
「11月  無料体験学習」
11月16日（月）～11月30日（月）
KUMON の学習を無料体験してみませんか ?
11月16日（月）～11月30日（月）の2 週間、教室での公文式
学習を無料で体験していただけます。英、国、算・数のすべてが
学習可能で、最大3 教科を 4回まで受講できます。学力診断
テストも無料なので、現在の学力がわかりお子さまの理解力を
確認していただけます。無料体験のお申し込みは、お近くの
KUMON 教室、またはKUMONホームページからどうぞ。

11月無料体験学習のPOINT!

「まずは行ってみよう！」

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

「11月無料体験学習」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。

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。

一人ひとりにちょうどの教材で
みんな100点、ぐんぐんのびる!ただいま

受付中 !!
算数・数学
英語 , 国語

受付期間 11月1日（日）～11月30日（月）

三原創業マルシェ開催

各日11時～17時OPEN

マルシェとは、フランス語で「市場」という意味。マリンロードの空き店舗をお借りして、
かわいい手作り雑貨や子供服の販売、シルバー粘土や革細工などのワークショップ、耳つぼ
エステ体験などが開催されます。みんなで行ってみよう！

古本の交換コーナーもありますよ！
不要な本1冊と

交換コーナーの本1冊を交換できます。

まちづくり三原
みはら創業応援隊

日替わりで

色々出店！

開催日　11/7　 ・８　 ・21　 ・22　 ・23

場所 マリンロード  おまかせミシンさん隣

日 日 祝

0848-63-5538
（月～金10:00～16:00）

詳しい出店スケジュールなどは
ホームページで！

検 索まちづくり三原
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検 索サンライズグループ
社会福祉法人 泰清会

三原市港町3-6-29
0848-81-0130

正社員を募集しています
サンライズグループは

介護福祉士の資格をお持ちの方へ
正社員を募集しています
サンライズグループは

介護福祉士の資格をお持ちの方へ

 この度、サンライズグループでは中途採用の正社員を募集します。パートで
はなく正社員としてのキャリアを築きたい方、資格はあるけれどブランクの
ある方など介護福祉士として私たちといっしょに働く方々を積極的に募集
しています。三原市内に多くの施設を持つサンライズグループだからきっと幅
広いニーズにおこたえ出来ますのでお気軽にお問い合わせください。

募集のお問合せ先 TEL/0848-81-0130
担当　大目木

おおめぎ

サンライズグループのホームページからもお問い合わせができます

中途OK!

地元ではたらくよろこび

正・准看護師も正社員を募集しています。

フォレストヒルズガーデン 検 索

www.h-airporthotel.co.jp

・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）

※12・1・2月実施に限ります。※10月24日以降のご予約に限ります。

三原出身の方限定のスペシャル特典 !

20 名様
（お 1人様追加 17,000 円）
500,000 円

Happy Wedding

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

三原市宮浦5-3-2
0848-38-1221
［火・水・木］11:00～16:00
［金・土・日］11:00～16:00
　   　　　 17:30～22:00
月曜日

ビストロ ラ・シュシュ

地元  三原で叶えるリゾートウェディング

〔オススメ！日曜日限定！〕
世界3大食材＆オマール海老付

森の美食フェア

〔オススメ！日曜日限定！〕
世界3大食材＆オマール海老付

森の美食フェア

〈プラン内容〉
お料理、お飲物、衣裳（タキシード・ドレス各1点）
美容着付、メインテーブル装花、生ウエディング
ケーキ、招待状、席次表、その他
※その他お得なプランもございます。

1,2 月限定プラン
ご利用期間：2016 年 1 月 1 日～2月 29 日

ウエディングをお考えのカップルに、当シェフ厳選のお料理を堪能して
いただきます。食事の後は広大なガーデン＆コテージをご案内します。

要予約　無料

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

島の人が関わって下さることで
100kmウォークはさらに魅力的なイベントになっています
10/31、11/1の２日間、佐木島にて第2回大会が
開催される「三原 佐木島 100kmウォーク」。
実行委員長の中本憲司氏に伺いました。

100kmウォークとはどんなイベントですか。

 日常体験することの無い「30 時間以内に100 キロ
を歩く」ことを通して限界に挑戦し、自己研鑽を積む
イベントです。と言っても、完歩が目的ではなく、ゴー
ルタイムを競うものでもありません。歩いている時や
終わった後に何を感じ取れたか、という事を大切に
しています。チャレンジャー（出場者）とスタッフが
支え合い、多くの方と共に「感謝・感動・感激」を
分かち合える大会にしたいと思っています。

