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暮らし応援広場（企業展）

さつきパレード
宮浦中学校「南交差点」スタート !

三原やっさ太鼓

蒸気機関車運行

10:20～

さつきコンサート inポポロ

要入場整理券（お申込みは終了致しました）

10:00～16:00（休憩12:00～12:45）

14:00開演

ゆるキャラ大集合 !!

フリマ広場（マーケット）

さつき展示会

わくわくちびっこランド

風船つり、写真をその場で
バッジにしてプレゼント !

しまなみしんきん

陸上自衛隊音楽隊

お子様にわた菓子無料配布

今年も楽しませ
ます !

さつき祭り企業展

・桜南食品（株）
・（株）共仕販
・けんこうなかまの施術院三原店
・山陽建設（株）
・高田シナリーたかた営業所
・（有）高山ペットショップ
・竹野八百屋
・（株）中野モータース
・日本通運（株）三原支店
・（社）広島県宅地建物取引業協会三原支部
・藤井木材（有）
・（有）三原ホンダ自動車 ホンダカーズ三原
・三原郷心会
・三原自動車学校
・三原テレビ放送（株）
・（株）吉川工務店
・（株）渡部瓦三原販売所

企業展出店者一覧

三原市西野１-1-１(0848-64-6611)

楽しいゲームで景品をゲットしよう！「スマック」
ももらえちゃうかも？工場のしくみがわかるパネ
ル展示もありますよ。

桜南食品株式会社

三原市古浜2-10-26(0848-62-6833)

毎日届く、宅配で元気をチャージ！生きたまま腸
まで届く『ビフィズス菌（BB536）』カラダ強く
するのむヨーグルト。3,000本　お試し配布！

株式会社共仕販

君は何秒でこの材木が切れるかな？中学生以上の部
優勝『カープチケットペア』こどもの部『３位まで
図書券進呈』　参加費無料です！新築・リフォーム案
内も見てね！ 三原市宮沖１-13-7(0848-62-2115)

山陽建設株式会社

さつき祭りで『テングのつまみ』を食べませんか！さつき祭りで『テングのつまみ』を食べませんか！
三原のイベントでたまに見かける『テング
のつまみ』は、三原の神明鶏のつくねを
カラッと揚げて、仕上げに三原のテング
ウスターソースにくぐらせてガブリ
と食べる、『三原の串揚げ』です！
5月30日（土）・31日（日）さつき祭り
で「ポポロ・カフェマルニタス」のウッド
デッキにて限定販売いたします！

みんな待っとるよ！

食べ
てみ
てく
ださ
い

三原をいろいろとみんなで

盛り上げていきましょうや！

神明鶏＋テングソース＝テングのつまみ神明鶏＋テングソース＝テングのつまみ

企業展スタンプラリー完成で、さつきビンゴカードをプレゼント!
さらに、企業展抽選会にも参加ができるWチャンス !数に限りがありますのでお早めにどうぞ !!
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さつき祭りイベントのご案内

三原市皆実4-1-32(0848-62-2003)

あなたは何を描く?瓦にお絵描き（無料）表札・
〇〇記念・手形足型…etc（約一か月後に焼き上
がります。当社まで取りにおいでください。）

株式会社 渡部瓦三原販売所

三原市小泉町160-４(0848-66-4611)

動体視力・夜間視力の無料測定を行ないます！
みなさん、お気軽にお越しください。教習車の展示も
ありますよ。

三原自動車学校

三原市港町1-2-10(0848-62-2688)

2歳から乗れるランニングバイク『ストライダー』
試乗体験！！★ミヤタ・MERIDAのスポーツ自転車
展示★風船つりもやってまーす♪乗って! 触って! 
遊んでね！！

中野モータース

株式会社吉川工務店

ラジコンブルドーザーで景品すくいに挑戦！
新築・リフォーム・修繕など、家の事なら何でも無料
で相談ＯＫ！
三原市皆実1-8-24(0848-62-5381)

5つのスタイルが選べるインテリアや8+1スピーカー
システムにも対応し、クルマがお気に入りのプライベー
ト空間になる「N-BOX SLASH」。ぜひ車内を体験し
て下さい！

Honda Cars 三原皆実

三原市皆実3-6-27(0848-64-4888)

三原市中之町 9-13-24(0848-67-5722)

アンケートに答えておみやげをGET！ 100％脱石油
にこだわった化粧品、日用品、アロマなどを手に取って
実感していただけます。メイク＆ゆかたの着付けショー
もあります。

シナリーたかたサロン

竹野八百屋（日曜のみ）

国産白菜使用！自家製はくさい漬けの出張販売致し
ます！去年大人気だった「ソラマメ詰め放題」も
あるかも？（入荷状況によります）
三原市城町1-21-17(0848-63-0223)

2015.5.30 ・31

さつき祭り
24th

日土

他社と比べて、価格に納得！
予算内でこだわりが実現しました。

タカシンホームのお客様インタビュー ! 無理のない予算を大前提に、
お客様の夢を実現するのが
タカシンホームの家づくり。
他社で難しくてもあきらめない
で、ぜひ一度ご相談ください。

