様

タ カシンホームのお 客 様 イ ン タ ビ ュ ー !

あきらめかけていた店の新築。
タカシンホームで実現しました！

担当

店舗併用住宅は仕事と家庭を
両立しやすく、家賃面のメリッ
トもあります。予算内でセンス
良くお店を作りたい！とお考え
の方、ぜひご相談ください。

松渡

しまなみしんきん

未来 を 担う皆さん を 応援いたします

ファミリーサポート定期積金
ライフサポートサービス
健康サービスの充実! !

理容師として独立したくて、中古住宅、マンション＋テナント

あんしん（安診）
取扱期間：平成28年 4 月1 日㊎〜平成29 年3 月31 日㊎

など様々な形を検討しましたが、店舗併用住宅が一番現実的
と思い、住宅メーカーを回りました。ですが予算的に難しいと

※取扱期間中であっても、募集総額3億円に達した場合、取扱を終了させていただきます。

いう回答が多く、あきらめかけていました。そんな時妻が「タ

募集総額

カシンに行ってみれば」と薦めてくれて。
「どうせ無理だろう」
と思いながらも相談してみると、真剣に話を聞いてもらえ、プ
ランもどんどん具体化して、とうとう理想の店が出来上がりま
した。設計の方が細かいこだわりにも付き合って下さって「３
回建てないと、思った家にならない」と言われるところを１回
で実現できた ! と思っています。ありがとうございました。
株式会社

嵩心

タカシンホーム

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

検索

barber shop 吉中理髪店
木工所をイメージした内装が
オシャレで男性的な理髪店です。
しまなみ信金中之町支店の北西約10m

福山営業所

福山市松永町6-10-34
084-939-5805

者様
ご契約の
へ

特典

!!

特典3

特典2

ご契約期間

5年

ライフサポートサービス

ホテル・旅館・保養所・ゴルフ場等を中心としたリゾート施設等が割引価格でご利用いただ
けるサービス。

健康関連サービス

セカンドオピニオンサービス、
２４時間電話健康相談サービス、糖尿病臨床医師紹介サービス、
軽度認知障害スクリーニングテスト等が無料でご利用いただけるサービス。

で!
ま
さ
げ
か
2016

4月号

三原市民の方または三原市内企業へお勤めの方へ 2 つの限定サービス
①契約期間中に「健康診断」
「特定健診」
「基本健診（血液検査・内科健診など）」
「がん検診」
「人間ドッグ」の
いずれかを受診された方で、
「ご契約者専用抽選券」
（※）
を当金庫に提出いただいた方の中から、抽選で毎年
2組の方に国内人気テーマパーク
（ペア）チケットをプレゼント。
（抽選は平成29年〜33年まで、計5回実施）
②「ご契約者専用抽選券」
（※）についている「ファーストトライチケット」を利用して、次の施設のいずれか1回
のみ無料で利用できます。

TEL 0848-36-5026
営業時間 9:00~19:00 月曜定休

広島県知事許可（特-26）第35519号

特典1

3 億円

お

Y 店舗

vol.50
TAKE FREE

【利用可能施設】 三原リージョンプラザ（温水プールまたはトレーニング室）
三原北方グラウンド・ゴルフ場（午前または午後の利用）

三原市公式マスコットキャラクター

やっさだるマン

（※）
ご契約者専用抽選券は、この商品を契約いただいた方のうち、三原市民または三原市内企業に勤務しているお客様にのみ交付いたします。

おトク
報

エアコンクリーニング

情

詳しくは、お近くのしまなみ信用金庫の各支店窓口または渉外担当者までお問い合わせください。

25 周年

感謝の特別料金

4月

キャンペーン申込受付期間 2016年 4月1日
（金）
〜6月10日（金）
サービス実施期限 2016年 6 月17日
（金）まで

洗浄中に流れ出る水は真っ黒です

お掃除機能付きエアコンもお掃除が必要です！
フィルター自動お掃除機能
（サイドファン等の付加機能）付

標準料金

クリーニング前

クリーニング後

23,760円（税込）を

暖かくなる前にキレイにして

キャンペーン料金（全て税込）

おかないとカビやニオイの原因に…。

1

家庭用壁掛けタイプ幅120cm 未満

5
6

家族の健康のためにも

エアコン 1 台

12,000 円

エアコンをキレイにして

エアコン 2 台

20,000 円

3 台目〜1 台あたり

10,000 円

抗菌コート追加料金
（1 台につき）

02,000 円

8

お掃除機能付き追加料金
（1 台につき）

06,000 円

9

爽やかなお部屋にしませんか？

お申し込み
問い合わせ
土・日・祝も受付中 !

