場

所

7 / 9 （土）11:00〜22:00
7/10（日）11:00〜19:00

7月び

三原駅前市民広場
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3
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www.facebook.com/mihara.tanabata.yukata.matsuri/

2 人もしくは 4 人でご参加ください

浮城・歩ラリ〜
日

6
7

第7回

集合場所

はしご酒

11

様

名

三原駅前市民広場

くじら！おでん専門店で食するくじらとは、

醤油と卵黄を入れたダシと共に豪快にかき混ぜ

三種類のベーコンとおばいけ。
「ずっとお願

て食べる料理。ビールはもちろん、冷酒にもピッ

いしょうたところからええくじらが仕入れら

タリで、好きな方はあったかいゴハンにぶっか

れるようになったんよ」とマスター。特製の醤油

けても美味しい。漁師の知恵から生まれた逸品

出汁と酢みそのダブルで味わえる幸せ。昭和

を味わってみて。

世代のお父さんたちの大好物がここに復活です。
サミットでオバマさんも飲まれた『作』も入荷

800円(税込）

しました。
（一杯 700 円）

くじらのベーコン800円（税込）
おばいけ600円（税込）

佃や

夢街道

伝

三原市港町1-7-10

18

（7/23（土）まで有効）

お問い合わせ先 : 飲食組合三原支部 TEL0848-63-3678（営業時間：月・水・金曜日 12:00〜16:00）

20

夏休み入校生募集中
尾道自動車学校では、生徒さんのご自宅付近までバスで
送迎いたします。夏休みしか時間が取れないという方、この
夏に自動車免許を取得しましょう !

スーパー短期コース入校日

駅前渡船

7/27・8/17・9/5 〈定員制〉
最短で、MT16 日間・AT14 日間で
卒業可能です。（来校日）
お申込みはこちらから

0120-34-1613

スーパー短期コース、早期お申込み
特典（割引料金）あります。

至津部田

天満屋
ハピー
タウン

至尾道大橋

桑田渡し

向東小 向東中
東西橋

至歌
ユアーズ

向島町役場

尾道自動車学校

尾道市向東町 8893-1
0120-34-1613

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !
B 夏の雲は忘れない

C NHK 交響楽団
D 映画「モヒカン故郷に帰る」
応募方法：E メール , ハガキ , 封書にて
締切：2016 年 7 月 4 日（月）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。
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「第5回 三原七夕ゆかた祭」※同紙面に内容が記載されています。
7/9（土）11:00〜22:00 ・7/10（日）11:00〜19:00 三原駅前市民広場
女優たちによる朗読

夏の雲は忘れない

【入場料】全席自由
一般 2,000 円（当日 2,500 円）
高校生以下 800 円（当日 1,000 円）

【チケット販売場所】ポポロ、三原リージョンプラザ、中央公民館、
本郷生涯学習センター、くい文化センター、大和文化センター、
出演者：大橋 芳枝・長内 美那子・髙田 敏江
日色ともゑ・山口 果林・渡辺 美佐子・地元の小学生有志 フジグラン三原、うきしろロビー、三原市文化協会（文化課内）

映画「モヒカン故郷に帰る」

※前売り券の販売はありません
①一般 1,800 円（1,500 円）
※フューレックカード使用できます
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
割引券設置場所 : 三原リージョンプラザ、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

7月16日
（土） 15:00〜17:00
三原市消防署・三原リージョンプラザ
消防本部予防課（0848-64-5927）
内容：消防車放水体験・煙ハウス体験・ロープ渡り・救急法・
記念写真撮影コーナー・他にもイベントもりだくさん！

「第 7 回浮城・歩ラリ〜はしご酒」※同紙面に内容が記載されています。
7/21（木）19:00〜20:30 三原駅前市民広場
0848-63-3678（飲食組合三原支部）
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三原のみなさんにおススメする

