タカシンホー ム の
お客 様 イ ン タ ビ ュ ー ！

〜 PF R ST ORY.11〜

でした。同じ趣味の方に担当して頂けたこともあり、とても話しや

お買い得なリサイクルフリーマーケットやこだわりの手作り雑貨まで幅広い出店の楽しい「YASSA マーケッ
ト」
。12 日（日）にはコスプレイヤーさんたちの登場や痛車の展示もあるんですよ。どなたでも出店できます
のでお気軽にお問い合わせください。みんなでやっさ祭りを盛り上げましょう！
！

すくて、お願い、相談事など、思った事をたくさん言えました。
プランニングは、色々な希望を取り入れてもらいながら、何度か
図面を作り直して、最初のプランからはガラッと変わりましたね。

募集
内容

建築中も、細かい部分の変更など、わがままを聞いてもらえました。
出来上がった家は本当に快適です。特に気に入っているのは、日

8/12( 日 ) 13:00〜18:00 手作り雑貨・フリーマーケット
コスプレ・痛車展示

全てにおいて良かった、と言ったら言い過ぎになるかもしれませ
んが、本当に建ててよかったと思っています。
株式会社

タカシンホーム

ニチエー

R185
スーパー
ジョイ

しまなみ
信用金庫

あさひ軒

問い合わせ先：PFR

建設業の許可
広島県知事許可（般-22）第35519号

担当 小松

フランキーからの感動の孵化を果たした黒ひよ

ぜひご覧ください。扇風機やエアコンもありますよ！

こは、子ども達により「こげぴよ」と命名されま

三原日和を見て来られた方は冷蔵庫に限り10%割引致します。

した。他の2つの卵は残念ながら孵化せず、ひと

新品・中古品 多数取り揃えています。
（貴金属・雑貨・家電・家具・事務・厨房用品・アンティーク etc.)

広島銀行

しがりやな生き物だったとは。

・貴金属、高価買い取り中
〈プラチナ、金〉
・着物買い取り
・釣り用品買い取り

呉線

R2

りっことなったこげぴよ。
私、知りませんでした。ひよこがこんなにも寂

西野川通り

宮浦大通り

三原市皆実一丁目 5-23
0848 - 67 - 4564
10:00〜19:00
水曜日

山陽本線

“鳥は生まれて最初に目にした動くものを母とみ
なす” とは聞いたことがありましたが、こげぴ
よときたら「順番なんて関係ないピヨ、みんな
みんな、かあちゃんだピヨ」とばかりに素敵に

三原高校講演会レポ

ろうが鳥であろうが親を求める心に差はないの

産に主人が買ってきたのは参鶏湯 (さむげたん：

広告募集

みなさん時には笑いながら、時には真剣に、
話を聞いてくれました。
高校生記者の募集について興味のほどを尋ね

お問い合わせ先

お腹にいろいろ詰めた鶏の丸ごと姿煮 )でした。
リ、リアルすぎる！(でも超美味でした♡)
● びよりんママ
三原市在住の３児の母。
縁あって三原日和創刊に関わること
になる。取材も記事もおまかせよ♡

たところ…文章を書くことに興味がある人、部

0848-62-6677

よりご確認くださいませ。

想以上の反響が ! この中から日和記者になる
人がきっと現れるハズ !

投稿募集

みなさん、引き続きよろしくお願いしますね。

三原の人、ペット、子供さんなどの笑顔の写真を募集します。

投稿はメールで

映画

ももへの手紙

あそびにきてくれたらふうせんをプレゼント！
！

とき /7 月 2８日（土）
ところ / 三原リージョンプラザ文化ホール
上映時間 / ①10:30〜 ②14:00〜③1８:00〜

映画

ウルトラマンサーガ

［他にも色々とございます。］

蛸波夢 ￥1,200

映画料金 / 当日 一般 1,800 円 (1,500 円 )
高校大学生 1,500 円 (1,300 円 )
小人 1,000 円 ( 800 円 ) （）内は割引券利用

