
女性のためのマネーセミナーを
三原で開催します。

「家計を節約したい !!積立をしたい !!でもどうやって？」、
「こどもの教育資金って、どう準備すればいい？」、お金
に関する悩みは尽きないもの。そんなお悩みをファイ
ナンシャルプランナーが解消します。「初心者にもわか
りやすい」、「少人数制なので質問しやすい」と好評の
セミナーで、参加者には無料個別相談会などの特典も
あります。

お申込み・お問合せ先 0120-022-037

株式会社LPHライフコンサルタント
愛媛県今治市祇園町3-4-15

保険代理店

 「ファイナンシャルプランナーが教える
　　　　節約・積立のポイントセミナー」

アッと驚く方法で、あなたの家計が黒字に転換 !?
そんな積立方法があったんだ !?

「教育資金って、どれくらい必要？」、「どうやって
準備すればいいの？」、そんなお悩みを解消します。

①平成28年1月21日（木）
②平成28年2月   6 日（土）

会場：三原リージョンプラザ南館２階　会議室
午前の部 / 10：00～ 11：00
午後の部 / 14：00～ 15：00

「ファイナンシャルプランナーが教える
　　　　　　　　　　　　学資セミナー」

①平成28年1月23日（土）
②平成28年2月   4日（木）

会場：三原リージョンプラザ南館２階　会議室
午前の部 / 10：00～ 11：00
午後の部 / 14：00～ 15：00

※予約なしでの参加もOKです !

電話予約の方には毎回先着 5 名様に
こぶたキッチン（電子レンジ容器）プレゼント !

【うれしい特典】後日、ファイナンシャルプランナーとの個別相談会を無料で特別開催（先着順）
　　　　　　　 「自分のライフプランに合わせた具体的なアドバイスが受けられる」と好評です。

（受付時間：月曜から土曜 10:00～18:00）

講師：隅川  康文 氏
（すみかわ　やすふみ）
ファイナンシャルプラ
ンナー（ＡＦＰ）
年間150件以上の保険
個別相談を行う。現在
は専ら各種セミナー
講師として、西日本を
中心に活躍中。
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び よ り カ レ ン ダ ー1月
三原市芸術文化センター  ポポロ 三原リージョンプラザ 三原市

三原日和2月号発行日

1月20日（水） 
①１０:3０ ②１4:00 ③１8:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

映画「夫婦フーフー日記」

※フューレックカード使用できます

当日料金1,00０円均一

ペア3組様プレゼント

実話から生まれた、まさかの ! 泣けるコメディ
死んだはずのヨメが、ダンナの前に現れた !
あの時伝えられなかった、本当の想いがあふれ出す。

ペア3組様プレゼント

1月27日（水）
①１０:3０ ②１4:00 ③１8:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

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

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）

映画「天空の蜂」

(  ) 内は割引券利用

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、フジグラン三原、うきしろロビー他

※フューレックカード使用できます

1月31日（日） 
①１０:0０ （通常上映）
②１3:30 （ファミリータイム上映）※照明明るめ、音声小さめ
③１6:00（バリアフリー上映）※日本語字幕、音声ガイド付き
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

映画「みんなの学校」

※フューレックカード使用できません

前売り券1,00０円※HP指定ページのプリント持参の方 1,000円

ペア3組様プレゼント

一般  1,300円
障がい者手帳をお持ちの方  1,000円
高校生以下無料
前売り券販売場所 :リージョンプラザ、ポポロ、フジグラン三原、うきしろロビー他

1月31日（日）開演 17:00
三原市芸術文化センター ポポロ ホール
0848-81-0886

【チケット料金】全席指定・税込 
一般： 6,800円（ポポロクラブ会員：6,500円）

【チケット取扱い】     ポポロ、ポポロオンライン、うきしろロビー、
フジグラン三原、啓文社新浜店（尾道）、
ひろでん中国新聞旅行福山営業所、中国新聞販売所（取り寄せ）、
ローソンチケット（Lコード：61892）、

五輪真弓コンサート2016～恋人よ～

※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。

ペア1組様
プレゼント

時代を重ねるように歌が生まれてきた・・・
名曲の数々とともに五輪真弓の変わらぬ歌声をお楽しみください。

「恋人よ」「さよならだけは言わないで」「心の友」「ジャングルジム」ほか予定
曲目

チケットぴあ（Pコード：274-428）、e+（イープラス）：http://eplus.jp/

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

【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）

【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）、
　　　　　　　 啓文社新浜店（尾道）

高橋アキの現在+佐藤祐介
“音楽との出会いシリーズ” vol.1

～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
サティ
ジムノペディ
梨の形をした 3 つの小品
                ̶̶̶連弾

※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。

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～

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。

2016
1月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.47

広島エアポートホテル・フォレストヒルズガーデンをご愛顧いただき誠にありがとうございます。挙式へ
の想いを大切に考え、数ヶ月をかけて全員で企画立案し、「ここでしか叶えることできない世界に一つだけ
の物語」をウエディングコンセプトとして、この度のグランドブライダルフェアを開催することと致しま
した。皆様に感動の挙式体験と新作食事メニューを満喫して頂けますよう、誠心誠意お迎えして参ります
ので、今回のフェアに是非ご参加ください！

