INTERVIEW

日和の

de おしえて

子どもたちに祭りを楽しんでもらうのはもちろん、
さまざまな体験の中で、新しい興味を見つけてもらえたら嬉しいです
今年、25回目となるさつき祭り。開催に向け準備に
奮闘中の、鹿林実行委員長に伺いました。

さつき祭りのなりたちや、組織について教えてくだ
さい。

実は私、元々三原の出身ではないので、初期の成り
立ちや歴史にはあまり詳しくないのですが、以前は
町内の小さなお祭りだったと聞いています。それが
宮浦地区の発展とともにだんだんと大きくなり、やが
て三原市からも声がかかって、市民の出店者やボラ
ンティアなど多くの方の協力をいただき、今では三原
の四大祭りに数えられるまでになりました。
主催はさつき祭り実行委員会で、宮浦商工振興会
のメンバーを中心に約 20 名で活動していますが、

さつき祭り実行委員長

もちろん私たちの力だけで開催できるものではなく、

鹿林 和浩さん

協賛金にご協力くださっている事業所、ボランティア
の県立広島大学 1 回生の皆さん、また喰道楽に出店

第 25 回みはらさつき祭り

したり、舞台やパレードに出演される市民の方々な
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ど、多くの方々のご協力に支えられています。
県立大学の皆さんは、来場者目線、福祉の目線で、

いろいろなことに気づいてくださいます。
「シャトル

ができて、親も安心、という環境を整えることを特に

バスを待つ場所に高齢の方がいらっしゃるので椅子

重視しています。喰道楽の出店者の皆さんも、地域

を出してあげたい」と連絡して下さるなど、本当に

のジュニアの野球チームやサッカーチームだったり、

素晴らしいです。

子どもを持つ親世代であったりして、一般の露店の

今年の目玉は何でしょうか。

うに見守って、悪い子がいれば注意する、という感じ

方とは目線が違います。地域の子として我が子のよ
今年さつき祭りは 25 回という節目を迎えます。これ
を記念して、さつき祭りのマスコットキャラクターを
募集します。これは西小学校の生徒会さんの提案に
よるもので、市内の全小学校から募集し、審査を通過
した複数の作品の中から大賞を決め、来年はその
キャラクターが祭りに登場する予定です。
また、ポポロのメインステージで、市の公式キャラ
クター「やっさだるマン」と、
「だるまさんがころんだ」
を遊ぶイベントや、
トライアスロン選手の福元哲郎さ
んに走り方を教わって実際に走ってみる教室など、
これまでにない企画もたくさん盛り込んでいます。
子どもたちが喜ぶイベントがたくさんありますね。

ですね。
また、楽しく遊ぶことに加えて、子どもたちが様々な

?

介護サービスには大きく分けて「施設・居住系介護」と「在宅系介
護」があります。在宅系には「訪問」・「通い」・「宿泊」・「その他」
と分類されてるんですよ。私たちの事業所は「訪問」の中の訪問介

小中学校の皆さんがパレードに出るのもそうですし、

?

両や制服など、本物が目の前で見られたり。またボ
ランティアの学生さんたちとふれ合って、親切にし
てもらったら、自分も将来そういうお兄さんお姉さん
になりたい、と感じるとか。
何に興味を持ってもらえるかはわからないですが、
だからこそ、たくさんいろんなものに触れて、新しい
興味や、将来につながる思い出を持って帰ってもら
いたい、と思っています。

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

どうすればサービスがうけられるのですか？

介護保険サービスを使うには、サービスを受ける方の要介
護状態の基準に該当するか、介護がどの程度必要なのかに
ついて、市町村が行なう要介護認定を受けます。この要介
護認定を受けるには、サービスを受けるご本人もしくは、
ご家族等が市町村の介護保険課などに申請をして要介護認

?