検 索タカシンホーム

 タカシンホームでマイホームを建築中の先輩に紹介してもらい、
お付き合いが始まりました。大きな決め手は価格です。他社も
検討しましたが、どこも厳しい金額。そんな中「これならいける
かも」という数字を出して下さったのがタカシンさんでした。
私は体が大きいので、リビングや寝室はもちろん、トイレや洗面
室なども通常より余裕のある空間にすること、また外観に木目の
素材を使うことなど、こだわりの部分も予算内でうまく実現でき
ました。いつも気持ちの良い挨拶で送り迎えして下さった皆さん、
特にお世話になった担当の林さん、本当にありがとうございまし
た。楽しく家づくりができました！

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

福山営業所
福山市松永町6-10-34
084-939-5805

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。
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び よ り カ レ ン ダ ー6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

ペア5組様プレゼント

6月13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

入場料（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）
2公演セット券4,000円（セット券の販売は2015年6月13日まで）
※2015年10月3日開催の
　「小林沙羅&藤木大地デュオリサイタル」とのセット
※学生券、2公演セット券の取扱いはポポロ、ポポロオンラインのみ
※会員価格での購入はお一人4枚まで  ※未就学児の入場は不可
●入場券取扱：ポポロ、ポポロオンライン、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

ハオチェン・チャン ピアノ・リサイタル
新しい音楽の風V  vol.1

6月27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「アゲイン  28年目の甲子園」

(  ) 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、久井文化センター、ポポロ、フジグラン、うきしろロビー他

6月12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

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「掛込み女と駆出し男」

前売り券1,10０円

(  ) 内は割引券利用

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、久井文化センター、ポポロ、うきしろロビー他

ペア3組様プレゼント

※前売り券の販売はありません

販売場所 
※フューレックカード使用できます

リージョンプラザ・ポポロ・フジグラン三原・うきしろロビー

vol.02

連載
コラム

●ピヨピヨママ
よちよち歩きの女の子の新米ママで、
イラストレーター。愛情あるあった
かい子育てを、周りの皆のおかげで
のんびりと無理せずがんばってます。

応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2015年 6月 3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『掛込み女と駆出し男』A B
映画『アゲイン』C ハオチェン・チャン ピアノ・リサイタルD

おいし～いお米2名様プレゼント !

『ピヨピヨママの子育て日和』 がと
ても分かりあえる気持ちになりまし
た。私の娘も小さい頃は、顔が男の
子にも見えていたので。（宮浦E様）

ずっと気になっていた『串の家
sazan さん』。おしゃれな店内の
写真を見て絶対家族で食べに行こう
と思いました。（和田Y様）

5月号より『ピヨピヨママ
の子育て日和』が始まりま
した。新米ママの子育て奮
闘記、あたたかく見守って
くださいね。

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

6/21 10:00～17:00
「きらきら1day☆コラボ」足の講座・靴・鞄の販売・小顔・骨盤矯正・fioreエステ・ネイル・耳つぼ

スタジオA　  080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

6/14 やまみ三原市民球場　問い合わせ先：ウエスタンリーグ実行委員会0848-64-7219
「ウエスタンリーグ　カープ vs 阪神」

6/27  13:00～17:00
「ソノフェの日」足のカウンセリング・オーダーインソール・プチ足のトレーニング・ネイル・耳つぼ

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

パソコン・インターネット教室　6月開講　生徒募集中 !
月2回　水曜教室　6月10日（水）・6月24日（水）　13:30～15:30
　　　　 木曜教室　6月11日（木）・6月25日（木）　13:30～15:30
三原リージョンプラザ 南館会議室
0848-64-7555

※各教室定員6名

持ち物：ノートパソコン　月謝：月5,000円

半どん夜市
6月 13日・２０日・27日　毎週土曜日　18:00～21:00
本町中央通り・本町1丁目・帝人通り

しまなみ信用金庫  住宅ローン
優遇金利の取扱いを実施中です !!

【お取扱期間】平成27年4月1日～平成28年3月31日

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

商品の詳細は、しまなみ信用金庫の窓口、または渉外担当者にお問い合わせください。
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場合もありますのであらかじめご了承ください。

赤十字病院
まつの
ストアー

善教寺
卍

東町郵便局

神明大橋
三原市東町2-8-18
0848-62-2963

学校法人 龍松学園
私立幼稚園 昭和園

昭和園の幼児教育に
ついての説明会

幼稚園の「思い」を知ってください

 「しっかり根をはれ　柿のたね  ゆっくり芽を
出せ柿のたね」の言葉に象徴される同園の
教育方針は、いたずらに早期教育に走らず、
普段の遊びの中からゆっくりと学び、豊かな心を
育てるというもの。そうした理念や教育方針を
含め、費用面、園内施設、幼稚園生活の様子
やお弁当のことなど、雰囲気や特色をしっかり
聞ける説明会が開催されます。
 昭和園を検討中の方はもちろん、幼稚園選び
で迷っている方も行ってみられてはいかが？

平成27年7月4日（土）
午前10時～11時

※平成28年度の入園資料を配布します。
（幼児の出席は不要 ・ 駐車場あり）

検 索しょうわえん
ホームページもご覧ください

未就園児対象「にこにこクラブ」
次回は6/27（土）10時より開催します。
年間スケジュールと詳しい内容をホームページに
掲載しています。

『三原日和7月号』発行日

『Father’s  Day』

S様邸