中国・四国地域本部

これからも

よろしくお願いします !!
「沼田西町 エヒメアヤメ公開期間」小原工業団地信号より南へ 200M 案内看板あり
4/9 〜 24 9:00 〜 17:00
※開花状況により前後する場合があります

7

10
11
12

連載
コラム
vol.11

スクラッチ Jr プログラミング体験会

講師 坂本 忠亮さん

4月10 日（日）
・29 日（金・祝） 10:00〜11:30
三原リージョンプラザ 南館第１研修室
0848-64-7555
定員：２５名 対象：４歳〜 ２台までレンタル可能（要予約）

レッスン料：1 講座 3,000 円 ※iPad か Android タブレットを持参してください
※iPadiOS7.0 以降 /Android4.2 以上※あらかじめ「Scratch Jr」をインストールして
おいてください※小学生以下は保護者同伴
お申し込みはコチラから
http://codingkids.jp/entry

13
14

大和白竜湖の花火の思い出
夜桜と一緒に花火が楽しめるなんて、なんて風情があるんだと思
い、昨年の今頃初めて行ったときを思い出します。
大和は三原の港よりも寒く、ジャンバーが欲しいくらいでした。
白竜湖のすぐ側に座って、綺麗な桜並木と、
湖にうつる桜と花火、豪勢な春の空を彩る
花火！こんな美しい景色を眺めることが出
来て、綺麗な場所が近くにあるんだと、
とても感動しました。
ピイちゃんも大きな花火と
桜を同時に静かに眺めてい
ました。
帰り道は夜だけあって、やっ
ぱりクタクタ。寝る支度を
してそのままお布団へ…。

読者プレゼント

三原市

4

ホコリや汚れがいっぱい。

株式会社ダスキン

三原リージョンプラザ

3

一年間お使いになったエアコンは、

受付時間 /8:00〜20:00

三原市芸術文化センター ポポロ

2

特別料金 /1 台

18,000 円（税込）

幅120cm 未満

び よ り カ レ ン ダ ー

15
16
17

21
23
24

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !

28

応募方法：E メール , ハガキ , 封書にて
締切：2016 年 4 月 5 日（火）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。
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
※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。

①一般 1,800 円（1,500 円）
②大学 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

20
22

26
27
29
30

3 名様プレゼント

4月22 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

19

25

5kg」
B チック・コリア & 木曽根 真 ピアノ・デュオ C 映画「はなちゃんのみそ汁」

映画「はなちゃんのみそ汁」

18

しかし、深夜 0 時になり
「うぁああああーーん！！」
なんだこの大声は？と横を見ると、ピイが花火に
なったかのようにゴロゴロ喚いていた！
興奮する楽しい１日を過ごしたようです。

A 「共仕販が見つけたお米

「第２回白竜湖花火 in だいわ」美しい桜と迫力の花火の共演が今年もあります！
白竜湖スポーツ村公園
0847-33-0222（白竜湖花火実行委員会）
4/16 19:30〜

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

『三原日和5月号』発行日
チック・コリア & 木曽根 真 1 名様プレゼント
ピアノ・デュオ プレイズ・アコースティック
5 月21 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
S 席：11,000 円（ポポロクラブ会員 10,000 円）残少
A 席：8,500 円 B 席：6,500
円
完売
※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。
※A・B 席はポポロ・ポポロオンラインのみ取扱い。

【チケット取扱い】ポポロ、ポポロオンライン、スガナミ楽器（福山）ハママツ楽器（東広島）
、啓文社新浜店（尾道）
、
中国新聞販売所（取り寄せ）、エディオン広島本店、タワーレコード広島店

