未来へつなぐこの人

「最近の三原日和、居酒屋談義」

INTERVIEW

三原を愛する人たち

の歴史人口学者のエマニュエル・トッドによると、
フラン

実はもともと神職につくつもりは全くなかったんです
（笑）
。 て帰って頂く」
という事があります。
お清めというのは元々
大学の農学部で、様々な生命現象の研究、特に微生物や 「気良め」気を良くする、穢れというのは「気枯れ」気が

スでは男女が平等で、子育ても平等で共働き。個人主義

枯れるという意味です。いい気をもらう場所であるからに

ので人口が減らない。
一方で日本は、
家制度の中で子ども

は、周辺が枯れていては空間としてそぐわないので、桜も

を預けるのはよくない事とどこかで思っていて、そういう

満開になるように、紅葉もきれいな植生を維持するように

日本人固有のメンタリティがかえって人口減少を招いてし

努めていく、
これも大切な仕事です。
土壌や微生物につい

まっている。

土壌の研究に打ち込みました。博士号も簡単には取れな

くて、
断念して就職する人もたくさんいる中で、
執念でとっ
たんです。
ところが兄に事情ができて神社を継げないと
いう事になりまして。普通は博士号まで取ったら、私の先

預けてしっかり働くことも素晴らしい、道義的な後ろめた

A 記者 : 普通鍋頼んだら、たいがい2人前からじゃろ、へたすりゃ

さを感じる必要はないということを折に触れて話してい

4人前じゃ。そしたらせっかく居酒屋に来とるのにあれや

か。今のグローバルな流れの中で「ここは考え方を変えな

てきて、私の代で放り投げてしまうということはできない

を奉納していただくなど、地域資源としての神社、つなが

くてはいけない」
という部分は、
日本人のメンタリティの根

と。
人口減少によって神社の数も減っていく中では覚悟の

りの場、
特に独居老人の方につながりを提供する場になっ

ざすところにいる神職やお坊さんこそが、
しっかり考えて

成人式振袖（フルセット）

￥30,000〜（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。）

処分できなかった去年のゴミにお困りなら
グリーンアースにお任せ下さい！
楽々セット
楽々セット 18,000 円〜

明

A 記者 : おう ! あそこならなんぼ食うて飲んでもリーズナブルじゃ

Q. 今展示会は何年生まれが対象なの？

A.【平成30（2018）年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

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
0848-60-1515
10:00〜18:00
水曜日

ておめ
し
ま
け

大阪王将 宮浦郵便局

ユニクロ

こぐま屋

R２

すき家

でとうございま

す!
ランチ 1,000 円・カレーランチ 800 円
ご褒美ランチ 2,000 円（全税込）

T-POINT
お見積もりは無料です レスキューならごみゼロ

0120-097-530 へ

プロにまかせてお家がスッキリ！
少量のかたづけ向け

（運賃・処分費・作業員 2 名の費用込み）

4トン車に積み込めるくらいを
処分致します。

詳しい情報は

ほけんの110番

募集代理店

検索

株式会社ほけんの110 番

HH16-0046-0006 広告有効期限 2018 年 12 月

お正月も営業しておりますのでどうぞご家族でお
気軽においでください。

三原焼き振興会

人形の

本町
郵便局
交番

隆景
広場

三原駅

あまの

三原市本町 1-7-37
0848-62-5751
9:00〜18:30
無休 元旦も営業

そしてたいてい

中

開催

食べ過ぎて

1 日〜

おかしも持って
帰りなさい〜

10 月

しまうのです︒

平

お雛様をお求めやすい価格にて販売しております。
おばあちゃん
いつもありがとう♡

年

8日
2月2

おばあちゃん家に行くと︑
いつも季節にあった︑
食べ物が出て来て︑

人形のあまのでは手作り京雛を始め、うつくしい
９年

…

手描き京友禅の京雛の素晴らしさをご覧ください。

イチゴが

温もりとやさしさが感じられます。

２
平成

【チケット料金】全席指定・税込
S 席 /6,500 円（ポポロクラブ会員 6,000 円）
A 席 /5,000 円 B 席 /3,000 円
※会員価格でのご購入はお一人様 4 枚まで。
※A 席・B 席はポポロ、ポポロオンラインのみ
※未就学児の入場は不可
【チケット取扱い】ポポロ、ポポロオンライン、
中国新聞備後本社、中国新聞販売所（取り寄せ）

