店舗の開設・改装・移
転などは実績豊富な当
社にぜひお任せ下さい。
女性設計士の提案や、
ショップデザイナーとの
コラボも可能です！

タカ シ ン ホ ー ム の お 客 様 イ ン タ ビ ュ ー !

細かく相談に乗ってもらえ、
笑顔が集まるお店になりました！

地元の会社でお願いしたいと思い、少年野球を通じて夫とご縁
のあったタカシンホームの営業さんにお願いしました。度重なる
打ち合わせにも快く対応して頂き、絵を飾る位置や時計の位置

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

など、小さなことでも細かく相談に乗ってもらえました。開業当初
から大切に使っているショーケースがピッタリ置けるスペースや、
商品の管理がしやすいストックヤードは
特に気に入っています。今後も少しずつ
お店を成長させて行きたいので、引き
続きいろいろと相談させて頂きたいと

後列右から 2 番目 ：オーナー T 様

思います。

シナリ―たかた

100％脱石油にこだわった、体にやさしい化
粧品、スキンケア用品などを扱うサロンです。
販売だけでなく、一人一人のお肌の悩みに答
えるカウンセリングにも力をいれています。
0848-67-5722
営業時間 10:00 〜 18:00 日・木・祝 休み
三原市中之町 19-13-24 三原病院入口看板より深方面へ約150m

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

建設業の許可

タカシンホーム

2015

vol.44
TAKE FREE

ノスタルジックな空間で
秋のひとときを悠々過ごす
いつもの喫茶店モーニングを

検索

ひよこ

福山営業所

レモンハウス

「昭和みたいじゃろ、ずっと変わってないんよ。」

福山市松永町 6-10-34
084-939-8505

広島県知事許可（特-26）第35519号

10月号

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。

窓辺に活けられた花に迎えられる。カウンターに

は、ゆったりと落ち着く。モーニングは 1968 年の

座る常連さんの話にテンポよく相槌を打ちながら

創業当時から変わらず、小さな汁椀に入った “うどん”

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。

陽の当たる角の店、レモンハウス。店内は明るく

奥さまがぐるりと店内を見回す。天井が高く広い店内

テキパキと手を動かすのは快活なヒゲのマスター。

尾道自動車学校 高校生入校予約受付中です !

付き。子どもが覚えやすいという理由から名付けた

「自問自答の毎日ですよ。お客さんに理想のコーヒー

「ひよこ」は、食事のメニューも充実していて家族連れ

を出したいのでね。」顔を上げて笑うとマスターの

も多い。ドレッシング等も全て手作り。自慢のちゃん

目は一層細くなる。フロアで微笑む奥さまのさり

尾道自動車学校では、生徒さんのご自宅付近までバス
で送迎をしています。もちろん三原へお迎えに行きま
すよ ! 高校卒業予定者のみなさん、お待ちしています !

ぽんは麺を本場長崎から仕入れ、黙々と調理場で手を

げない気配りも嬉しい。開業は1981 年、山形から

動かすご主人がカレーの仕込みに 3 日をかける。

嫁いできた奥さまが寂しくないようにと故郷にあ

熱いまま食べてほしいと、焼きそばや焼き飯は熱した

る喫茶店と同じ「レモン」を店名に入れた。手間よ

ステーキ皿で出すこだわりよう。
「話をするのが好き

りもお客さんの好みに合わせたい、とモーニングは

なんよ。」居心地の良さと奥さまの和んだ雰囲気に

2 種類、若い女性が好む新しいメニューに挑戦も。

つい「お母さん」と呼びかけ、慌てて口許を押さえた。

この店の空気がぽかぽかと暖かいのは、差し込む

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

フリーダイヤル

0120-34-1613 まで

駅前渡船

至尾道大橋

天満屋
ハピー
タウン

至津部田

向東小 向東中
東西橋

10 月 び

桑田渡し

ユアーズ

至歌

尾道自動車学校

向島町役場

尾道市向東町8893-1
0120-34-1613

三原市芸術文化センター ポポロ

1
2

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

3

○個別出張教室

4

はばたくネットは会員募集します

年賀状や名刺など自分のペースで作成できます。

5

パソコンがなくても始められます。（こちらが用意します。）

6

パソコンを分からないこと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。
○パソコンの販売、設定、トラブル解決

※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。

連載
コラム
vol.05

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
●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。

よちよち赤ちゃん
急によく歩くようになり、歩くのが楽しいようでどこに
でも自由に行くようになった、うちのこ、ピイちゃん。
あまりに部屋中を歩き回るので、
お外へ連れて行くことに。
『やまみ運動公園』はお気に入りの場所。ピイちゃんより少
しお姉さんの りさちゃん とも仲良くなりました。

なのに、外に出ると人見知りが出て動こう
としない・・・（なんだそりゃ）
しばらくこの調子だと思い、ケータ
イのチェックでもしようかしら ?!
と目を離したら・・・

よ り カ レ ン ダ ー

日差しのせいではないこ

三原市

とを改めて感じる。

秋の夜のひととき・・・感謝祭

心温まるうどん付きモーニング
￥550（11:00 まで）

10月2 日（金）18:30〜21:00 ※小雨決行
三原リージョンプラザ屋外広場
0848-64-7555

屋台コーナー & ゲームコーナー
お茶席 1 席 350 円（「お茶券」総合受付で販売中）
クローバーミニライブ 19:00〜
（無料）
琉球芸能 おもろ一座 三線ライブ 19:40〜
（無料）

