不要品の処分に困ったら
『ごみのレスキューかたづけ隊』におまかせください！

音楽を通じて出会いがあり、かたい縁が結ばれる。ひとつになれる。
そんなイベントをデザインして、継続していきたいと思っています

MMM 実行委員会について教えてください。

スタッフまで、関わる全てのものが MMM の個性に
なるようにできればいいな〜と。どんな個性を出す

んの人と音楽を結びたいですね。
「カタムスビ」と

か、どうすればその個性が出るか、そこを考えるのが

いう案もあって、それは却下されてしまったのです

一番楽しいです。

が、それぐらいぎゅーっとつながりを結びたい、そし

三原で活動するミュージシャンのコンサートを、ポポ

ステージ構成は、バンド演奏のステージが１つ、弾

かけです。三原の楽器店や地元で活動するミュージ
シャンに声をかけて委員を募り、実行委員会を組織
しました。
その後実行委員会で企画や準備を進め、
2012 年10 月14 日、
「みはらミュージックマーケット」
と題して、第１回をポポロで開催することができま
した。
開催当初から「音楽の宝さがし」が MMM のメイン
テーマになっています。どんな音楽に出会えるか、
どんな人に出会えるか。その中から宝物を見つけられ

の計５ステージに、全２６組が出演します。地元三原

世の中捨てたもんじゃないな〜、なんでも実現でき

のミュージシャンも多数登場するほか、遠くは大阪、

るな〜、というのが実感です。

山口、三次、岡山、広島からも参加して頂きます。全

それから、やっぱり大切なのは活動の継続。
「三原

国から歌いに来てもらえるイベントにするのが念願

でおもろい音楽イベントがあるらしい」と噂になっ

でしたので、
ちょっとずつ実現できていて嬉しいです。

て、たくさんの音楽人がやってきてくれて、いろんな

その他、手作り楽器のブースや三原グルメもあり、

垣根を超えた出会いがある、そんなイベントを目指

音楽でみんなが一つになれるようにするためには

今年のテーマは「音楽エンムスビ」としました。

音響、ステージ、会場の雰囲気、出演者、出店者、

ヘアーメイクこだわりプラン

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）

成人式振袖（フルセット）

￥30,000〜（税別）

￥50,000〜（税別）

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。

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。

ご成約特典

・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。）

少量のかたづけ向け
少量のかたづけ向け

ワゴン車に積み込めるくらい
を処分致します。

みはらミュージックマーケット実行委員長
はるのとおる さん

環境省のホームページをご確認ください
環境省 HP http://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html

三原の宝をみんなできれいに

学生さんも社会人の方もこの機会を利用して選びに来られる方が多いですよ。
「成人式まで一年半もある…今決めて
しまうのは早いのかな？」と思われてはいませんか？実は振袖を決める時期は年々早くなってきています。振袖の
種類、当日のヘアーメイク着付けの時間帯等、早くに決めると優遇される点は沢山あります。特別な一日を満足のい
くものにするために余裕を持って準備しましょう。
貸衣装

ベルフィーユ

ファミリー
マート

三原市宮浦 6-20-22 大阪王将 宮浦郵便局
0848-60-1515
こぐま屋
10:00〜18:00
R２
水曜日
すき家

ユニクロ

久和田農園の秋の味覚。ぶどうの販売が始まりました！ 「あなたに最適な保険が選べます」
より直売所が始まりました。紅葉で有名な仏

いよ
おいし

通寺山の寒暖差のある気候に恵まれ、50 年
の歴史を持つ三原の「仏通寺ぶどう」が今年

！

お好みのぶどうを選んで頂き、贈答用の発送
も承ります。また、ご自宅用に量り売りも行っ
ています。
赤い小粒のサニールージュから、定番のピ

売所までお越しください。

所
容
象
費
物
み

取り扱い保険会社

状態で販売しています。

お電話やインターネットで確認の上、ぜひ直

集 合 場
内
対
参 加
持 ち
お 申 込

■保険相談は無料。納得がいくまでご相談ください。

た、12 品種あるぶどうを直売所でもぎたての

お好きなぶどうが見つかるかも？

時

■30 社以上の中から、最適な保険を選べます！

も美味しく味わえます。こだわりぬいて栽培し

マスカットまで、多種多様に揃えています！

日

■お客様のライフプランに合った保険を、プロがアドバイス！

ぶどうと梨の久和田農園では、8 月 20 日（土）

オーネに、新品種の皮ごと食べれるシャイン

三原城かいぼり隊 大集合 !!

