I 様邸 タカシンホームのお客様インタビュー！

お客様があきらめそうになっ
ても、私達があきらめない…
創意工夫と熱意で、必ずお客
様の夢を実現する、そんな住
宅メーカーを目指します！

難しかった理想のプラン。
タカシンホームで実現しました！

株式会社 嵩心

タカシン・ホーム
三原本社
三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

福山営業所

住宅展示場をたくさん見て回り、10 社以上検討しました。
でも、大手メーカーでは私たちの理想の家がなかなか予算
内に収まらなかったんです。それをうまく実現して下さっ
たのがタカシンさんでした。良い土地物件をたくさん紹介
してもらえた事や、屋根一体型の太陽光発電が選べた事も
決め手になりました。
子どもたちのオモチャも、以前は大きな音が出たり場所を
とるものは難しかったですが、今ではのびのび遊べるよう
になりました。担当の松渡さんには無理なお願いもしまし
たが、いつもすぐに対応してもらって助かりました。一戸
建てを建てて良かった、
タカシンで良かったと
思っています。ありが
とうございました。

福山市松永町 6-10-34
084-939-5805

タカシンホーム

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 !!
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【お取扱期間】
平成 27年4月1日〜平成 28 年3月31日
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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。

パソコンのことならお問い合わせ下さい。“はばたくネット” がサポートします

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。

はばたくネットは会員募集します

○個別出張教室

三原の新名物「２尺玉」は、
ぜひ、糸崎の花火観覧会場で！

オス

検索

建設業の許可 広島県知事許可 ( 特 -26）第 35519 号

メ

ス
ス
オ

昨年、市民の熱い思いを集め、初めて実現した三原の「２尺玉」。

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。）

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

○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。

※タブレットも対応致します。お気軽にご相談ください
〈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〜

※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）※価格は税別です。

広告募集

シニアむけパソコンクラブ
はばたくネット
代表：湯淺 公伸
三原市城町2-9-1-1002
0848-67-1688
9:00〜18:00
不定休

三原日和 Facebook 見てね !!
http://www.facebook.com/mhrbiyori

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。

☎

info@miharabiyori.net

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。
●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。
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ベビースイミングにチャレンジ
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お風呂が大好きで毎日騒いで長風呂のうちの子。
もしかしてこの子は水が好きなのでは !?
と早速スイミングに連れて行きました。
将来は、北島康介か岩崎恭子かと思いながら。
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しかし、母の期待とはウラハラに、
プールサイドに腰掛けるも、固まって動かなく
なり、しまいには大声で泣き出してしまいました。
あ〜もう不機嫌・・・・

帰りにアイスクリームを買ってご機嫌取り。
やっとご機嫌もなおったところで、
来年も懲りずに水泳にチャレンジしようと
思う母でした笑

読者プレゼント

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 5kg」 B シャーロット ケイト フォックス コンサート
C 映画 「黒い雨」 D 映画 「妖怪ウォッチ」 E 映画 「くちびるに歌を」 E チャリティライヴ
応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
締切：2015 年 8 月 3 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
※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。

祭

やっさ祭りの詳しい内容はこちらから

【入場料】全席指定・税込
前売： 5,000 円（ポポロクラブ会員：4,500 円）
当日：5,500 円（当日券の会員割引はございません）
【チケット取り扱い】

ポポロ、ポポロオンライン、フジグラン三原、
うきしろロビー、ハママツ楽器（東広島）、スガナミ楽器本店（福山）、
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、竹原市観光協会
※車椅子席をご希望の方は、お電話でお問合せ、ご予約ください。

映画「黒い雨」文部科学省特選映画

★冬季限定プラン

ペア 3 組様プレゼント

前売り券 800 円

冬期限定のオススメプランです。

当日料金 1,000 円 ※高校生以下無料

20名様 700,000 円（1名追加 /20,000 円）

前売り券販売場所/リージョンプラザ総合受付・ポポロ・フジグラン三原・うきしろロビー
※各回終了後 本郷町原爆被害者友の会副会長 中村 澄子さんの語りを予定しています。