訪問介護を受けるまでのかんたんな流れ

※2

ケアマネージャーさんに相談しよう。現状で困っている事
などを伝えて介護サービスの利用を検討してもらいましょ
う。

訪問介護とはどんなものなんですか？

※1

訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ること
ができるよう、訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問し、

実際に利用したいサービスや頻度などを決めて、介護サー
ビス事業者さんと話し合いましょう

食事・排泄・入浴などの介護（身体介護）や、掃除・洗濯・買い物・
調理などの生活の支援（生活援助）をします。わたしたちの事業所は
通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスをしております。

ケアプランが完成したら介護サービス事業者さんと契約を
し、利用を開始しましょう！

通院乗降介助車で
お迎えに行きます。
正田信子さん

介護サービスについてのお問い合わせはお近くの高齢者相談セン
ターにお気軽に電話してみてください。
正田信子さん、これからもいろいろとおしえてください。ありがとう
ございました！
三原市高齢者相談センター

※1 厚生省ホームページより

介護者の日常生活のためのサポートですね！このサービスが受
けられるのは本人だけなんですよね。

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

?

定がおりてからスタートです。
先生、介護サービスとはどんなものなんですか？

護をおこなっています。

さつき祭りは、子供たちが安心して遊びに来ること

がんばろう東日本！
がんばろう三原！

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、訪問介護についてアッ
プル介護サービス管理者の正田信子さんにおたずねました。

経験をできる場にしようとも考えています。保育所や
クラシックカーの展示や、消防・警察・自衛隊の車

先生 !!

↑

三原を愛する人たち

↑

未来へつなぐこの人

※2 ケアマネージャーとは介護支援専門員（かいごしえんせんもんいん 略称ケア
マネ）は、介護保険制度においてケアマネジメントを実施する有資格者のこと。要支
援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、介護サービスの給付計画（ケアプラン）
を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめを行う。

訪問介護

検索

株式会社アップル介護サービス

apple

三原市本町 2-13-39
0848-36-5544

GW

三原久井 IC すぐのドッグランで GW をすごそう！ FUN
N

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。

ご両親様やゲストの方の着物、
お洋服も豊富に取り揃えています。

ご結婚おめでとうございます♪
満開の桜の下、笑顔の祝福を受けながらの素敵なウエディング。この度挙式をされたのは、
パティシエとして活躍されている新郎様と、三原テレビの顔として三原市の皆様に愛され
ている新婦様。それぞれの分野でご活躍されているお二人ですが、とても仲が良く見て
いるだけで微笑ましくなります。どうぞ末永く幸せにお過ごし下さいね。
貸衣装

ベルフィーユ
2016 年 4月9日 ポポロ（三原市）披露宴
山田大紀・風香様

三原市宮浦 6-20-22
0848-60-1515
10:00〜18:00
水曜日

ファミリー
マート
大阪王将 宮浦郵便局

やせて太らない身体づくりが特徴
米国栄養学博士
松本玲子先生の

「健康ダイエット」

ユニクロ

こぐま屋

R２

すき家

取り扱い商品
ウエディングドレス、カクテルド
レス、二次会用ドレス、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

・留袖 ￥15,000（税別）〜
・モーニング ￥16,000（税別）〜

※衣装に関する小物は一式お付けします。
￥12,000（税別）〜
※バッグ、アクセサリーをお付けすることができます。

・ゲストドレス

※レンタル期間は、ご希望に応じます。
※返却時はクリーニングに出して頂く必要はありません。

ン。バケットや食パン・スイーツのような
パン・惣菜パンを販売。自家製天然酵母

全国各地で 50 〜 70 代の女性から「やせて太らない健康的な

をライ麦からつくっているので味わい深

組みに逆らわず健康的にダイエットを進めていきますので「持

今年で 15 年目の｢健康ダイエットクラブ」すでに 60 代を中心
に６０００名以上が経験しています。各会場５〜６名迄の少人数
制で実施。今回の無料説明会は、太刀川佳代子先生などが担当。
まずは詳しく聞いてみては。電話予約の上、ご参加下さい。

