
がんばろう東日本！
がんばろう三原！

若い方からシニアの方まで、読んで楽しく、暮らしに役立つ紙面を
作りたい。企業広告だけでなく、頑張っている人、まちのイベント
等にもスポットをあてていきたい。そして、三原をもっと明るく、住
みやすく、連帯感のあるまちにしたい。そんな思いで発行している
情報紙です。どうぞご支援のほど、よろしくお願い致します。

「2月  無料体験学習」
2月16日（火）～2月29日（月）
KUMON の学習を無料体験してみませんか ?
2月16日（火）～2月29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、現在の学力と新学年か
らの自学自習の取り組み方をお子さまと一緒に確認して
いただけます。この機会に、ぜひご参加ください。

2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

「2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

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。

ずっと役立つ確かな力を
はぐくむ公文式ただいま

受付中 !!
算数・数学
英語 , 国語

受付期間 2月1日（月）～2月29日（月）

ここを
チェック！

神明の里は「売り場」ではなく「買い場」。
三原ブランドの開発、発信に向け、さまざまな相談に応じていきます
2月の神明市の開催を前に、道の駅「みはら神明の
里」駅長の中石田 国昭氏に、現状やイベント予定、
今後の展望などを伺いました。

売り上げ好調とお聞きしますが、その理由は。

 商品数を増やした効果が出ています。150点くらい
増やした結果、８％程度の売り上げ上昇になってい
ます。ただ、スペースは限られていますから、例えば
今まで同じ商品を４列並べていたところを２列にし、
残りを１列ずつ違う商品にして３種類にしたり。また、
農産物のスペースは生産者別に分けない。ここは
A農場、ここはB農家とするのではなく、同じ白菜なら
白菜、ゴボウならゴボウでまとめる。するとぐっとコン
パクトになるので、商品を増やしていけます。お客
さんも同じ野菜を１ヶ所で比較できるので買いやすい。
 密度を上げてぎっしり並べることによって目線が
ゆっくり移動し、歩くスピードも遅くなり、そうすると
カゴに入れる数が何％増える、ということが起こって
きます。
 買う側の目線で店をつくることが大事で、商品を並べ
ている場所は普通「売り場」と言いますが、我々は

「買い場」と言っています。私は以前ソニーでマーケ
ティングをやっていまして、ウォークマンとかCDとか
を世に出すために家電販売店さんと一緒に仕事をして
いましたが、「買い場」という言い方はその中で今の
エディオンさんがされていたものです。家電も道の駅
もマーケティングの精神は同じだと思っています。

神明市と連動したイベントは。
 「JAFデー in 神明市」として、13日にはJAFさん
がだるまの面相書きイベントをされます。それに
「やっさダコ・神明鶏 レシピコンテスト」の公開審査
も行います。それから「瀬戸内レモン鍋」。Iターンや
Uターンの若い方が休耕地を使って美味しい野菜を
作っておられます。この野菜を瀬戸内産のレモンを
使用した鍋で食べる。一杯１００円です。大和町の
米粉を使って総合技術高校の生徒さんが作った「白
いタコ焼き」の販売もあります。若い方が頑張って
おられますので、大歓迎で応援しています。

今後力を入れて行かれることは。

 三原は今まで企業城下町で、そのほかのブランドが

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

育っていない部分があると思っています。ですから、
タコ、柑橘、神明鶏などを活用して、三原のブランド
を発信していくために協力することができれば、と
思ってやっています。
 白いタコ焼きは、昨年２月に大和のおこめんさんか
らご連絡頂いたのが最初で、その後総合技術高校
とおこめんさんがつながり、一緒に作っておられた
けれどもなかなかうまくいかないので、うちの中田
シェフが総合技術高校に何度も出向いて一緒に開
発した経緯があります。そうした協力の他、大学生
のインターン、中学生の職場体験などもたくさん受
け入れています。
 商品開発、販売のための相談も、常にオープンに
受け付けていますので気軽に連絡して頂きたいで
すね。電話でもいいし、訪ねてきてもらってもいい。
商品や作物を持ってきて、どうしたらいいですかな
んていう相談でもいい、道の駅スタッフが試食レ
ビューもします。
 今年も一年間いろいろな事をやっていきたいと
思っていますので、ぜひ積極的に活用して頂ければ
と思います。

道の駅「みはら神明の里」駅長
中石田 国昭氏

・袴のみ 
  ￥10,000～（税別）
・フルセット
  （袴・着物・小物）
  ￥25,000～（税別）

卒業式
袴も !!