7

映画「おかあさんの木」 ペア 3 組様プレゼント

10月9日（金） 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

8
9

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） ( ) 内は割引券利用

10
11

三原リージョンプラザ

三原市古浜 1-6-16
0848-62-2415
7:30〜20:00
不定休

ドコモ

R2

典礼
会館

ローソン

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

読者プレゼント

A 「共仕販が見つけたお米 5kg」
C 映画 「おかあさんの木」

B ミクロコスモス

D 映画 「愛を積むひと」

使用してコーヒーを淹れ続けている、正真正銘の “こだわり派”。
モーニングサービスも一日中というこだわりだ。38年前に脱サラ
して東京から三原へ帰郷し、イソップをオープン。店名は、足繁く

「きらきら 1day☆コラボ」足の講座・靴・鞄の販売・あったか整体・エステ・ネイル・耳つぼ
080-1943-8705（ソノフェリーチェ . 安田）
10/18 10:00〜17:00 スタジオ A

通った思い出深い下北沢のジャズ喫茶にちなんだそうだ。ふと
店内奥の席に目を遣ると、ジャズ本を片手にコーヒーカップを
傾ける、若かりし日のマスターが見えたのは気のせいだろうか。

17

10 月21 日（水）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

19

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

20
21

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、くい文化センター、ポポロ、フジグラン三原、うきしろロビー他

知った気がした。
水々しい果物とサラダ。厚切りトーストが嬉しいモーニング￥500

新しいステップワゴンの

『三原日和11月号』発行日

24

応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
締切：2015 年 10 月 4 日（日）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

ピアノ：松元 あや

※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。

【演奏予定曲】
メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第 1 番
ショーソン：ピアノ三重奏曲・・・・・他
【チケット】全席自由
一般： 500 円（ポポロクラブ会員：450 円）

28

31

※会員価格での購入はお一人 4 枚まで

ヴァイオリン：山根 啓太郎

チェロ：熊澤 雅樹

【チケット取り扱い】ポポロ

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。

爽やかな秋、家族でのお出かけが楽しい季節ですね。

試乗プレゼント

新しくなったステップワゴンはもうご覧いただけま
したか？新開発のターボエンジンや話題の「わくわ
くゲート」など、運転手さんも家族も笑顔になれる
クルマになっています！ホンダカーズ三原皆実では
試乗のお客様を大歓迎。ぜひ乗って、触れて、楽し
んでくださいね。お待ちしています！

F1 Honda Racing
バスタオル
（なくなり次第終了）

店長：小西

三原駅
しまなみ
信用金庫
本店

帝
シネパ 人
通
ティオ り

ペア
シティ
西館

R2

縦にも横にも開く「わくわくゲート」は、
内側からも開く出入り口になっちゃう
んです！当店でぜひ、実際に試してみ
てください！楽しいですよ！

新型ターボエンジンはエ
コでパワフル、しかも静
か。1.5L で大丈夫？な
〜んて思っている方、試
乗で驚きのスムーズさ＆
力強さをぜひ体感してく
ださい！

ここが

ミクロコスモス〜音の万華鏡〜

10 月31 日
（土）開演 14:00
三原市芸術文化センター ポポロ ホワイエ
0848-81-0886

26

30

！
メ
ス
オス

音楽のTOBIRA 〜第1回〜 ペア 2 組様プレゼント

25

三原市港町 1-7-25
0848-63-4926
8:00〜18:00
日曜日

いつでも変わらぬ味を提供するイソップの「懐かしさ」の所以を

映画「愛を積むひと」ペア 3 組様プレゼント

18

29

三原駅

と1977年の創業当時にはまだ珍しかったペーパーフィルターを

27
おいし〜いお米 2 名様プレゼント !

ファミリー
マート

ハロー
ワーク

この店はどこか懐かしい。
「無いよ、こだわりなんか」ほの暗い

14

23

三原小学校

カウンターの中からマスターが笑う。けれど「いつでも同じ味を」

22
え・・!? さっきまで居たのに !
サーーーーーー、血の気が引くとはこのこと。
「ピイちゃんのママーーーー！！」
振り返るといつも公園で会うりさ
ちゃんに、ものすごい抱っこをされ
て戻ってきました。（左イラスト）
何はともあれ無事で良かった（ホッ）

三原市館町 1-9-1
0848-63-7374
8:00〜20:00
第 1･3 木曜日

コーヒーハウス イソップ

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、
くい文化センター、ポポロ、うきしろロビー他

13

16

モーニング A（手前）
・B（後ろ）￥500（11:00 まで）

トヨタ

12

15

みはら
喫茶
トリップ

営業：尼子

当店おすすめのオプションが、進化した
「Honda SENSING」。事故の回避・
軽減のサポートはもちろん、車線に沿っ
た走行を支援してくれたり、前の車の発
進に気づかなかった時教えてくれたり
と、充実の機能です！

営業：中本

R２
しまなみ信用金庫

３列目シートが床下に消え
る「マジックシート」。2
列目リクライニングの邪魔
にならず、下から上まで荷
室は広々。大きな荷物もガ
ンガン積めますよ！

洋服の青山
三原警察署

Honda Cars 三原皆実
新人：木村

三原市皆実 3-6-27
0848-64-4888
水曜日