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。

三原日和が 50 号を迎えることが出来ました。SPECIAL THANKS
I WILL 土居写場 アウレナ 赤とうがらし ダイニング & バー アサンテ 御料理仕出し 味 あつあつ揚げ立ててっちゃん 本郷店 ㈱アップル介護サービス apio さぬきうどん 天霧 三原店 アミックス アルテ Ange Rose
あんどうゆき司法書士・行政書士事務所 ECC ジュニア 城町教室 ㈲石田政造商店 コーヒーハウス イソップ 中華そば 一元 イノセント ㈲入江豊三郎本店 ㈱いわぎ物産センター ウインドブルー WELL アロマティーチングスクール
浮城東通り商栄会 NPO うきしろ桜山会 喫茶 &BAR ウッディ ウラベ水産加工 ウルトラ ブルー 広島エアポートホテル FP 匠工房 M2 センソユニコ ㈱ LPH ライフコンサルタント 小料理の店 縁 Angel ﬂower ㈲ OSY 桜南食品㈱
㈲大久保商店 大下建設㈱ 鉄板屋 大豆 焼き鳥 岡心 おかの交通㈱ オガワセイタイ オクヒロ食品㈱ 尾道自動車学校 おのみちはぴねすくらぶ おみ吉 BAR CARLTON 喫茶 & 創作 海路 ㈲果実の森 学研三原駅前教室
㈱学研エデュケーショナル福山事務局 Kat's Dining かねしょう かに料理 かね綱 Café maru2tasu かもめデイサービス三恵園 花遊祭 苅谷乗馬クラブ カルビ屋大福 三原店 頑固亭 社会福祉法人 三原のぞみの会 きぼう介護センター
きゃめる ㈱共仕販 ㈲共楽堂 串の家 sazan メガネサロン くまの 熊野開発㈱ くもん クラーク矯正歯科 ㈲グリーンアース くりきんとん亭 ㈲クローバープランニング 久和田農園 KCS センター三原 K works 社会福祉法人 恵泉福祉会
ラーメン康 潮聲山耕三寺・耕三寺博物館 興生病院 紅梅保育所・こうばい カレーハウス CoCo 壱番屋 三原皆実店 ココレボ㈱ 小僧寿し宮浦店 Dining Copain 小松木工㈱ サーパス宮沖二番館 阪井養魚場 串の家 sazan
㈱ SUT 福山事務局 Boonies Café Safari 茶話本舗デイサービス 三原須波邸 ㈱サンクリエイト サンサンデイサービスセンターみやうら 三平商事㈲ レストラン山陽 ㈲山陽苑 山陽建設㈱ サンライズマリン瀬戸 サンライズやまだ
七川雅仁 公認会計士・税理士事務所 シナリーたかたサロン しまなみ信用金庫 JAM ケーキハウス シャンボール ジュエリーモア 三原店 China Dining 祥 私立幼稚園 昭和園 デイサービスセンター 白滝園 視力ケアセンター
㈲新栄商事グループ 新栄ファーム 特定医療法人 仁康会 Studio lala スバルショップ三原皆実 住友林業㈱ スワンベーカリー 三原店 BAR SEVEN LUCK 創りや・膳 ZEN Bistro sobo 創建ホーム Sono Felice.
創作料理 そめや 第一生命㈱ 社会福祉法人 泰清会 たいら タカシンホーム 竹野八百屋 ダックケーブル㈱ ㈱ダスキン 谷前住建㈱ 焼き鳥 だるまや タンドール三原店 ㈲チアーズ CAFE&DiNiNG Ciao! ちゃんくす チュウリップライフ
酒菜処 佃や Cocktail&Diner D.I.J ㈱鉄道広告 まいぷれ事業部 デリッシュ・ヘア 夢街堂 伝 陶美会 東洋証券㈱三原支店 和食処 登喜将本店 ㈲トッツ 医療法人 清幸会 土肥病院 トラスト三原ネクサージュ 鉄板 kitchen TORICO
㈱鳥徳 トレテ宮浦店 こどもサロン ドレミ園 中野モータース 中間醸造㈱ 溶岩焼焼鶏 なごみ 鶏そば なんきち ナンバ洋服店 西日本産業㈱ Bar NEW POT ㈱八天堂 シニアむけパソコンクラブ はばたくネット ハンコ卸売センター三原店
クチーナ・イタリアーナ ピアチェーレ ひよこ 平岡酒店 美楽堂 広島県カイロプラクティック協同組合 ㈱ヒロヨシ フォレストヒルズガーデン 冨士写真館 藤田真弓バレエ教室 ライフスタイルサロン プラスワン BAR FLAT
minatomachi BAL FRANKY Architect/pair 設計工房 ペガサス 学習塾ペガサス みどり宮浦教室 ペットケアタウン ぺっとこ ベルフィーユ 三原市芸術文化センターポポロ 堀江宝飾店 ホワイトデンタルクリニック
本郷建材工業㈱ 瀬戸内漁礁 本陣 Honda Cars 三原皆実 自家焙煎コーヒー屋 マグダレーナ マザーベア まちづくり三原 BAR M・A・S・H 社会福祉法人 松友福祉会 松友トータルケアセンター 松本タンス 道の駅 みはら神明の里
みはらえきまえクリニック 三原交通安全協会 三原国際ホテル 三原市医師会病院 三原市管財部管財課 三原シティバレエ 三原シティホテル 三原自動車学校 三原市都市部都市開発課 三原市農業経営者クラブ ㈲三原ターミナルホテル
三原七夕ゆかた祭実行委員会 三原テレビ放送㈱ 三原のぞみの会 きぼう介護センター 三原病院 三原みなと法律事務所 三原薬剤師会センター薬局 日赤前店 三原リージョンプラザ ㈲ムネチカ 明豊塾 三原教室 モトフレンド大下
FOOD&BAR モヒカンマン ビューティーサロン ヤスミチ美容室 ㈲ヤッサ饅頭本舗 山田記念病院 ユニゾンライフ 道の駅 よがんす白竜 Yoshii Giko ㈱吉川工務店 寝・生活館よしなが よろずや AUTO FRIEND ラクロス本店
AUTO FRIEND ラクロス宮浦店 ビストロ ラ・シュシュ ラボ加藤パーティー 三原リージョンプラザ リサイクルショップ リバース三原店 リバリーナ 隣ご縁 皆実 ROUTE66 アロマ＆エステサロン ルフェリ Regalo レミニス レモンハウス
敬称略
㈱ワタナベ楽器 ㈱渡部瓦三原販売所 ワミレスサロン三原 STAY GOLD

三原市民の皆様をはじめ、多くの方々にご協力を頂き誠にありがとうございます。これからも宜しくお願い致します。