成人式振袖（フルセット）+ヘアーメイク着付け
+写真（1ポーズ）

￥50,000～（税別）

成人式振袖（フルセット）
￥30,000～（税別）

当日は着付け、ヘアーメイク、写真撮り全てポポロ近くの
当店舗で行えます。移動がないのでとっても楽。準備後は
そのまま式典へ。

衣装のレンタルのみも可能。衣装はお
持ち帰り、お客様行きつけの美容室へ
の配達も行っております。美容室のご
紹介も出来ます。

ヘアーメイクこだわりプラン全てお任せプラン

・前撮りと当日違う衣装が着られます。・前撮り時の着物、着付けの料金はサービス。 （一着分）
・髪飾り、またはショールをプレゼント。（5万円以上ご利用の方）
・10,000円チケットプレゼント（式後から使用戴けるチケットです。当店の衣装何にでもお使い頂けます。）

ご成約特典

H29 年度（2017）成人式振袖レンタル成人式は衣裳専門店で !

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

A.【平成 29（2017）年度の成人式に出席される方】
平成8（1996）年 4月 2日～
　　　　　　　　平成9（1997）年 4月 1日生まれ

Q. 今展示会は何年生まれが対象なの？

（現在高校を卒業されて1年目）の方

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

今年の成人式が終わって、来年（29年）の成人式が
本格始動。対象のお嬢様はお早めにお越し下さいね !!

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）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）

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。

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。

「Happy Birthday !!」「Happy Birthday !!」

ケーキと一緒に「Birthday Photo!!」ケーキと一緒に「Birthday Photo!!」

「祝　成人振袖衣装展示会開催中
　第１弾　3月31日まで！」

 三原市では、地域に市の少子化・結婚事情を
普及できる人を養成し、結婚を希望する方の
婚活を支援するため、独身者の結婚や婚活に
関する相談に応じ、アドバイスするなど、ボラ
ンティアとして活動してくださる 『縁結びサ
ポーター』 を募集します。独身男女の赤い糸を
つなげる 『縁結びサポーター』 として、独身者
の結婚を応援していただけるおせっかいな方
のお申し込みをお待ちしています。
※みはら縁結びサポーター認定対象の養成講座に
　なります。

三原市子育て支援課主催『縁結びサポーター養成講座』

月末2 ま
で

ご予約セール

市内
小学校標準服・学生服・セーラー服

のご案内

ナンバは2月10日にリニューアルします
只今、工事中ですが

電話にて問合せ対応しております

フジグラン三原店 2F

イオン三原店 1F 三原市城町 2-13-1
TEL/0848-62-8860

三原市円一町 1-1-7
TEL/0848-67-8005

品質で
すべてを語りたい

三原市本町2-4-1
0848-62-4435
10:00～19:30
土曜・月曜

Ange Rose
（アンジェローズ）

三原小学校

お茶の
平野園

三原駅

三原城跡

ブライダルコース start
中医 経絡リンパマスター養成講座5期生募集中
講座案内

理　論　3時間×6回（講師：田村 弘一）
実　技　3時間×3回（講師：奥村 恵子）
認定料・教材費 込

62,600円

65,000円（通常90,000円相当）

3月スタート 平日・休日コースあり

リンパマッサージ　 10回
フェイシャルエステ　5回

ジェルネイル・
まつ毛エクステ（つけ放題）

お式までに体重大幅減されたい方、皮ふトラブルの
ある方はダイエットコース、スペシャルケアコースの
ご用意をしております。  ⇒詳しくはangerose HP

ベーシックコース

⇒詳しくはangerose HP

photo 身体の仕組み、経絡について1から丁寧にご指導
いたします。ご卒業後も無料にてアフターフォ
ロー致します。

HP  www.angerose-mindtherapy.com

三原市港町1-8-33
0120-111-556
10:00～19:00
年中無休

プレミアムリバース

検 索プレミアムリバース

ホームページに詳しい情報を掲載しています

気軽にできる

完全無料
買取サービス

気軽にできる

完全無料
買取サービス

「ブランド洋服を売りたい」
と思ってる貴女！

プレミアムリバースにおまかせください

三原店

BURBERRY

R2

帝
人
通
り

しまなみ
信用金庫
本店

ペア
シティ
西館

三原駅

みはらえきまえクリニック
血管外科・胃腸内科

三原市城町1-8-7
0848-63-5000
9:00～12:30 14:00～17:30
日、祝、土曜午後R2

三原駅

マ
リ
ン
ロ
ー
ド

さかなや道場

こだま
国際
ホテル

　　感染するとどうなるのですか？  ●胃カメラ・大腸カメラ検査●糖尿病治療
●下肢静脈瘤治療 ●循環器治療

 最近イタリア北部の氷河で発見された5,300年前の凍結ミイラ、
アイスマンがピロリ菌に感染していたって話題にもなっていたけ
ど、ピロリ菌の正式名称はヘリコパクター・ピロリ菌と言って、ヘ
リコプターのような形をした細菌で胃の中をくるくる回っているよ
うなイメージかな。ピロリ菌の大きさは4ミクロンくらいなのでも
ちろん目には見えません。電子顕微鏡でやっと見えるくらいです。
※1　朝日新聞HP参照