カリッと揚げた手羽に、ピリっとくる甘辛タレを絡ませていただく Katʼ s Dining

このお店、この味

を、手づかみでガブリっと食べて、
ハフハフ言いながらビールを流し込んで行く。

てくる。おろしぽんずとの相性が抜群、塩で食する方もおられるようだが、そめや

あとからさわやかな辛みが食欲を刺激して止まらなくなる。この繰り返し。手羽

で一番多いとも言われる泡盛とも、日本酒とも相性バッチリ。とにかく日本人で

の旨味に絶妙な辛さのタレがあと引きます。

良かったと思える一品です。

名古屋ピリ辛手羽揚げ

牛カッパぽんず
創作料理、居酒屋、沖縄料理

580円(税込）

美食酒工房

そめや

三原市皆実2-5-2

三原で中華料理の店と言えば、必ず名前の出て
くる北京。お昼のランチメニューや夜のコース
料理、セットメニューも充実していて、宴会から
家族連れ、お持ち帰りも出来る市民に愛される
老舗だ。今回、三原日和編集者がビールに合う

指揮：クリスティアン・アルミンク
クラリネット：ポール・メイエ
管弦楽：NHK 交響楽団

c Roland Pidoux

ペア 2 組様
プレゼント

7 月19 日
（火）開演 18:30
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 8,500 円（ポポロクラブ会員 8,000 円）
A 席 7,500 円 ・B 席 6,500 円

※会員価格でのご購入はお一人様 4 枚まで。
※未就学児の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
【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）
、
スガナミ楽器（福山）
、
中国新聞社読者広報部、中国新聞備後本社、
中国新聞販売所（取り寄せ）、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。

だが、このお店のそれは、食べて行くごとに餡と
皮のバランス良さに驚きが。まさにやめられない、
止まらない餃子、冷めてもウマい餃子なのだ。
さらにニュースとして、20 年前に無くなったあ
の大人気「タコシューマイ」がこの度復活だそ
うです！

北京の手作り餃子
中華レストラン

360円(税込）

北京

三原市宮浦4-6-26
0848-64-7241

本格的インド料理がお手軽に食べられるタン
ドール。つい先日迄 500 円カレー企画で多く
のファンによろこんでもらえたばかりなのに、
この 6 月 27 日〜7 月 29 日まで（平日夜のみ）、
チキンティッカ・パパド・シークカバブ・サラ
ダのひと皿＋生ビールつきで、何と 500 円と
いうサービス企画が始まります。お店では生
ビール 450 円で提供されているので、このお
得感はおわかりでしょう。カレーやチーズナン
を食べれば生ビールおかわりもまちがいなし。
タンドールさんの限定セットで暑い夏をふっと
ばしましょう！

夏だけの一品メニュー
チキンティッカ・パパド・シークカバブ
サラダと生ビール一杯のセット

タンドール三原店

500円(税別）

三原市宮浦3-1-27
0848-67-9028

150円/本(税込）

Katʼs Dining

0848-38-9789

三原市城町1-19-19

ルと餃子の相性が良い事は誰もが認めるところ

NHK 交響楽団 三原公演

この夏おススメの一品。一本単位の販売でもそのつど揚げていくアツアツの手羽

さんのおろしぽんずがさわやかでカッパをさらに美味しくしてくれる。三原市内

一品として取り上げたのは手作り焼き餃子。ビー

『三原日和8月号』発行日

c 大杉隼平

のすぐ近くのお肉。味わいは食べ応えのある食感で、旨味がじわじわとこみ上げ

0848-67-9103

第 40 回 三原消防まつり

25

28

3名様プレゼント

７月１３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

三原日和編集者たちによる、

三原駅前、居心地の良さとコストパフォーマンスの高さで人気のそめやさん。
こちらのおススメは『牛カッパぽんず」。カッパとは牛肉の部位のことでカルビ

24

27

3名様プレゼント

7 月10 日
（日）開演 14:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-9234（三原市文化協会事務局）