わたしたちが皆様のウエディングをお手伝いさせていただきますわたしたちが皆様のウエディングをお手伝いさせていただきます

2016 年 1月 17日（SUN）グランドブライダルフェア

～心つながる森のあったか結婚式～

2016 年 1月 17日（SUN）10:00～19:00 <1 部 10:00～14:30   2 部 15:00～19:00>

無料で体験

要予約

フォレストヒルズガーデン
                  スタッフ一同

模擬教会式で馬車が登場！

人気の森のチャペルをご案内します。1部では馬車に乗って感動の挙式体験をリアルに満喫してください！
また、2部ではキャンドルを使った幻想的なナイトウエディングを体験できます！

2016 年婚礼新作メニュー試食会！

無料で堪能できる試食会。1部では新作メニューを、2部では新作デザートをお楽しみ頂けます！
1部試食会では、人気コテージ宿泊券などが当たる抽選会を開催！！

フォレストヒルズガーデン 検 索

わたしたちのホームページをご覧ください

ご予約・お問い合わせ 0848-60-8191 　広島エアポートホテル＆フォレストヒルズガーデン　ブライダル担当まで

BIG フェア限定の豪華特典あります！
（グランドブライダルフェア参加のカップル様に限る）

《グランドブライダルフェア当日にご来館のお客様だけの限定特典です》
◇挙式料 100%OFF（135,000 円相当）　　　◇前撮りプレゼント（100,000 円相当）
◇三原・東広島の地元カップル料理ランクUP割引（例えば 2,000 円×60人分=120,000 円）
◇県内送迎バス無料！

グランドブライダルフェア  ～ 模擬挙式＆試食会（無料）～

（1部 11:00～　・　2部 16:30～）

（1部 12:00～　・　2部 15:30～）

※写真はイメージです

フォレストハートフルウエディング

※キャンペーンの応募には申込金3000円が必要です。抽選もれの場合返金致します。その他詳細は会場にてご説明致します。
※12/29より1/8まで、先行予約も受付致します。先行予約では上記に加え、抽選で追加特典も！ 詳しくはHPをご覧ください。

新春大商談会＆ 
キッチン・ユニットバス・洗面台等まとめてプレゼント！

タカシン・ホームの新春特別企画 !

【年末年始休業日のお知らせ】三原本社、福山営業所とも12/29 ～ 1/5まで休業とさせて頂きます。新年 1月6日より営業致します。
2015年も多くのお客様、お取引先様にお世話になり誠に有難うございました。新年も変わらぬご愛顧、ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

建設業の許可 広島県知事許可（特-26）第35519号

三原本社

株式会社　嵩 心

タカシン・ホーム

三原市和田3-3-1
0848-61-1020

検 索タカシンホーム

福山営業所
福山市松永町6-10-34
084-939-5805

新築・建
替

イベント会場
古浜分譲モデルハウス

1 お申込みの方に
全国で大評判のスイーツ
八天堂くりーむパン
プレゼント！

抽選もれの方にも
シークレット特典をご用意！

の方に

R2
トヨタ

ローソンアルペン

典礼会館ビッグ
ボーイ

／ 9  土  10 日  11 祝  の3日間   古浜分譲モデルハウスにて説明会開催
 新年こそマイホームへの夢をスタートさせたい！そんなご家族にぴったりの、おトクな家
づくり応援イベントのお知らせです。「強引な営業一切なし」をお約束する安心の大商談会に
加え、豪華なプレゼントキャンペーンも。新築・建替の方から抽選で3名様に、国内一流メー
カー製のシステムキッチン、洗面化粧台、ユニットバス、カップボードの4点セットが当た
ります！さらに、床、扉、階段、玄関収納等を、全て無垢材仕様にグレードアップ可能！  
 加えて、お申込の方全員がもらえるプレゼントや、抽選にもれた方が対象のシークレット特
典も用意され、決して損はさせません！とのこと。この機会に、タカシン・ホームの古浜分
譲モデルハウスで、見て、触れて、相談して…素敵な家づくりをスタートしませんか？

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。

応募方法：Eメール , ハガキ , 封書にて　 締切：2016年 1月 6日（水）必着

読者プレゼント

住所：723-0051　三原市宮浦6-30-1 三原日和 宛Eメールアドレス：info@miharabiyori.net

「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。

※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。

「共仕販が見つけたお米　5kg」A 五輪真弓コンサート
映画「夫婦フーフー日記」 映画「天空の蜂」

B
C D 映画「みんなの学校」D

おいし～いお米2名様プレゼント !

セミナー
参加無料

vol.08

連載
コラム
vol.08

プレゼント !

もちつきをしました！
親戚で集まって、ピイちゃんも
もちつきに参加しました。ピイちゃ
んは見慣れない杵と臼に大興奮！

おもちを触るのに、いちいちイスの上に立っ
てもうおもちづくりどころじゃない。
　　　　　　　　どんどんおもちが固くなり、
　　　　　　　　結局ママの私が手直しで
　　　　　　　　　　　　　てんやわんや。

けど、ピイちゃんは大満足な
ようで、おもちづくりに来年も
参加の意欲を示している様子。
来年は、もっとうまくおもちが
作れるかな？成長が楽しみです。

もちつきをしました！もちつきをしました！

●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。