日常の何気ない疑問をその分野のスペシャリストに教えていただく
コーナー、『おしえて日和の先生 !!』今回は、『ピロリ菌』について、
みはらえきまえクリニックの胃腸内科担当医 金行祥造先生にお伺い
しました。

 ピロリ菌の感染によって慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんな
どを引き起こす要因の一つであることがわかってきています。胃以外の
病気では慢性じんましんや血液の病気の要因になることも言われていま
す。感染経路は充分にわかっていません。

 検査方法はいろいろありますが尿素呼気試験法などは診
断薬を服用して呼気を集めて診断するなどの簡単なもの
もあります。

検 索みはらえきまえクリニック

www.mihara-cl.jp

?

?

? どうやって検査するんですか？

『三原の赤ひげ先生』金行先生は、話し易い雰囲気を作ってくれて、
気軽に相談できます。三原駅徒歩約１分ですのでぜひ気軽にお立ち
寄りいただければと思います。スタッフ一同お待ちしております。

※2

※3

※1

 お
し

えて
日和の先

生日和の

おしえて 先生 !!

先生、ピロリ菌ってなんなのですか？

? 治療方法は？

 日本人 50才以上の人の約80%が感染しているといわ
れており、感染者には除菌療法を行います。治療は１週
間の内服治療を行い、一回で除菌できない場合でも3回
まで治療が可能です。

 ピロリ菌の除去により胃がんの発生率も低下する結果
も出ていていますので胃の調子がわるいと思われる方
や 50 才をこえる方は一度医療機関に相談されるとよ
いと思いますよ。　　　　金行先生！　お話ありがとう
ございました。

※2日本消化器病学会近畿支部HP 図 10参照
※3日本消化器病 HP 参照

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

 寒い冬の日が続いていますね、みなさんお元気ですか。
メガネサロンくまのでは日々キャンペーンをおこなって
おります。皆様、3月3日は何の日？「おひな祭り？」
ですがメガネサロンくまのでは「みみのひ」なんですよ！
メガネの専門員のくまのは「耳の相談員」でもあるんです。
最近、少し耳が聞こえにくい方はもちろん、自覚はない
けれどご家族に「耳が遠くなったんじゃないん？」と言
われた方も一度聞こえの測定をしてみてください。補聴
器もいろいろな種類がありますのでこの機会にご覧にな
られてはいかが？
 まずはとにかくメガネサロンくまのにご相談ください。
もちろん！無料です。

サイズもすごく小さい補聴器です

眼といっしょに聞こえについてのご相談も

3 月 3日
　 は

　　　　なんの日？

P

P お車でお越しの方は契約駐車場『三原駅前パーキング』をご利用下さい。

 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 !

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

尾道自動車学校はただいま 
　　　　　高校 3 年生入校予約受付中です !
尾道自動車学校はただいま 
　　　　　高校 3 年生入校予約受付中です !

フリーダイヤル

短期コースあります！
　　AT14日間～　MT16日間～
短期コースあります！
　　AT14日間～　MT16日間～

お問い合わせくださいお問い合わせください

【日時】   第１回目　平成28年2月13日（土）10:00～12:00
　　　　第２回目　　　　　   2 月 20日（土）10:00～12:00
　　　　第３回目　　　　  　 3 月 12日（土）10:00～13:00
※３回連続の受講が原則となります。
※講座の詳しい内容はホームページかチラシでご確認ください。
【場所】本郷生涯学習センター
【対象】地域での結婚支援に興味のある三原市在住の方
【定員】３０名（申込先着順）【参加費】無料
【締切日】平成２８年２月６日（土）

【問合わせ＆申し込み】
「縁結びサポーター養成講座」事務局（有限会社チアーズ）
TEL:０８６－４８４－００２０
　　 （10:00~18:00 土日祝対応可）
詳しくは・・・http://cheer-s.com/160213

2月
より