Q. 振袖はいつ決めるのがベストなの ?
A. お勧めするのは 8 月〜9 月の今時期。一番点数が充実している時期でもあり、長期のお休みや帰省が重なります。

お問い合わせは 0848-66-1033

収穫案内 ※天候により収穫時期に変動がございます

■ ぶどう
■梨

8 月中旬頃〜 10 月上旬頃
11 月上旬頃〜 12 月下旬頃

久井インターへ↑

山陽自動車道
高坂自然
休養村
50

久和田農園
仏通寺

久和田農園くわだのうえん
三原市高坂町許山 329
0848-66-1033
0848-66-5133
9:00 〜17:00
収穫時期無休
久和田農園

国道2号線

検索

生命保険
・ソニー生命保険株式会社
・メットライフ生命保険株式会社
・アメリカンファミリーライフアシュアランス
カンパニーオブコロンバス
・明治安田生命保険相互会社
・アクサ生命保険株式会社
・ＡＩＧ富士生命保険株式会社
・三井住友海上あいおい生命保険株式会社
・オリックス生命保険株式会社
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社
・エヌエヌ生命保険株式会社
・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
・マスミューチュアル生命保険株式会社
・日本生命保険相互会社
・SBI 生命保険株式会社
・富国生命保険相互会社
・ジブラルタ生命保険株式会社
・マニュライフ生命保険株式会社
・メディケア生命保険株式会社
・第一生命保険株式会社
・朝日生命保険相互会社
・チューリッヒライフインシュアランス
カンパニーリミテッド

詳しい情報は

ほけんの110番

検索

損害保険
・AIU 損害保険株式会社
・東京海上日動火災保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社
・損害保険ジャパン日本興亜株式会社
・セコム損害保険株式会社
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・富士火災海上保険株式会社
・ソニー損害保険株式会社
・アクサ損害保険株式会社
・朝日火災海上保険株式会社
・SBI 損害保険株式会社
・フェデラル・インシュアランス・カンパニー
・アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
少額短期保険
・日本アニマル倶楽部株式会社

〆 切
り
お 問 合 せ

「お客様の保険の見直しいたします」
フジグラン三原店

まきの整骨院です！
本郷で 6 月 17 日に開院いたしました

10月1日（土）
9:00〜12:00（受付開始 8:30）※小雨決行
三原城天主台
濠底の清掃作業（ゴミの回収・分別）
中学生以上（保護者同伴の場合は小学生可）
無料
軍手、長靴、タオル、帽子、汚れてもいい服装
参加申込書を下記 URL から取得し、郵送、E-mail、
FAX のいずれかでお申込みください。
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/
kyouiku/kaiboritai.html
郵送：〒723-0014 三原市港町1-2-1
三原市教育委員会文化課
E-mail：bunka@city.mihara.hiroshima.jp
FAX：67-5912
9月15 日（木）まで
三原市教育委員会文化課（64-9234）

時廣寛子さん

保健適応有り・自由診療は
内容により料金等が変わり
ますのでお気軽にお問い合
わせください。

お昼の
特別メニュー

期間
9 月 1 日〜
11 月 30 日まで

一緒に作りましょ

一緒に三原びよりを作りませんか？
ライター・広告作成・営業・企画・撮影 募集中 !
大学生・主婦の方・未経験者歓迎します !!

募集要項
・三原日和を配ってくれるポスティングスタッフさん（城町・宗郷など）
・文章を書くライターさん
・制作スタッフさん（イラストレーター・フォトショップが使える方）
・お客様と打合せをする営業さん
・写真を撮ってくれるカメラマンさん
三原市宮浦 6 丁目 30-1

62-6677

info@miharabiyori.net

と向き合います」とおっしゃられる院

季節の素材を取り入れたメニューを特別価格にて提供
しております。是非一度ご賞味くださいませ。

秋風

カラダのケアはもとより生活習慣の改
善も相談にのられるそうです。スポー
ツ整体もされているので頼りになる町
の整骨院さんですね。
槇野圭祐院長
三原市本郷南 3-7-12
0848-86-0828

ショージ
納所橋

スマホ老眼ってご存じですか？

グリーンアース

三原市久井町坂井原10253-6
0848-62-1381

第1回

スマホ老眼とは？

「老眼」の症状を自覚するのは 45 歳がピークといわれますが、最近、20 〜 30 代の若い層が、「手
元の文字が見づらい」「近くのものにピントが合わず、視界がぼやける」といった老眼と同様の症状
で眼科やメガネ店を訪れるケースが急増しています。とくに、スマートホンを長時間使用する層に、
このような症状が多く見られることから「スマホ老眼」と呼ばれるようになってきました。

スマホ老眼の症状
簡単にいえば、スマホの使いすぎで起こってしまう症状です。現代のスマホはゲームや SNS など、
娯楽や交流に使うツールとしてだけではなく、スケジュール管理や、メモなど、ビジネスシーンで
も欠かせないツールとなっています。なのでこれからもしっかり目のケアが大切になります。

