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頑張っていい色を選びました！

石垣の内側は、緑豊かで雰囲気のあるお庭。石畳を敷く
ことで通路や人のための空間もしっかり確保されています

検 索三平商事

 コンニチハ大です。今回は、１８年以上のお付き合い
をさせて頂いているお庭の紹介です。これまで段階的
に３回の工事をさせていただき完成に近付きつつあ
りますが、実際は工事だけでなく施主様のお手入れや
植栽の成長によって年々、より良くなっています。
新しい庭にはない味わいや風格が出てますネ。
 今回の工事は、周囲が生け垣だった部分を石垣に
変え、自然素材を活かしながらより安心して庭づくり
を楽しんで頂けるよう施工しました。使用した石は
本来建材で、仕上げの資材としては使わないものなの
ですが、我々がより分け仕分けしたこだわりの材料
です。輸入品の同様の石も有りますが三平スタッフが
汗をかいてコストダウンを実現！
 長い間お手入れされてきたお庭はとても価値のある
ものです。お客様それぞれに理想の形は違いますが、
心豊かに生活できるスペースを我々と造っていきま
しょう！！  ぜひ、三平にご相談くださいね！

 算数の文章題が苦手な息子のために教材を探していて出会った
のが学研教室でした。まずは自分の子どもに教えたくて３人から
始めたんですが、息子の友達の口コミや事務局のサポートのおか
げもあって、今では約70人の子どもたちが来てくれています。
 教えていて感じるのは、子どもの環境の変化です。共働きが当
たり前になり、祖父母も家におらず、わからないところを家で
解決できない子どもが増えています。そんな中で勉強に遅れてし
まう子どもたちを支えたい思いもあって続けてきました。長く
て４歳から15歳までの期間、学校の先生よりずっと長く、同じ
お子さんの成長に関われるというのは大きな喜びですね。
 生徒が集まるかな、私に教えられるかなと、最初は心配かもし

学研の先生を始めて 13 年目となる
亀田先生。ベテラン組かと思いきや、
20 年以上教えられている先生がたく
さんいらっしゃるのだとか！長く続け
られるお仕事なのですね。

我が子のために良い教材を…と探して出会った学研教室。
今では、地域の子どもたちと長くかかわれる事が喜びです。

（株）学研エデュケーショナル
福山事務局7/7（火）10:00～ 12:00

上記日程で参加できない方は7/10 （金）学研教室福山事務局（福山商工
会議所ビル４F）10:00～ 15:00の間でご予約下さい

れませんが、学研は事務局
のサポートがしっかりして
いますし、やはり教材がと
ても良いので。教えること
に少しでも興味があれば、
続けて行けると思いますよ。

学研教室　説明会
会場：ポポロ

★新郎新婦どちらかが三原出身の方に限り
　スペシャル特典あり!!
　・挙式料無料（135,000円）
　・料理ランクアップ
　 　（例えば2,000円×60人分＝120,000円）

　　

★《5組限定》ブライダルフェア開催
7/12（日）10：00~16：00　要予約  無料　
模擬教会式やワンプレート試食会など見どころ
満載 !! シェフ厳選の新料理メニューは絶品。
デート感覚で気軽に楽しめるのもポイント♪

 生まれ育った地元三原での結婚式は地元
ゲストの移動負担を軽減でき、広島空港近く
だから、遠方ゲストのアクセスも便利。敷地
内にある 1 棟貸切コテージや隣接のホテル
など宿泊の心配がないこともお急ぎ婚には
嬉しいポイント。少人数や挙式のみなど多彩
なスタイルが叶うのも魅力 ! どこからでも
自然を望める開放的なリゾート空間を思う
存分満喫してみて。

広島空港

広島
エアポート
ホテル

至本郷 IC
至三原

至広島

フォレストヒルズ
ガーデン

フォレストヒルズ
ゴルフ&リゾート

至河内 IC
山陽自動車道

山陽自動車道

自然に包まれた開放的な挙式を地元三原で

三原市本郷町上北方1361
0848-60-8191
（広島エアポートホテル）
10:00～19:00
無休

フォレストヒルズガーデン

※7･8･9月実施に限ります。
※6月24日以降のご予約に限ります。

 夏の始まりのイベント『三原七夕ゆかた祭り』が
今年もあります ! 恒例イベント「ゆかたコンテスト」
の事前エントリーを6/29～7/9まで募集します。
個人部門・カップル部門・ファミリー部門の 3 つ
の部門があり1組 500円でエントリー。ステージ
PR 後、お客さんによる投票があります。当日、
カメラマンによる撮影もあるので、とっておきの
ゆかたで、夏の思い出を作りましょう !