新春の調べ

箏・尺八コンサート

ペア1組様プレゼント

1 月15 日
（日）開演 14:00
三原市芸術文化センターポポロ ホワイエ
0848-81-0886

【チケット料金】全席自由・限定 120 席（内 60 席お茶席付）
500 円（ポポロクラブ会員 450 円）

16

vol.20

春

りお好み焼
つ入
も

1 月9 日
（月・祝）開演 15:00
三原市芸術文化センターポポロ ホール
0848-81-0886

15

11:30〜14:00 ランチ
14:00〜17:00 おやつ
17:00〜22:00 ディナー

お申し込みはコチラから
codingkids 検 索

ウィーン・サロン・オーケストラ ニューイヤーコンサート 2017

お茶席付券 800円
（ポポロクラブ会員750円）
①12:45〜13:45（40席）
②15:00〜15:45（20席）

17
18

立川 淑恵
生田流宮城社大師範

19
21

…

伝統に育まれた日本古来の美しさには、人の心の

・自分のペースで学びたい・・1 講座 3,000 円（チケット制）
・毎週通って学びたい・・・・ 4 週間 10,000 円（月謝制）
同時 スクラッチJr プログラミング体験会 !
開催 土曜日 10:00 参加費 3,000 円（要予約）

末田 秀翠
琴古流尺八師範

20

スイカが

“やっぱり違うね、ていねいな仕事だよ”
- 昭和初期からあまのは人形を販売しています -

4

14
450 円から楽しめる

リージョンプラザ

〜ゲームって作れるの？〜
1月7 日・14 日・21日・28日（毎週土曜日）
9:30〜12:00
三原リージョンプラザ 南館第１研修室ほか
0848-64-7555

13
おやつタイムは手作りおやつが

三原市芸術文化
センターポポロ

リージョンプログラミング教室

3

12

マツタケ
が …

三原市久井町坂井原10253-6
0848-62-1381

2

11

夏

グリーンアース

き

鳥

させて頂きます。

びよりカレンダー

10

秋

有限会社

８
成２

三原市和田 1-10-34
TEL 0848-63-6176
営業時間 11:00〜19:00
定休日 木曜日 P10 台

三原市円一町1-1-7
フジグラン三原店2F
0848-64-1900

保険選びのお手伝いを

日本の美、京友禅雛をどうぞ

環境省 HP http://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html

ふくちゃん

ほけんの 110 番 フジグラン三原店

ひとりひとりに合った

■

新倉オフィス
福山営業所
東広島営業所

『三原日和1月号』発行日

6

おばあちゃんのおもてなし

お家から出るゴミは一般廃棄物です。ルールを守って処分しましょう。
環境省のホームページをご確認ください。

弊社は三原市の一般廃棄物収集運搬業の許可を取得している
専門業者です。
作業スタッフも研修を受けたプロのスタッフです
ので安心しておまかせください。

今年も、お客様

■

9

三原市城町 3-2-17
0848-36-5328
日曜日

R185
三原港

■

広島県知事許可（特-26）第35519号

1

1

検索

事業所展開

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

8

大好きな
おばあちゃん家に
行きました︒

おまかせセット
楽々セット
48,000円〜

“ほけんの110 番フジグラン三原店”は、元旦から通常営業しております
ぜひ、お気軽にお立ち寄り下さい

タカシン・ホーム

三原本社

7

ROCKET ロケット

カニ食べる？

2トン車に積み込めるくらいを
処分致します。

マリンロード

（運賃・処分費・作業員 2 名の費用込み）

駅前
広場

正月

見積もり無料！なのに、
T−ポイントがつきます

三原駅

タカシンホーム

嵩心

5

R185
三原港

ワゴン車に積み込めるくらいを
処分致します。

たまってしまったゴミでも安心
少量のかたづけ向け

駅前
広場

正月も 5 日からやりょうるけぇ連れてっちゃらぁ !

少量のかたづけ向け
少量のかたづけ向け

安心セット
楽々セット 28,000 円〜

三原駅

けぇ俺がおごっちゃらぁ〜〜 !

今年の成人式が終わった後は、来年（30 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 !！

なごみ2号店

三原市城町 1-12-18
0848-64-2911
11:30〜23:00 昼休憩り
日曜日

さいよ〜 ! そんなに言うんだったら。

（運賃・処分費・作業員 2 名の費用込み）

!
お片づけ
スッキリ
も
具
家
きな
こんな大

居酒屋

じゃあ今度連れてってくだ
M 記者 : わかりました、わかりました、

和の創作料理とおやつを楽しむお店

￥50,000〜（税別）

わしなんか、
まずは刺身食べて、名物のタコ料理食べ

マリンロード

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）

飲み放題
90 分
1.500 円

熱燗飲んで焼酎に・・

卒業式
袴も !!

