K様邸

タ カシンホームの お 客 様 イ ン タ ビ ュ ー !

スムーズに家づくりが進んで、
予定通りに引っ越しできました！

担当

定期預金 しまなみ海道2015（冬）

共働きでなかなか時間がとれ
ない…そんな方もご安心くだ
さい。お客様それぞれに合わ
せたサポートと提案で、満足
できる家づくりを実現します！

松渡

2015

12月号

同じ社宅の人が建てられたタカシンの家の外観が好印象で、
その後ものぼりや看板を見かけるたびに気になっていました。

vol.46
TAKE FREE

和の職人たちが奏でる日本の伝統味・膳

会社が近くて打合せに便利なことや、営業の方の印象がよかっ

特製おせち二段重ね

たこと、分譲地がおじいちゃんおばあちゃんの家に近かった
こともありタカシンホームに決めました。

25,000円(税込）

プラン作りでは要望をしっかり取り入れてくださって、その上
で様々な提案や良いアドバイスをたくさん頂きました。共働き

株式会社

調に進んで予定通りに引っ越

嵩心

しができました。子供たちも

タカシン・ホーム

三原本社

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

になり喜んでいます。ありが

福山市松永町6-10-34
084-939-5805

とうございました。
タカシンホーム

広島県知事許可（特-26）第35519号

三原駅
検索

尾道自動車学校 高校生入校予約受付中です !

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。
「尾道は遠いかなぁ」と思われ
ている方でも大丈夫。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 !

帝人通り

建設業の許可

以前より自由に過ごせるよう

福山営業所

・お預け入れは、個人のお客様に限ります。
・新規にお預け入れいただく資金が、本商品の対象となります。
・お預け入れ金額は、１０万円以上１０００万円未満となります。
・上記特別金利は、初回満期日までの適用となります。
・満期日前に解約された場合には、お預け入れいただいた期間に応じた当金庫所定の中途解約利率が適用されます。
・お利息には、２０．３１５％の税金がかかります。
・その他詳細につきましては、当金庫の窓口、または渉外担当者にお問い合わせください。

12 月 び

フリーダイヤル

0120-34-1613 まで

駅前渡船

至津部田

至尾道大橋

天満屋
ハピー
タウン

桑田渡し

向東小 向東中
東西橋

ユアーズ

至歌

尾道市向東町8893-1
0120-34-1613

はばたくネットは

今年はなんとかパソコンで年賀状を作成したい。
会員募集します。
インターネットで買い物がしたいけど登録などがよく分からない。
JR のカード等を作成したいが登録などがよく分からない。
パソコン、タブレットの設定やトラブル等どこに言っていいか分からない。
パソコンを電気店で買いたいがパソコンのことが分からないので不安。
※例えば電気店に買い物同行するなどやりたいこと、お困りのことをサポートします。
お気軽にご相談下さい。
シニアむけパソコンクラブ

※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.07

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。

年賀状の写真を撮りにいきました

5
6
7

12 月号掲載 「大自然の森リゾート＆コテージ体験 × 美食フェア♪」
フォレストヒルズガーデン
12/5、12、19、26 10:00〜18:00

12 月号掲載 「世界 3 大食材＆オマール海老付 森の美食フェア♪」
フォレストヒルズガーデン
12/6、13、20、23、27 10:00〜18:00

お手頃価格で人気です 和洋折衷宅配おせち

二段重（重箱代別）25,000円 皿盛りおせち〈3人前〉 8,500円
三段重（重箱代別）35,000円 皿盛りおせち〈5人前〉14,500円

味百華二段重(3~4人前）17,000円(税込）
味百華一段重(2人前）14,000円(税込）

0848-60-8191
0848-60-8191

皿盛りおせち 例

8
9
10

●個人参加募集

12
13

21
22

三段重 例

映画「母と暮せば」

各日ペア3 組様プレゼント
（3・4 回目上映のみ有効）

前売り券 1,10０円

販売場所 / リージョンプラザ・ポポロ・うきしろロビー・フジグラン三原

①大人 1,800 円（1,500 円）
②短大・大学生 1,500 円（1,300 円）
③3 歳から高校生 1,000 円（800 円） ( ) 内は割引券利用
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