お問合せ先
☎0848-86-6758

三原七夕ゆかた祭実行委員会事務局

「夏の特別学習」
ひと夏で学力がドドーン ! とのびる

7月21日（火）～8月31日（月）
算数・数学
英語 , 国語

学習期間

学習としっかり向き合う時間のある夏。今できる
ところから着実にステップアップできる夏の特別
学習が上記の期間中に通常の１ヶ月分の費用で学習
できます。英語、国語、算数・数学から1教科でも
複数教科でも、ご希望に合わせて学習できます。
お近くの KUMON の教室、または KUMON の
ホームページからお申し込みください。

夏の特別学習のPOINT!

「まずは行ってみよう！」

「夏の特別学習」の後、継続して学習される場合
●月会費 6,480 円（1教科 / 幼児・小学生の場合）です。中学生 7,560 円、高校生以上 8,640 円。※英語学習開始時には、専用リスニング機器「E-Pencil」
6,480 円（税込）をご購入いただきます。●会費は教材費、消費税を含みます。●公文式の教室は入会金が不要です。●教室での学習は週2回です。

同時受付中！
０歳～２歳台の

お子さまとお母さま
くもんオリジナル絵本とCDで、親子の楽しいことばのやりとりを。教室で先生とのコミュニケーション
タイムも。今なら2週間無料でお試しいただけます。会費 /1 ヶ月 2,160 円（税込）※入会金不要

ここを
チェック！ 検 索くもんいくもん

お申し込みはお近くの教室
またはKUMONのホームページへ。

のお知らせです。

自学自習力
自分からすすんで机に向かい、

学び取っていく力

集中力
ひとつのことに

夢中になって取り組める力
すべての教科の

要となる読解力や計算力

基礎学力

お申し込み
受付中!!

フォレストヒルズガーデン 検 索

詳しくはこちらから検索 !

www.h-airporthotel.co.jp

漁師の賄い居酒屋　頑固亭

R2

三原駅前広場 イオン三原

エブリィ

http://www.facebook.com/hiroe.mitihara

『アオリイカの刺身がぶちうまい！』
 大将自ら釣ってくるので新鮮まちがい無し。今、好評なのが
「アオリイカの刺身」。口に入れると甘みと旨味でビールが
すすみます。「取れんようになったらおしまいじゃけぇゆる
してね」と大将。奥さんの一品料理もあって低予算でお酒も
いっぱい飲んでおなかもいっぱい！

三原市城町2-5-11
0848-67-7260
11:30～14:00
17:30～21:00 
月曜日

みみが大きくて目に
グリーンのシャドウ
が入ってる！

みみが大きくて目に
グリーンのシャドウ
が入ってる！

あおりイカの刺身
　　　　　　600円
あおりイカの刺身
　　　　　　600円

三原駅

三原市東町2-3-6
0848-62-2984
9:00～18:00
水曜日
第 1・第 3火曜日

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。
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）

急募 ! 女性カメラマン&
女性デザイナーを募集 !

参加費の中にケーキ代と2L写真代が含まれております。
ケーキは4号（12cm）4名様用となります。アレルギーにも対応しております。

「Happy Birthday !!」「Happy Birthday !!」
ケーキと一緒に「Birthday Photo!!」

参加費　：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

メッセージ入り写真例

（ご予約が入り次第受付終了とさせていただきます。）

2015年 7月25日（土）

三原市くい文化センター くい高原ホール
入場料（全席自由）
大人2,000円　学生1,000円

大古 美織
バレエダンサー

ピアノ & バレエ　サマーコンサート

Studio lala
三原市円一町３-5-7
森本ビル 2F
080-5230-4028

お問い合わせ : カタルーニャの風
■安藤 090-4694-6575
■梶谷 090-8061-6730

スペイン在住ピアニストジョルディ・パロマレスと、さまざまな舞台で
活躍中の三原在住バレエダンサー大古美織のこの日限りのコラボレート

スペインの伝統的な曲からショパンまで情熱的でかつ
華やかな舞台が繰り広げられます

開場14:00

三原市役所

リージョン

フジ
グラン
三原

南小学校

ダイキ

Studio lala は生徒募集中です。HPをご覧下さい。
URL【http://studio-lala.tumblr.com】

写真は 2人前です

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）

￥50,000～（税別）

成人式振袖（フルセット）
￥30,000～（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。

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。

ヘアーメイクこだわりプラン全てお任せプラン

・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）
・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）
・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。）

ご成約特典

H29年度成人式振袖レンタル成人式は衣裳専門店で !
（2017）ご両親様やゲストの方の着物、

               お洋服も豊富に取り揃えています。

・留袖　￥15,000（税別）～
・モーニング　￥16,000（税別）～

・ゲストドレス　￥12,000（税別）～
※衣装に関する小物は一式お付けします。

※バッグ、アクセサリーをお付けすることができます。

ミセス・シニア世代の方にも好評です。
衣装を購入しても使う機会がない…
小物まで揃う、レンタルドレスは魅力的。

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

貸衣装 ベルフィーユ

R２
こぐま屋

ユニクロ

すき家

ファミリー
マート

宮浦郵便局大阪王将

取り扱い商品

※レンタル期間は、ご希望に応じます。
※返却時はクリーニングに出して頂く必要は
　ありません。

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、留袖、訪問着、
中振袖、子供衣装、初着、祝着、卒業式袴、礼服、
ゲストドレス、ブラックフォーマル、喪服など
県内外への衣裳配送サービスを行っています。

