M様邸 タカシンホームのお客様インタビュー！

自分たちの資金計画では、自由
設計の家は難しそう…そんな
風に思いこまないで、ぜひご相
談ください。若い方もたくさん
夢を実現されています！

「できますよ！」の言葉通り
こだわりの家が実現しました！

50 年つづく工務店の、安心と信頼。
吉川工務店

住宅だけでなく店舗も手がけ、自社の加工場
では家具の制作も行っています。手仕事の
あたたかさを感じさせてくれるお手製ベンチや
フラワーボックス、変わり種のお城の形をした
リヤカーまで。家・家具・木工のこと、気軽に
何でも相談してみよう！

左：お城の形のリヤカー。なんでも作れちゃうん
ですね〜 中：ヒノキのベンチ。優しいカーブが
素敵です。右：フラワーボックスもお手製です。

9月

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

☎

info@miharabiyori.net

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。

ビヨリ記者 はしご酒 めぐ〜る
たちが集まっていましたよ。一人一人カードをもらって、どの

株式会社 吉川工務店
三原市皆実 1-8-24
0848-62-5381

三原リージョンプラザ

三原市
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熱帯 JAZZ 楽団 ペア 5 組様プレゼント
20th Anniversary Live

5

日本を代表するラテン・ジャズ・ビッグバンド
カルロス菅野率いるラテン JAZZ 集団が
三原ポポロに登場 !

6

9 月12 日
（土）開演 16:00
三原市芸術文化センター ポポロ ホール
0848-81-0886
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み会とは違ってゲーム感覚で、今まで入った事のないお店に入

11

なのでしょうか？同志の様な絆が生

12

じゃったり笑

13

で行くも良し ! 素敵なイベントでした。

14

迎え酒を頂いたら、それぞれ最初のお店へ GO! いつもの飲

れたりなんかして、たのし〜〜い ! そして、はしご酒ならでは
まれ、見知らぬ人との会話もはずん
会社の仲間や友達と行くも良し ! 夫婦

【入場料】全席指定・税込

9

お店が当たったかの話で持ち切りです !

●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。

8 月 7,8,9 日に行われた盛大なお祭に
今年は家族 3 人で行ってきました。
音楽やリズムを取るのが好きなうちの子は、
やっさの歌を聴くと得意の腰フリフリ！

9月19 日（土）①１０:3０ ②１4:00 ③１8:30
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
0848-64-7555
※フューレックカード使用できます

①一般 1,800 円（1,500 円）
②大学 1,500 円（1,300 円）
( ) 内は割引券利用
③3 歳から高校 1,000 円（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 フューレックカード提示 1,300 円

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、フジグラン三原、うきしろロビー他

映画「あん」ペア 3 組様プレゼント
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9月23 日（水・祝）①１０:3０ ②１4:00 ③１8:30
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
0848-64-7555
※フューレックカード使用できます

21

①一般 1,800 円（1,500 円）
②大学 1,500 円（1,300 円）
( ) 内は割引券利用
③3 歳から高校 1,000 円（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 フューレックカード提示 1,300 円
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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、フジグラン三原、うきしろロビー他
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『三原日和10月号』発行日

職場説明会で女性がバリバリ活躍している
というお話を聞き、
「高校卒業してすぐ働け
ますか」とお尋ねしたら「大歓迎です」と
言われ、就職を決めました。最初は不安も
ありましたが、上司の方が優しくて相談で
きる環境だったので、徐々に解消しました。
２年ほど勤めたあと、出産と子育てのため
いったんは退職したのですが、４年ほどの
ブランクの後、サンライズに再就職しまし
た。「いつでも戻っておいで」とよく声を
かけてもらっていましたし、やはり最初の
２年間で、働きやすい職場だというのがわ
かっていましたので。
サンライズは、職員の皆さんがとっても明
るいんです。以前の私は内向的な面があっ
たんですが、変われました。定期的にある
面談では、仕事のことだけでなく生活状況
も聞いてもらえて、資格取得に関しても先
輩の職員が勉強会を開いて教えてくれたり
と、職員のための体制はとても充実してい
ると思います。

地元ではたらくよろこび

わたしはサンライズ
いっしょに働きませんか？

サンライズグループでは各施設で職員さんを随時募集しています。有資格、無資格は問いませんのでノンキャリアのかたでも大丈夫です。
担当者と良く話し合い、楽しく、充実した生活をおくれるよう、勤務条件や職場を決めて参りますのでまずはお問い合わせください。
サンライズグループの新規卒業者採用ならびに中途採用の問い合わせ先はこちらになります。
たいせいかい