近くのものがぼけて見える
目の焦点が合いづらい
目が疲れやすい

見えやすく
疲れにくい
メガネを
つくりませんか

目がかすむことがある

メガネサロンくまの

肩こり

三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

頭痛

三原駅

メガネサロンくまのは

三原の眼鏡専門員のいるお店です

9:00~12:30 15:00~19:30
日曜・祝日
広い駐車場も完備

かに酢
茶碗蒸し
かに爪のフィルム蒸
ずわいかにとしめじの
べっ甲あんかけ
かに釜めし
香の物
デザート
コーヒー

二 , 三〇〇円
税別

かに造り
茶碗蒸し
秋のかご盛
かに爪のフィルム蒸
かに天ぷら
かに釜めし
香の物
吸い物
デザート

五 , 五〇〇円
税別

HOTEL
TODAI

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

おいしいかに料理を食べるには
かにのかね綱

検索

かにしゃぶ、焼きガニと

単品の品々も多数あります！

季節感を取り入れたかねつなのかご盛の中に、いろいろな美味しさがあふれております。
期間限定のお得な特別会席です。

いろいろなコースがございます！
かに料理

あきかぜ

すすき

長は「ていねいに、誠実に」を第一に、

R２

T-P

秋のかご盛会席

真夏の暑さでカラダも悲鳴をあげてい

ひまわり コスモス

OINT

T-POINT

有限会社

見積もり無料なのに
T−ポイントがついてきます！

期間限定

根本から改善して行く姿勢で患者さん
三原の情報紙を

まずは電話で問い合わせましょう！

秋 の 夜 長 に 、かにが食べたい季節ですね

ませんか？「慢性的なカラダの悩みを

スタッフ募集 !

お見積もりのご依頼（無料です）

お気軽にご相談ください

ほけんの110 番 フジグラン三原店
三原市円一町1-1-7
フジグラン三原店2F
0848-64-1900

下見訪問（無料です）

※T ポイントが貯まります。

注意 ! ご家庭の廃棄物を処分できるのは、一般廃棄物処理業の許可を持つ業者です。

A.【平成 30（2018）年度の成人式に出席される方】
平成 9（1997 ）年 4 月 2 日〜平成10（1998 ）年 4 月 1 日生まれ（現在高校を卒業されて 1 年目）の方

取り扱い商品

お電話でのお問い合わせ

※T ポイントが貯まります。 T-POINT

（運賃・処分費・作業員 2 名の費用込み）

Q. 今展示会は何年生まれが対象なの？

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

18,000 円〜

楽々セット
楽々セット

成人式は衣裳専門店で！H30 年度（2018）成人式振袖レンタル展示会

全てお任せプラン

まずは電話で問い合わせましょう！
下見やお見積もりに伺う日程等を
打ち合わせさせていただきます。

2トン車に積み込めるくらいを
処分致します。

2016 年 9 月 25 日（日）
三原駅前市民広場

わっているのが、イベントのトータルデザインです。

0120-097-530 へ

（運賃・処分費・作業員 2 名の費用込み）

みはらミュージックマーケット 2016

どうすればいいか？をいつも考えています。一番こだ

今年 2016 年の MMM については。

レスキューならごみゼロ

たまってしまったゴミでも安心
たまってしまったゴミでも安心

して、継続して行きたいと思っています。

演奏と合わせて楽しんでもらえると思います。

28,000 円〜

安心セット
安心セット

ともありますね。考えたことを形にしてゆく工程は大
変ですが、そうした考えが実現できるんですから、

MMM に対する思いは。

るようなイベントにしよう、と話し合いました。そのコ

4トン車に積み込めるくらいを
処分致します。

毎回実験的なこともたくさん取り入れてやっていま

き語りなどのアコースティック演奏のステージが４つ

ンセプトは今もずっと引き継いで活動しています。

（運賃・処分費・作業員 2 名の費用込み）

すので、実現できているのが奇跡のように思えるこ

て、どんどん前に進んで行きたいと思っています。

ロの大ホールでやりたい ! と声が上がったのがきっ

プロにまかせてお家がスッキリ！

勉強机、事務所の古いデスク、ロッカー、2 段ベッド、
持ち運びが危険なガラス製品、大量の盆栽、庭石、大き
な鉢、庭の植栽、庭の子どもの遊具、布団、じゅうたん、
大型家具（タンス、テーブル、椅子）、古い衣料品、遺品
整理など処分に悩まれるもの、ぜひご相談下さい。

▲

員長のはるのとおるさんにお聞きしました。

去年は初の野外だったので、
「解放」というキーワー
ドを使いましたが、今年は逆に「結ぶ」です。たくさ

48,000 円〜

▲

9 月 25 日の第 5 回「みはらミュージックマーケッ

ト（MMM）」開催に向け活動されている、実行委

おまかせセット

今すぐお電話下さい!!

▲

INTERVIEW

▲

三原を愛する人たち

▲

未来へつなぐこの人

かね綱

東広島市西条町
御園宇 2403-1
082-493-8415
平日・土曜日

11:00〜14:00
17:30〜22:00
日曜日・祝日

11:00〜14:30
17:00〜21:30
火曜日

十六夜
いざない
かに造り
茶碗蒸し
秋のかご盛
かに爪のフィルム蒸
焼かに
かに天ぷら
かに寿司
吸い物
抹茶 or アイス

六 , 五〇〇円
税別

西条駅
R486

至広島

得

道照交差点

R2

フジグラン
東広島店
旧
R
3
7
5

至三原

R375

お知らせ

お客様の特別な記念日にご予約
いただいたお客様に、ワインを
プレゼントいたします。
三原からでも送迎バスでお迎えに。お気軽にご連絡ください。

