衣装
ユニクロ

こぐま屋
すき家

R２

ベルフィーユ

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

ヘアーメイクこだわりプラン
成人式振袖（フルセット）

￥50,000〜（税別）
当日は着付け、ヘアーメイク、写真撮り全て
ポポロ近くの当店舗で行えます。移動がない
のでとっても楽。準備後はそのまま式典へ。

￥30,000〜（税別）

衣装のレンタルのみも可能。衣装は
お持ち帰り、お客様行きつけの美容
室への配達も行っております。美容
室のご紹介も出来ます。

三原日和 AR 動画視聴方法
１

無料 AR アプリ「junaio」をダウンロード
Android の方は「GooglePlay ストア」で、
２

メッセージ入り写真例

インストールが終わりアプリを開いたら、
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

・前撮りと当日違う衣装が着られます。・前撮り時の着物、着付けの料金はサービス。
（一着分）
・10,000 円チケットプレゼント
（式後から使用戴けるチケットです。当店の衣装何にでもお使い頂けます。
）

日和動画アイコン

常時受付中 !!

（電話がつながらない、すでに終了の場合はご容赦ください）

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

ご成約特典

・髪飾り、またはショールをプレゼント。
（5 万円以上ご利用の方）

AR動画

愛を誓う「チャペル式」

全てお任せプラン
成人式振袖（フルセット）
+ ヘアーメイク着付け
+ 写真（1 ポーズ）

三原日和がAR動画に対応しました！
AR動画

取り扱い商品
初々しい白無垢、艶やかな打掛 ウエディングドレス、カクテルドレス、二次会用ドレス、
白打掛、色打掛、引き振袖、タキシード、紋付、モーニング、
や本振袖が魅力的な「和婚」
留袖、訪問着、中振袖、子供衣装、初着、祝着、卒業式袴、
純白のドレスに包まれて永遠の 礼服、ゲストドレス、ブラックフォーマル、喪服など

biyori NEWS

（2017）

成人式は衣裳専門店で ! H29 年度成人式振袖レンタル

《参加されるお父様、お母様へお願い》
お誕生日を迎えられたお子さま宛に直筆メッセージをいただいており
ます。撮影した写真にメッセージを付けたものを作成しプレゼント。
可愛いメッセージ付き写真をお部屋に飾ってくださいね。

→ 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！
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！

急募 ! 女性カメラマン &

女性デザイナーを募集 !
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