検索

http://mihara-regionplaza.net/

三原市宮浦二丁目1番1号
0848-81-0886

詳しい内容はこちらから
三原ポポロ

検索

http://www.mihara-popolo.com/

第3回チェロリサイタル
宮田 大

0848-64-7555

応募方法：E メールにて

取り扱い ポポロ、ポポロオンライン、うきしろロビー、フジグラン三原他

詳しい内容はこちらから
三原リージョンプラザ

三原市本町三丁目 14-23
0848-62-3588

(有)共楽堂

三原市皆実一丁目 22-10
0120-62-4097

嘉永元年創業（黒船の頃）。三原で最古のお店の干しだこといえ
ばここ！また三原ブランド認定品「たこ釜めしの素」や「でべら」
もおすすめ。

もぎたてレモン (18g×5 袋 ) ￥200

ひろしま酉八景 各￥450
三原から全国に発信するお土産品、酉八景シリーズ。地元素材
を生かした銘品「瀬戸内そぼろもん」・「鶏のこころ煮」・「鶏も
つ三矢煮込」・「命酒鶏」。お酒の肴にもお薦めです。

(株)鳥徳

［希望プレゼント名、住所、氏名、電話番号］を
記入のうえ、下記メールアドレスにお送り下さい。
件名に「読者プレゼント」と入力してください。
締切：2012 年 8 月 1 日（水）

三原市港町一丁目 4-15
0848-62-4272

瀬戸内海に浮かぶ「青いレモンの
島」いわぎ島で採れたレモンを丸
ごと使った粉末清涼飲料です。蜂
蜜は国産はちみつを使用。手軽な
レモネードをお楽しみください。

(株)いわぎ物産センター

愛媛県越智郡上島町岩城 2586
0897-75-3288

保命酒の花 (180g)￥250
保命酒のど飴 (80g)￥220

(有)入江豊三郎本店
福山市鞆町鞆 534
084-982-2013

保命酒の花に生姜を溶いて冷やし甘酒はいかが？ 16 種の薬味
入り保命酒と天然ニッキを練りこんだのど飴は素朴な形が◎。

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。

道の駅「みはら神明の里」

からだに優しい無添加ジャム。自家農園の新鮮なりんごと地元
産の生姜のジャムはアイスティーに入れてすっきりと。

(有)果実の森

三原駅
糸崎駅

3 月のオープンから 5ヶ月目に入った道の駅は、今も日々進化中。三原はもちろん、

三原市大和町大草 75-28
0847-34-0005

糸崎神社

道の駅「みはら神明の里」

瀬戸内の名産も取りそろえ、お土産選びはバッチリです！
カフェテリア方式のキッチン・ルマーダや、たこ焼き、ソフトクリーム、焼きたて
パンの販売など、食事も充実。グループでイベントを開催できる多目的ホールなど
もありますので、みんなで利用して、三原の新しい観光拠点を盛り上げたいですね！

広島チョコラ (4 コ入 ) ￥525
広島チョコラ (8 コ入 ) ￥1,050

(有)石田政造商店

三原バイパス

道の駅全体風景。三原市街地としまなみの風景が見渡せます

人気のおみやげ紹介

砂谷牛乳をたっぷりと使用し、外側はしっとり・もっちりとし
たココア生地に、中は濃厚な生チョコに仕上げてちょこっと贅
沢に焼き上げました。

【リージョン】ウルトラマンサーガ
【ポポロ】広島ウインドオーケストラファミリーコンサート
【ポポロ】篠﨑和子 & 小山裕幾デュオリサイタル

第2回ピアノリサイタル
萩原 麻未

三原市円一町二丁目1番1号

三原市沼田東町片島 252-1
0848-66-0219

初恋プリン 各￥350

三原市糸崎五丁目 13-41
0848-36-6451

読者プレゼント

ペア 5 組様プレゼント

とき /9 月 9 日（日）開演 15:00
ところ / 三原市芸術文化センターポポロ ホール
入場料金 /( お一人様 4 枚まで / 未就学児は入場不可 )
一般 2,000 円 ( ポポロクラブ 1,800 円 )
学生 1,000 円 3 公演セット券 4,800 円