0848-62-3474

ご予約はコチラ

調味料に至るまですべて手作りなのが、一貫した “味” のこだわり。日頃からやさしい味の
お惣菜・仕出し料理をお届けしています。
『おせち』でもその心づかいは変わらず、天然素材
を使用し、冷凍も一切なし。新鮮で自然な味わいを、ぜひご堪能ください。
配達日程

市内・・・31 日にお届け 市外・・・31 日朝に発送

か に の 美 味 し い 季 節です
〜かに料理かね綱のおもてなし〜

波の香

（写真）

割引券設置場所 :リージョンプラザ、中央公民館、中央図書館、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

12 月号掲載 「ありがとうフェスタ 2015」
本郷駅前会館
12/20 10:00〜14:00

蒸ずわいがに
かに造り
かに茶碗蒸し
網焼き盛り合わせ
焼みそ
かに天ぷら
かにサラダ
かに寿司
吸い物
抹茶掛けアイスクリーム

0848-86-2288

「きらきら 1day☆コラボ」足の講座・靴・鞄の販売・靴のオーダーメイド・占い・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）
12/20 10:00〜17:00

23
24
25

三原日和
1月号
発行日

“音楽との出会いシリーズ” vol.1

高橋アキの現在 + 佐藤祐介

1 月9 日
（土）開演 15:00
三原市芸術文化センター ポポロ ホール
0848-81-0886

28

A 「共仕販が見つけたお米

応募方法：E メール , ハガキ , 封書にて
締切：2015 年 12 月 9 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

29
30
31

ペア5 組様プレゼント

〜シューベルト、サティ、ビートルズのピアノ世界〜

シューベルト
さすらい人幻想曲
人生の嵐̶̶̶ 連弾

以上訂正し、お詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

（税別）

おいしいかに料理を食べるには
かにのかね綱

検索

網焼きの旨さは格別です !

道照交差点

R2

かね綱

東広島市西条町
御園宇 2403-1
082-493-8415
11:00〜14:00
17:30〜22:00

R486

至広島

かに料理

平日・土曜日

西条駅

vol.2 西澤安澄のスペイン＋鈴木大介〜スペインの多彩な音楽世界〜

サティ
ジムノペディ
梨の形をした 3 つの小品
【チケット取扱い】ポポロ、ポポロオンライン、ハママツ楽器（東広島）、
̶̶̶ 連弾
啓文社新浜店（尾道）、スガナミ楽器本店（福山）

六 ,〇〇〇円

送迎バスがあります。お気軽にご連絡ください。

【チケット料金】全席指定・税込
一般： 2,800円（ポポロクラブ会員：2,500 円） 学生・シニア：2,000 円
2 公演セット券：4,500 円（セット券の販売は 2016 年 1 月 9 日まで）
※学生は小〜大学生まで、シニアは 70 歳以上。
※学生・シニア券・2 公演セット券はポポロ・ポポロオンラインのみ取扱い。
※会員価格でのご購入はお一人様 4 枚まで。※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※都合により曲目が変更になることがございます。

新栄商事グループ

山陽新幹線

ご予約はコチラ

12 月17 日（木）
・23 日（水・祝）
①１０:0０ ②１3:00 ③１6:00④18:30
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す

有限会社

店主の
藤原さん

ポポロ

1人200 円（保険料込）

14

20

宮浦公園

（リージョンプラザ南館・
1 作品 100 円）
○屋台コーナー
事前受付・当日受付（合計 150 名）
（ぜんざい・ワッフルなど）
※丸めたお餅を3〜4 個お土産
●グループ参加募集 １グループ1000 円（保険料込） ○ゲームコーナー
（射的など）
※1 グループ４人以上（大人２人以上を含む）
※申込みは事前に窓口まで※ついたお餅
（ひと臼）
がお土産 ○ポン菓子の実演販売

11

19

味

三原市宮浦 2-4-5
0848-62-3474

第9回リージョンプラザ もちつき体験大会
12 月13 日（日） １０:００ 〜15:00（雨天決行）
三原リージョンプラザ 屋外広場・他
同時開催予定
○体験コーナー
0848-64-7555

27

17:00〜23:00 → 正）17:00〜23:00

全て手作りのこだわり詰まる『味』のおせち

御料理仕出し

18

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !

誤）11:30〜14:30

0848-62-5554

4

26

※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。

ご予約はコチラ

創りや・膳は一見カフェのようなたたずまい。しかし実は和の料理人二人が日々ジャンルを超えた創作料理でおもて
なしをする三原でも珍しい料理店だ。細やかな細工がほどこされた料理に日本料理職人の技が光ります。伝統を大切に
しながら、膳ならではの味付けや調理法でおせちに新しい息吹を吹き込み、老若男女が食べやすい品々で彩ります。

2

17

まさにプロの技！おもちゃを持ちながら
瞬時に撮影をしてくれるスタッフさん。
無事いい笑顔が撮れて、どの写真も
大満足！子供の思い出を写真に残す
のもいいかも♪成長の記録
が残せそうです。

【11 月号 記事訂正とお詫び】 ●そめや様営業時間

おせち

R2
嶽 ( たけ）料理長さん

料金は税込金額です

16

沢山衣装を選んだけれど、ピイちゃんがすぐ
笑顔になるはずもなく、慣れない場所で泣き
じゃくって大騒ぎ！ママとパパがあやそうとして
も手がつけられず、わがまま炸裂！
するとスタッフさんがお歌とおもちゃでピイ
ちゃんをなだめ、ついに笑顔の瞬間が。

C

三原市

1

15

ピイちゃんの写真を年賀状にしようと、
写真屋さんに行きました。
するとドレスや着物や、可愛い
衣装が盛り沢山で、何を着せれば
いいかママも悩みっぱなし。

5kg」 B 高橋アキの現在
D 映画「母と暮せば」12/23
映画「母と暮せば」12/17

三原リージョンプラザ

ペアシティ
三原西館

和の
日
原
三
メ！
ス
ス
お

3

パソコン、タブレットのことならお問い合わせください。
はばたくネットがサポートします。

〈料金〉・個別出張教室 1 時間 2,550 円〜
・各種設定、買い物同行（１時間） 3,000 円〜
・トラブル解決 5,000 円〜

よ り カ レ ン ダ ー

三原市芸術文化センター ポポロ

尾道自動車学校

向島町役場

読者プレゼント

ZEN

三原市港町 1-6-6
0848-62-5554
11:00〜14:00
17:00〜22:00
不定休

が、担当営業の方がずっと丁寧にフォローして下さり、工事も順

数量
限定

創りや・膳

のため確認や打合せなどの時間が取りづらい面もあったのです

フジグラン
東広島店
旧
R
3
7
5

R375

至三原

日曜日・祝日

11:00〜14:30
17:00〜21:30
火曜日

0848-86-2288

三原市本郷町船木1367-4
0848-86-2288

急速冷凍により素材の良さを逃がしません。美味しく調理した数々の品を最新の冷凍技術で
保存し、出来立てのうまさをお届け致します。全国の美味しい素材がお手頃の価格で提供出
来るのもこの技術のおかげです。どうぞお取り寄せください。
※広島県内送料無料＋代引手数料 / 冷凍でのお届けになります。お届け日は 12 月 31 日です。

忘年会、仲間との集まりは
焼肉『山陽路』で決まり！
本郷の国道 2 号線沿いで昭和 43 年に店を構
え、厳選された和牛を使用した焼肉料理中心に
営業。先代から引き継ぎ二代目も、美味しい
お肉を安く提供する姿勢は変わらないこだわり。
112 席あるので友達との集まりから会社の
忘年会まで使える。予算の相談にものってもらえ、
何より、あの牛のユッケを食べられる希少なお店。
ランチタイムでは、焼 肉 ラ ン チ（698 円）や
なつかしの中華そば（550 円）をリーズナブル
に提供中。焼き肉屋のステーキランチ 300g
（1,610 円）も食べ応え有り！

1,000円割り引きますよ！
会計時、レジにて このチラシの写メ、チラシ持参、切り抜き、
「三原日和を見た！」のいずれかの方法で、お伝えください。
お食事金額より、1,000 円割引します。
（2015 年 12 月 20 日（日）迄有効）
●合計金額 7,560 円（税込）以上の現金払いで
使用できます。
●コース、宴会メニューを除く、焼肉メニュー
でご使用できます。定食は不可。
●他券、他割引サービスの併用はできません。

焼肉・お食事

山陽路

三原市下北方1-10-1
0848-86-6446
平日

山陽
ドライブ
イン

イオン
本郷
セブン
イレブン

コカコーラ
ウエスト
R2

11:00〜14:00
17:00〜2100
土・日曜日・祝日

11:00〜22:00
月曜日（祝日の場合は
翌日に振替）