◇料理◇飲物◇ウエディングケーキ
◇衣裳（タキシード 1 点、ドレス 1 点）

映画「妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン !」ペア 3 組様プレゼント

8月16 日（日） ①１０:3０ ②１3:00 ③１5:30
三原リージョンプラザ 文化ホール ※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
0848-64-7555

◇装花（メインテーブル、
ゲストテーブル、
ケーキ）

①一般 1,200 円②3 歳から高校 800 円
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
●監督は三原市出身のウシロシンジさん

広島 2014.8.20 豪雨災害復興支援チャリティライヴ
8月２２日（土） 12:30 スタート
三原リージョンプラザ 文化ホール

ペア 3 組様
プレゼント

0848-64-7555

全席自由 1,000 円

〈チケット取扱〉三原リージョンプラザ・はるのん cafe・アンリミテッド・赤とんぼ
福山ミュージックファクトリー・OYE COMO VA・always 他

夏休み「よく飛ぶ

おり紙ヒコーキ教室」

8月23 日（日）
10:00〜11:30 ※指導は、折り紙ヒコーキ協会 認定指導員 沖 宗さん
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
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映画「くちびるに歌を」ペア 3 組様プレゼント

8月２８日（金） ①１０:3０ ②１4:00
三原リージョンプラザ 文化ホール ※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
0848-64-7555
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①一般 1,200 円②3 歳から高校 800 円
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
●美術監督は三原市出身 花谷秀文さん
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『三原日和9月号』発行日
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「White Wedding」

8月11 日（火）①１０:0０ ②１3:00 ③１6:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555
※フューレックカード使用できません

リージョンプラザ
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www.yassa.net

撮影者 龍王勉 氏

※会員価格での購入はお一人 4 枚まで
※未就学児の入場はご遠慮ください。
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三原のみんなで体感してこそ、三原の名物としての価値も上がる
というもの。今年はぜひ、糸崎の花火観覧会場でご覧ください！

チャリティライヴ、CD・グッズ販売等の収益金は、全て広島豪雨災害の復興義援金として寄附させていただきます。
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愕するはず。この夏一番の感動体験になるかも？

9 月6 日
（日）開演 16:30
三原市芸術文化センター ポポロ ホール
0848-81-0886
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くる無数の火の玉などなど…そのスケールにアナタもきっと驚

三原市

シャーロット ケイト フォックス コンサート

10
11

視界に入りきらないほどの大きさ、頭上から迫るように降って

スメ

ペア 2 組様プレゼント

4
6

三原リージョンプラザ

会場で体験するのが絶対にオススメ。段違いの打ち上げ高さや、

オス

「きらきら 1day☆コラボ」足の講座・靴・鞄の販売・脚痩ドクターメディラス・エステ・ネイル・耳つぼ
080-1943-8705（ソノフェリーチェ . 安田）
8/2 10:00〜17:00 スタジオ A

3
5

0848-62-6677

び よ り カ レ ン ダ ー

三原市芸術文化センター ポポロ

やっさ祭り

お問い合わせ先

8月

遠くからの眺めもキレイなのですが…やっぱり２尺玉は打上げ

ONE & ONLY WEDDING
★新郎新婦どちらかが三原出身の方に限り

GRAND BRIDAL FAIR 2015

8/16

SUN 10:00 〜 18:00

※要予約

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）

無料

※9･10･11・12 月実施に限ります。
※7月24日以降のご予約に限ります。

グランドブライダルフェア 〜 模擬挙式＆試食会（無料）〜

フォレストヒルズガーデン
三原市本郷町上北方 1361
0848-60-8191

模擬挙式は 2 つのスタイル（教会式＆人前式）を体験！挙式・披露宴のトータルコーディネイトをご覧いただけます！

（広島エアポートホテル）

模擬披露宴ではタレントのさいねい龍二さんが新郎モデルで登場、また話題のフラッシュモブ演出にも注目！！

10:00〜19:00
無休

それぞれのテーマでコーディネイトをプロデュースしたバンケットルームをご体験ください♪
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。

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。

広島エアポートホテルのウエディングの素晴らしさを体験してください。
体験予約はこちらまで 0848-60-8191

フォレストヒルズガーデン
さいねい龍二さん

検索

www.h-airporthotel.co.jp