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

たくさんのお店や団体のPRの場にして頂くことで、
ゆかた祭り当日だけでなく、その後の三原も盛り上げていきたいです
今年で４回目を迎える市民発のイベント「三原七夕
ゆかた祭り」。立ち上げから活動されている藤井真夏
さんにうかがいました。

開催のきっかけやコンセプトは。

 まずは三原で何か楽しい事をしたい、お祭りが
したい!っていう単純な考えが最初にありました（笑）。
ただ、やっさ祭りなどの大きなお祭りでは、おもて
なしする側で参加するチャンスがなかなか無いとか、
勇気がないとか、そういう声もあって。それで、もっと
気軽に、みんな一緒に盛り上がれるようなお祭りを
作ろう、ということになったんです。
 時期はさつき祭りとやっさ祭りの間で、三原で最初
にゆかたを着るお祭りにしようと決め、7月上旬～
中旬開催の「七夕ゆかた祭り」としました。まずこの
時期にゆかたを着た人が集まって賑わってくれれ
ば、その後に続く他のお祭りにもつながると思いま
すし、夏のイベントの先がけとして三原を盛り上げて
いけるのではないかと思っています。とにかく、
三原をみんなで楽しく盛り上げたい、というのが一番
の思いですね。

今回の内容については。

 大きく分けて「グルメ」「ステージ」「遊び」があり
ますが、グルメでは市内の飲食店を中心に約２０店舗
に協力して頂いています。１回目は１０店舗くらい
だったので、回を重ねるごとに増えています。そこで
お願いしているのが、「祭りの中でどんどん自分たち
のお店をＰＲして下さい」ということです。当日だけ
で終わるんじゃなく、後々のそれぞれのお店への来店
につなげて欲しいんです。祭りに来た人たちに「あ、
三原ってこういうお店があったんだな、こういう人
たちがいるんだな」っていうのを知ってもらうことで
三原の魅力が発信されて、三原に来てくれる人が
増えて欲しい、お店が賑わってほしい、っていう思い
もありますので。
 ステージでは、第一回から開催している「ゆかた
コンテスト」があります。投票で順位もつくので、
最初は参加者が集まるか心配だったのですが、予想
の何倍もの参加希望があってビックリしました。その
後も好評でずっと続けさせてもらっています。他には
キッズダンス、地元のバンド、県立大学の学生さん

たちのダンスや吹奏楽など、さまざまな活動をされて
いる方の披露の場にもなっています。
 遊びは、飲食以外の出展で、輪投げなどのゲーム系
のものやフリーマーケットなどですね。ほかのお祭り
やイベントも積極的にPRして頂くようお願いして
います。

手ごたえはいかがですか。

 回を重ねるごとに認知度も上がってきたかなと感じ
ていますが、それ以上に思うのは、いろんな人たちの
協力がすごいこと。これやりたいんですけど、出たいん
ですけど、って言ってくれる方が増えたり、今回は何を
お手伝いしましょうか、ポスター貼りますよとか、そう
いう方もすごく増えていて、本当にありがたいです。
 最初の「何か楽しいことをしたい」っていうきっかけ
から、だんだんと大きな動き、まとまりになって来て
るのが一番うれしいですね。これからも続けていけ
ばどんどん広がっていく予感はあります。絶対行き
たい!って言われるようなお祭りを作ろうと頑張って
いますので、ぜひ多くの皆さんに来て頂きたいと
思います。藤井真夏さん

三原七夕ゆかた祭り実行委員長

第 4回
三原七夕ゆかた祭り

in 三原駅前市民広場

7/11 7/12土
11:00～22:00

日
11:00～19:00

NICEEVENT

 茶話本舗デイサービス三原須波邸
は、民家を施設としているので、
我が家のようにお過ごし頂けます。
看護師が常勤しており、24時間
365日休まず営業しているので、
認知症の方も安心です。
 また、スタッフが充実しており、
利用者さんにしっかり目配りがで
きるので、お一人お一人にあった
時間の過ごし方をして頂けます。

三原市須波ハイツ1-6-6
0848-69-0188

茶話本舗デイサービス
三原須波邸

介護スタッフ募集しています。
〔担当　谷原まで〕

自然豊かな須波の風景
茶話本舗デイサービスの外観。
お家に帰ってきたみたい～

みはらし温泉

須波ハイツ入口

呉線

アットホームなデイサービス。
我が家のようにくつろいで
もらえると嬉しいです。

お気軽にお問い合わせ下さい。

施設充実のため

施設の体験・見学は、いつでもご自由にお越しください。

学研の先生になりませんか?