株式会社

建設業の許可

て、鍋頼んで、唐揚げも頼んで・・・ビール飲んで

あけましておめでとうございます。ベルフィーユは本年3日より通常通り営業を行います。
ご婚礼衣装、成人式、卒業式の衣装など、幅広いアイテムをご用意してお待ちしております。今年もよろしくお願いいたします。
全てお任せプラン

300 円

してくれて、
どれも本格的な鍋料理なんよ。
ほいじゃけぇ

きいです。

成人式は衣裳専門店で ! H30年（2018）成人式振袖レンタル展示会

タコ串旨し！

ありがたいんが 8 種類もの一人鍋を 380 円から用意

ることを通じて地域に一体感を作る場としての役割も大

一族の人間がやるべきと考えて決断し、現在に至ってい
ます。

ス
オス

これやたのめんじゃろ、鍋で腹一杯よ。で「なごみ 2」で

説いていかなければいけない、
と思っています。

いることですが、代々桑原家がやってきたことですので、 ていると感じています。地元の方が神事に協力してくださ

シラスとろろ鍋
480 円
メ！

保全にも尽くしていきたいと思っています。

！

スメ

オス

られるんよ。
三原ではここだけじゃ。

M 記者 : それがなんでうれしいんですか？

請求、
または、
タカシン・ホームまでお問い合わせください。

600 円

ど、ついにありがたい事に居酒屋さんで一人鍋が食べ

よく観察し、異常は早期発見をして、神社の環境や里山の

く、そういったことも神職の大切な役割ではないでしょう

くりが安心価格で実現します。
ぜひホームページから資料
新鮮！海鮮鍋

とるし、CM でもプチッと鍋やキューブ鍋も売れとるけ

行ったり、
自分のやりたい研究開発もやって、
という人生

地域とのかかわりについては、
３年前に三原市と共同

480 円

おススメよ ! マウンテン鍋やパクチー鍋も東京で流行っ

になるはずでした。
だから本当に葛藤はあって、
「雪舟から

で神社展を行い、つい先日も氏子の方が作った大しめ縄

なんです ! 家族のこだわりを盛り込んだ自由設計の家づ

A 記者 : それなら三原駅前の「なごみ 2」の「一人鍋シリーズ」が

ては専門知識もありますので、そうした部分も生かして、

やっぱり明治以降、桑原の家が御調八幡宮の神職を務め

工事やカーテン、照明、高断熱仕様なども含まれた価格

人気のホルモン鍋

出張だけは行かれてるんですから。

輩や同級生もそうですが、アメリカに行ったり大企業に

絵を奪うようなもの」
と嘆いたこともあります。それでも、

お好み焼き

飲食の流行とかはどうなってるんです？しょっちゅう

がちゃんと成立していて、政府もそれをバックアップする

これこそ不易流行で考えないといけなくて、子どもを

設計コミコミ価格1,500万円（税別）のワンプライス。付帯

M 記者 : そんなんいつものことじゃ無いですか。それより最近の

「不易流行」
という言葉があります。
フランス
てみて、思いを新たにする、そういう人生儀礼の場です。 は変えていく
神社の大きな役割として、
「いい気をもらって元気になっ

「いろは . いえ」
は、建物面積が100㎡以内なら完全自由

言うか。
あったまりたいの〜〜

守るべきものは守り、時代に合わせて変えるべきところ

神社は自分の人生の流れをもう一度客観的に振り返っ

神職となられた経緯は。

御調八幡宮 権禰宜 桑原美都彦さん

20 代からの家づくりを応援するタカシン・ホームに、
夢
ふくらむ新商品が誕生！

A 記者 : 寒うなって来たのぉ。人恋しい言うか熱燗がのみたい

これからの神社、神職について。

ごん ね ぎ

御調八幡宮 権禰宜 桑原美都彦さんに伺いました。

1500万円で叶える自由設計「いろは . いえ」誕生

第一話 〜居酒屋なごみ 2 号店の一人鍋〜

神社は良い気をもらい、思いを新たにする場所。
形式だけでなく
「不易流行」で今日的な問題とも向かい合っていきます
神職でありながら農学博士という肩書きもお持ちの、 御調八幡宮の役割、地域とのかかわりについて。

必要なモノ全部コミコミ価格、驚きのワンプライス！

映画「永い言い訳」 3 名様プレゼント
1 月 25 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 ※PG-12 作品 12 歳未満は要保護者同伴

22
23

※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

24
25

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、うきしろロビー 他

26
27 『三原日和2月号』発行日
28
29
30
31

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。

読者プレゼント

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !
A 「共仕販が見つけたお米

5kg」

B 箏・尺八コンサート

C 映画「永い言い訳」
応募方法：E メール、ハガキ、封書にて
締切：2016 年 1 月 10 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。
E メールアドレス：info@miharabiyori.net
住所：723-0051 三原市宮浦 6-30-1 三原日和 宛
※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。

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。