佐木島での開催を決めた理由は。

 自分のルーツが佐木島にあるという事もありますが、
主にコースを選定する上での差し迫った事情という
のが大きかったですね。限られた人数で運営します

ので、チェックポイントも多くは作れませんし、道路も
交通量が少なく、事故の危険がなるべく少ないとこ
ろ。そういったさまざまな条件を考慮して佐木島を
周回するコースに決めました。
 当初はまちおこし、島おこしが目的ではなくて、とに
かく楽に、安全に100kmウォークをやりたいという
ことだったのですが、コース選定や企画の過程で
自然環境の素晴らしさや島の方のおもてなしに触れ、
これは島の魅力を発信できるイベントだと気が付き
まして、現在はそれも大会開催の大きな目的の一つ
になっています。今回は三原市との協働事業にも採
択されて市の協力も頂き、大変ありがたいと思って
います。

運営の苦労や、皆さんの反応については。　
 実行委員会のメンバーは100kmウォークの出場
経験者を中心にボランティアで。無報酬ですし、逆に
大会参加費用も払います（笑）。日中はみな仕事が
ありますので実行委員会は夜に開催し、10時11時

になることも多く、事務局業務や各種の申請もある
ので大変ですが、やはり充実感は大きいです。これ
までの参加者からは、また来たい、初めて来たけれ
ど佐木島が好きになった、面白いので知り合いにも
薦めたい、そんな感想をたくさん頂いていて、そう
した声も私たちの原動力になっています。今回は
初めて参加者を公募し、関東や九州、四国など全国
から８０人近い参加者が集まりますので、気が引き
締まる思いです。
 私はさぎ１００のキーワードは「島の人」だと思って
います。佐木島の皆さんが関わって下さることで、
イベントの価値がすごく上がっているんです。チャレ
ンジャー、スタッフ、島の人。この3者で作り上げる、
そこが他のスポーツイベントと違うところではない
でしょうか。多くの方のご協力に感謝しつつ、とに
かく安全を第一に開催して参りますので、どうぞご
声援よろしくお願いいたします。 三原 佐木島100kmウォーク実行委員長  中本憲司氏
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ユーホー

ローソン

呉線

トヨタカローラ広島

三原市皆実1-14 -11
0848-63-1301
10:00～19:00
水曜日

三平商事有限会社

#26

ホームページが新しいＵＲＬでリニューアル！ぜひご覧ください ⇒  http://www.sanpei1979. jp

検 索三平商事

駐車の邪魔にならないコン
パクトな花壇ですが、目地
のタマリュウが緑を多く
見せてくれます

優雅なプライベートガーデ
ンの中ではモーリもこんな
に優雅に！（笑）

周囲の視線が気にならない
屋外空間は、使い方、過ごし方
が大きく広がります

素敵な時間を貴方に…

 ハイッ、モーリです ! 今回のお家もとってもオシャレ、お庭も負けられません！
アプローチと駐車場はナチュラルカラーと曲線を多く使って視覚的な変化をつ
け、植栽も横方向に配置。フラット＆ワイドなデザインで広々感十分！ 駐車ス
ペースは道路と平行に停めるスタイルですが、タマリュウの植えられた目地が
ガイドラインになり、とっても駐車しやすいんです。左側にも縦に2 台駐車可能
なスペースがあり、後からカーポートを設置できるよう工夫しています。
 ここまででも素敵なエクステリアですが…右奥にご注目！板塀に囲まれたプラ
イベート感抜群の空間が！デッキに加え、奥の敷地も余裕の
ある広さで、ガーデニングやお子様の遊び場はもちろん、ゆっ
たりお茶の時間を楽しんだり、月
や星を眺めたり…優雅に過ごせま
すよ。外観を良くする、しっかり
停める、快適に過ごす。3 拍子揃った
エクステリア、あなたもいかが？ 
ぜひ三平にご相談下さい。

くまのメガネサロン
三原市城町2-3-6
0848-62-7773
10:00～19:00
木曜日

三原駅

三原
郵便局

HOTEL
TODAI

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま

オシャレの秋本番！目元も新しいフレームで
グッとオシャレしたいですね。メガネサロン
くまのにも新作フレームが続々と入荷してい
ます。GUCCI、Dior の新作の数々。
フレームのバランス、色合いなどさすがに美
しいものばかりです是非、手に取ってご覧く
ださい。
メガネサロンくまのではお支払いも冬のボー
ナス一括や分割払いも出来ますのでどうぞご
利用ください。