ください。仲間や家族で楽しい GW を！
グリーンフィールド
ご予約・お問い合わせ

5 月説明会開催
時間：13:30〜16:30 迄

5/6（金）

三原市芸術文化センター ポポロ
「三原駅」から車で 6 分
（三原市宮浦 2-1-1）

080-3896-7411

くわしい情報はホームページをごらんください

受付時間 9:00~17:00 木曜定休

http://www.green-ﬁeld.net/

まじめでやさしいパンつくりのお店

Ladys&Mens

やさしさにつつまれたパン工房の世界は
「おいしい」があふれています

5/7（土）

専任講師 太刀川佳代子先生

備後地域地場産業振興センター
（福山市東深津町 3-2-13）

ドコモ

R2

典礼
会館

福山メモリアルパークの西側

5/9（月）

まなびの館 ローズコム
「福山駅」から徒歩10 分
（福山市霞町1-10-1）

トヨタ

パンドゥパン

5/10（火）

松井敬貴オーナーと奥さん

三原市古浜 1-2-9
0848-67-3911
7:00〜18:00
日・月曜

“お客様の笑顔”を願い、お届けしています
共仕販は宅配牛乳サービスを行う会社です。

あなたに似合う

健康な食材を皆様にお届けしたいとの思いで、乳製品
はもとより、お豆腐やお米なども取り扱っています。

最高のめがねが

共仕販オススメの『共仕販が見つけたお米』は、三原
市大和町の農家から直接仕入れている、とっても美味
しい大和町のお米です。
ただ今モニターキャンペーン中につき、1 週間分の『森永カルダス』を
差し上げています。どうぞお気軽にお電話ください。

社員募集中 ! お問い合わせ下さい。

0120-334-255

［担当：奥田 浩之］

大好評 !

『共仕販が見つけたお米 5kg』

2名様プレゼント !

株式会社 共仕販

三原市古浜 2-10-26
0848-62-6833

50

★

バス停

ここにあります
ただいま夏向けのフレーム
サングラスも入荷中です

三原駅

広島銀行

HOTEL
TODAI

三原久井IC

紳士服はるやま

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

㈲クローバープランニング
三原市久井町坂井原
1412-57
0847-32-7411

美容室 arte は
お客様の “なりたい” に
答え続けるサロン

美容院アルテの“今”が分かる『あっとほーむ通信』は、
スタッフの紹介コー
ナー、髪やお肌のアドバイス、まめ知識など、美に関する情報を発信し
目だけじゃなく、中身も気持ちも変わることができる。アルテにご来店頂
いた皆さまのハッピーに少しでもお手伝いできれば幸いです。
本郷小

本郷駅

本郷生涯
学習センター
本郷町役場

R2

仏通寺入口

25

星結の丘

ています。ヘアを変えたら人生もかわる ! 髪を切ってかわれるのは見た
三原 イオン三原
郵便局

御調

R486

本郷駅から徒歩 5 分
幼い方から 100 歳近い方までのユニセックスのサロン
アルテ独自の手法によるウエーブ、
カラーは傷まず綺麗と嬉しいお声 (⌒-⌒; )
ヘッドスパのリピート率も高く
癒やしだけでなく改善、再現を
お客様の声を大切に目指します。
サブメニューも豊富、着付け、フェイシャルエステ、
カラグラネイルなどヘアと一緒にできると喜ばれてます。

ローソン

Pin de Pain

しまなみ交流館・テアトルシェルネ
（尾道市東御所町10-1）
「尾道駅」南口からすぐ

山陽自動車動

★ 案内板

いのが特徴とのこと。

の健康ダイエット。お一人お一人に合った個別指導で身体の仕

度も失敗した方｣でも安心です。

本郷

ロと網と炭のセットを 1500 円で貸出していますので、是非利用してみて

神戸・大阪のホテルのベーカリー担当

5 月無料説明会日程

R486

では、プライベートサイトでの BBQ もお楽しみいただけます。道具もコン

として勤務し、昨年7月古浜町にオープ

世羅

大和

自然豊かな三原市久井町にある、1800 ㎡の広々としたグリーンフィールド

遠方の挙式でも衣装の持ち運びを気にしないでいいのが、この
サービスの良いところ ! 3 万円以上（衣装料金総額）ご利用の
方は、当店で配送料金をご負担致します。

身体づくりができる」と評判の米国栄養学博士・松本玲子先生

病をお持ちの方｣｢運動が続かない方｣｢なかなか痩せない方｣｢何

山陽道・三原久井 IC から約 3 分、とっても便利なドッグラン

県内外への衣装配送サービスを行っています。

arte（アルテ）

三原市本郷南 6-26-11
0848 - 86 - 3819
9:00〜19:00
月曜日・第 3 日曜日

三原