社会福祉法人 泰清会
広島県三原市港町 3-6-29

TEL/0848-81-0130
おおめぎ

大目木

サンライズグループの紹介

27
29

■サンライズマリン瀬戸

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。

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
C 映画 「ビリギャル」

5kg」

B 熱帯 JAZZ 楽団 Live

三原市港町 3 丁目 6 番 29 号

三原市深町 583 番地

泰清会

域の皆様の生活をトータルでサポートしています。
■サンライズ港町
電話（0848）60-0630

■サンライズ 24

三原市港町 1 丁目 3 番 22 号

電話（0848）61-5788

地域密着型特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所・

特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所・ケアハウス・

ケアハウス・デイサービスセンター・

デイサービスセンター・サービス付き高齢者向け住宅

デイサービスセンター・ホームヘルパーステーション・

居宅介護支援事業所

※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。

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。

三原市港町 3 丁目 7 番 24 号

電話（0848）67-8222

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

訪問看護ステーション

■トータル・ケア サンライズ新倉

■トータル・ケア サンライズ宮沖

■トータル・ケア サンライズ宮浦

■サンライズやまだ

三原市新倉 3 丁目 4 番 14 号

三原市宮沖 2 丁目 3 番 1 号

三原市宮浦 6 丁目 6 番 5 号

三原市宮浦 6 丁目 2 番 11 号

電話（0848）60-2882

小規模多機能型居宅介護事業所・サービス付き高齢者向け住宅

小規模多機能型居宅介護事業所

■さんさんみなと保育園

■さんさんまりん保育園

電話（0848）67-8324

電話（0848）81-0207

小規模多機能型居宅介護事業所・サービス付き高齢者向け住宅

D 映画 「あん」

応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
締切：2015 年 9 月 2 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

検索

恵まれた三原市で、高齢者福祉施設や認可保育園など、20 を超える事業を展開し、地

■サンライズ大池
電話（0848）81-0130

くわしくはホームページをごらんください

平成 11 年 12 月、広島県三原市深町に生まれたサンライズグループ。瀬戸内の自然に

「介護と子育てのサンライズグループ」

28

最終日には人生初の大きな 2 尺玉を見て、
「あ゛ーーーー！」と大きな泣き声と共に、
花火を楽しみました。子どもの成長を
感じた夏のお祭りでした。

美紀さん

〜毎日が充実してます〜

担当

26

30

新舎

「きらきら 1day☆コラボ」足の講座・靴・鞄の販売・クラフトかご作り・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）
9/20 10:00〜17:00

23
前列で踊りを見ていたら、
突然「あ〜〜〜！」とサイレンのような声を上げ、
今まで見た事のない我が子の猛ダッシュ姿が！？
やっさの列に突っこんでいって大慌てっ
よちよち歩きだったはずが、まさかのここで本気
歩きにビックリ！

職員

映画「ビリギャル」ペア 3 組様プレゼント

17
18

サンライズマリン瀬戸

一般： 6,000 円（ポポロクラブ会員：5,500 円）
※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。

16

19

三原の夏といえば「やっさ祭り」！

vol.43
TAKE FREE

【チケット取り扱い】ポポロ、ポポロオンライン、スガナミ楽器本店（福山）、ハママツ楽器（東広島）

15

連載
コラム
vol.04

R2

呉線

2

7
7月23日の蒸し暑い夕方、三原駅前広場に仕事を終えた大人

たのしそ〜う

広島銀行

社員募集中 !

1

0848-62-6677

カンパ
〜イ !!

山陽本線

び よ り カ レ ン ダ ー

三原市芸術文化センター ポポロ

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

会社のお仲間

相談に乗ってくれる頼れる工務店さんです。

検索

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

住宅の新築・リフォーム・修理など、何でも

西野川通り

広告募集

タカシンホーム

9月号

が良いですよね。地域に密着した地元工務店
として５０年の歴史を持つ「吉川工務店」は、

宮浦大通り

やさしい玄関ポーチ

2015

検索

建築は安心してなが〜くお付き合いできる会社

いろいろな場所で
「20 代からの家づくりを応援」
のキャッ
チコピーを見かけ、私たちにも手が届くかな？と気になって
いました。見学会で相談すると、
「大丈夫、できますよ！」と
言っていただき、家づくりに踏み切ることができました。
担当の方には土地探しからプラン作り、施工までとても
親身にサポートしてもらえましたし、デッドスペースを活用
して収納を増やすなど、追加費用なしでできる工事につい
て工務の方がアドバイスして下さったのもありがたかった
です。他にも愛犬のためのスペース、ロフト、書斎、大収納、
ドアのデザインや広いバルコニーなど、たくさん希望が実現
しました。
今後も引き続き若い
愛犬のための
株式会社 嵩心
リビング土間と収納▶
世代を応援して頂け
タカシン・ホーム
ればと思っています。
福山営業所
三原本社
良い出会いができたと
三原市和田 3-3-1
福山市松永町6-10-34
感謝しています！
0848-61-1020
084-939-5805
▲モダンな外観＆
建設業の許可 広島県知事許可 ( 特 -26）第 35519 号

三原

三原市港町 1 丁目 6 番 6 号

電話（0848）63-3839

三原市港町 3 丁目 6 番 29 号

■さんさんまりん地域子育て支援センター
電話（0848）81-0133

三原市港町 3 丁目 6 番 29 号

電話（0848）61-2363

サービス付き高齢者向け住宅

電話（0848）61-0028