23

26

三原リージョンプラザ

たなばた作品展：展示ホール
7 月 1日
（金）〜 3日
（日）１０:00 〜１８:00
園児や児童たちが作った七夕飾りの展示

17

5kg」

言われるマスターが勧められた一品が、なんと

サバ・鯛・カンパチなど）を、手作りの特徴ある

屋台村（飲み物・カキ氷・ポップコーン など）
ゲームコーナー（射的、人形すくい、風船つり など）
願い事を書いた風船飛ばし（１４:00 〜１つ２００円）

16

A 「共仕販が見つけたお米

良い状態で料理をお出しするだけなんよ」と

旨味、香ばしいゴマの香り…新鮮な魚（アジ・

第10 回 リージョン下町計画 「たなばた祭り」
７月 2日（土）11:00〜14:00
三原リージョンプラザ 屋外広場 ※雨天決行
0848-64-7555

15

3,000 円〜1,000 円の

読者プレゼント

いたのがこの味なんで、自分はお客様に最高に

とした食感、ほどよく染み込んだ醤油の味わいと

vol.53
TAKE FREE

よ り カ レ ン ダ ー

三原市芸術文化センター ポポロ

14

抽選会景品

尾道自動車学校

されているとか。刺身とはひと味違う趣のトロリ

0848-64-0400

13

参加店共通飲食券が当たります！

1 ヶ月から
40 日の
短期コースも
あります

「ただ自分がウマいと思い、修行させていただ

三原市城町2-2-8

12

前売りチケット販売場所
【うきしろロビー（三原駅構内）
・三原国際ホテル・飲食組合三原支部】

0
33

三原でおでんの概念を見事に変えた伝さん。

りあった料理で、大分では郷土料理として提供

酒菜処

8
10

チケットの 7/8 よりチケット販売予定 4,500 円
前売りチケット（ドリンク券 2 枚付）
購入は…

に

佃やオーナーが九州で修行されていた時にめぐ

りゅうきゅう

9

スタート ゴール
7/21（木）19:00〜20:30

時

7月号

0848-67-3939

お問合せ先
☎0848-86-6758
三原七夕ゆかた祭実行委員会

EVENT

日和
推薦

時

まだまだ

日

2016

この夏、全店制覇してください！

…

三 原七夕 ゆ か た 祭 り

目鼻口がない

第5回

だけど家族を好きという

ピイの愛に感動！

EVENT

ビールにあう、この一品！

ピイは何でも

検索

好きなもの

タカシンホーム

vol.14

書いて良いよ！

タカシン・ホーム

しばらくして

嵩心

ピイ♡
ぴったんこ♡

考えてくれて。家だけでなく家電についても沢山アド
バイスをいただき、おかげで思い通りの家ができま
三原本社
した。キッチンやパントリーなどのこだわりも実現し、
福山営業所
三原市和田 3-3-1
福山市松永町 6-10-34 「妻の夢を叶える」という私の夢も叶いました。完成
0848-61-1020
084-939-5805
した家の住み心地も申し分なく、タカシン・ホーム
建設業の許可 広島県知事許可（特-26）第35519号
さんと担当の細井さんには「感謝」の一言です。
株式会社

できた！

マーマ♡
パーパ♡

ていたタカシンの家の見学会が
開 催されたので行ってみると、
間取りやロフト、リビングなどが
好みにピッタリ！ まさに「 刺さ
る」って感じでしたね。
担当の方がすごく熱心に話を
聞いてくれて、一緒に一生懸命

ささのは？

妻も私も、建てるならデザインの良い、オシャレな家がい
いと考えていました。タカシン・ホームは不動産屋さんに紹
介してもらい知っていたのですが、その後、たまたま気になっ

『七夕飾りをつくりました』
ピイ︑
笹の葉貰って
きたぞ！

細井

七月七日が七夕だから
丁度良いわ！

担当

七夕飾りを
つくりましょう

担当の方と一緒に熱く夢を語り、
思った通りに実現できました！

家づくりの夢や熱い思いを共
有して、お客様と一緒に夢を
膨らませていくのが大好きで
す。一緒にワクワクするような
家づくりをしましょう！

短冊に願い事を書いて

タカシン・ホーム の お 客 様 イ ン タ ビ ュ ー !

飾ると願いが叶うのよ

O様邸