きっとあなたに似合うフレームが

冬のボーナスや分割払いで
GUCCI.Dior を豊富に
取り揃えております

自分にご褒美

優美に…オトナ女子の為のイベント初開催 
布小物・バック/Tulip Life
手作り石鹸/Handmade Soap sora
ビーズアクセサリー/Mike’s Factory
足に優しい靴販売/Sono Felice.
多肉植物・雑貨/ガーデンオリーブ

ジェルネイル/PISCES
ポーセリンアート/open heart
パワーストーン/Rafa
耳つぼジュエリー/karada shanto O2

ブリランテ in ビストロ ラ・シュシュ
~TulipLife&PISCES~

11月7日（土）10:00～17:00

090-3635-1524【TulipLife】
090-3634-6148【アリキ】

デザートプレート
見た目にも華やかな
ビストロ ラ・シュシュの
デザートの盛合せ。
イベントとあわせて至福のひと時。
こんな日があっても良いよね!!

いつもワンランク上を目指す、輝くオトナ
女子の為のイベントを開催。過ごしやすい
秋の休日、優雅な時間をお楽しみ下さい。

R２
こぐま屋

ユニクロ

au

すき家

ファミリー
マート

宮浦
郵便局

駐車場に台数の限りがございますので
乗り合わせの上、お越し下さいませ。

お問合せ：
ご 予 約 ：

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

三原うきしろ商品券をお使い頂けます。

2015年 10月 4日　厳島神社（宮島）挙式
高橋 一剛 様　笹山 智海 様

※詳しい内容は当店まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

 初秋の安芸の宮島ー情緒溢れる厳島神社の鳥居を背景
に神前式を挙げられた新郎新婦様。お若いながら知的な
印象のお二人は、初々しい白無垢姿、凛々しい紋服とい
つもとは違う神聖な装いで、記念に残る大切なお時間を
過ごされました。どうぞ末永く幸せにお過ごし下さいね。

ご結婚おめでとうございます♪
ベルフィーユでは、2015年10月に開業20年を迎えるにあたり、感謝の
気持ちを込めた企画をご用意しました。感動のウエディングを彩る特別な
一着を見つけて頂けるよう、今後も精一杯お手伝いをさせて頂きます。

新郎新婦様の衣装対象の特典です。お得に婚礼衣装をレンタル頂ける
チャンス！この機会に憧れのドレス、和装で挙式や写真撮りをされては
いかがでしょう?（特典期間 2015年10月1日～2016年10月31日）

ベルフィーユ 20周年記念企画

ウエディングドレス、カクテルドレス、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

取り扱い商品

最大 10 万円分の特典をプレゼント

杉山先生と京樂先生。一緒に頑張りましょう !

オリジナル数秘占い/Laule’a
オーラソーマカラーケアーシステムリーディング/Angel Gate

会場：ビストロ ラ・シュシュ 2F

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

《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。※メッセージはご来店時、
スタジオにあります専用用紙にご記入いただきます。

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
（ご予約が入り次第受付終了とさせていただきます。）

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。

 尾道自動車学校では、皆さんが安全な運転が出来るように丁寧に
教えています。分からないことがあれば何でも気軽にご質問くだ
さい。高校卒業予定者のみなさん、お待ちしています !

向東中

ユアーズ

向東小

向島町役場

東西橋至津部田 至歌

駅前渡船 至尾道大橋 桑田渡し

天満屋
ハピー
タウン 尾道自動車学校

尾道市向東町8893-1
0120-34-1613

0120-34-1613 まで

尾道自動車学校 
高校生入校予約受付中です !

フリーダイヤル

新栄ファーム
三原市本郷町船木1367-4
0848-86-2288

美味しい地元のお米ができました！
安心安全の新栄ファーム「プラチナ御年代米」安心安全の新栄ファーム「プラチナ御年代米」

みとしろまい

かつて小早川隆景が山城を築いた本郷町は古くから稲作に適し
た土地と言われています。本郷町南方の御年代古墳近くの厳選
された田んぼで新栄ファームがつくった数量限定米が『御年代
米』と名付けられたおいしいお米なのです。

プラチナセット
御年代米1.8kgX2本
青しばのりX1個
2.500円（税別）＋送料

プラチナセット
御年代米1.8kgX2本
青しばのりX1個
2.500円（税別）＋送料

インターネットにて購入出来ます！インターネットにて購入出来ます！

1.000円（税別）

プラチナ御年代米
　　　　1.8kg　　　

三原道の駅「神明の里」で
販売しています！

1,000円（税別）

プラチナ御年代米
　　　　1.8kg　　　

検 索www.ssgfoods.com
インターネットSSG Web Mart

三原道の駅「神明の里」で
販売しています！

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。