障害者手帳をお持ちの方 1,000 円
60 歳以上 1,000 円
50 歳以上夫婦お 2 人で 2,000 円
高校生３人以上お 1 人 1,000 円
フューレックカード提示 1,300 円

(有)ムネチカ

三原市港町三丁目 3-1
0848-64-3210

干しだこ (3 枚入 )￥525

保健福祉課（67-6053）

新しい音楽の風シリーズ 第 1 回

篠﨑和子 & 小山裕幾デュオリサイタル

（Ｃ）円谷プロ

玉ねぎの皮むきから手作業で一本
一本心をこめて作っている。特徴
はほんのり甘めでコクがありサラ
ダから炒め料理にも使えるる子供
にも人気なドレッシング。

ペガサス

とき /8 月 18 日（土） 時間 /13:30〜16:30
ところ / リージョンプラザ
基調講演 /「困難の中でもよりよく生きるために」
講師 / フォトジャーナリスト 大塚敦子さん
定員 /400 人

取り扱い ポポロ、ポポロオンライン、うきしろロビー、フジグラン三原他

※映画終了後におかひでき監督（三原市出身）の
トーク & ウルトラマンゼロミニショー

広島県産の大豆と北海道産の昆布を使用してもっちりとした食
感に仕上げました。ごはんのお供にも、お茶請けにもいかがで
すか

市民公開講座がんフォーラム

ペア 5 組様プレゼント

とき /8 月 5 日（日）開演 14:00 チケット好評発売中
ところ / 三原市芸術文化センターポポロ ホール
入場料金 / 全席自由（0 歳から入場できます )
おとな ( 高校生以上 )1,500 円（ポポロクラブ 1,200 円）
5 歳以上〜中学生 1,000 円 5 歳未満は無料

とき /8 月 11 日（土）
ところ / 三原リージョンプラザ文化ホール
上映時間 / ①10:00〜 ②13:30〜

檸檬の樹 ￥1,200

三原市

広島ウインドオーケストラ ファミリーコンサート

ペア 5 組様プレゼント

三原市皆実二丁目 10-18
0848-63-0007

かねしょう

マグダレーナ

info@miharabiyori.net

三原市芸術文化センターポポロ

オクヒロ食品 (株)

新宿伊勢丹のスイーツ売り場にも並
ぶ、三原のプリン。夏は爽やかな酸
味の「瀬戸田レモン」がおすすめ。

自家焙煎コーヒー屋

三原イベントスケジュール
三原リージョンプラザ

大豆とこんぶ (225g)￥210

「新鮮で良いコーヒーを」と丁寧に欠
点豆を取り除いた自家焙煎コーヒー
豆専門店。道の駅限定「神明の里ブ
レンド」は瀬戸内の眺望をイメージ
したすっきりとした味わい。

ております。設置店舗情報は、三原日和 HP【http://www.miharabiyori.net】

人、パソコンでレイアウトをしたい人など、予

三 原 を 愛 する主 婦 の 方 々

黒ごまドレッシング ￥570
たまねぎドレッシング ￥550

〈コーヒー豆〉神明の里ブレンド (100g) ￥650

三原市芸術文化センターポポロ、三原リージョンプラザ他多数店舗に設置させて頂い

活で写真を撮っている人、イラストを描きたい

協力

【アランチャドレッシング】

三原市宮浦三丁目 34-28
0848-64-6663

三原のタウン紙を支えてくださるスポンサー様を大募集！
料金など詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

☎

noteinc
apio

これ全部買いた〜い

おなじみの名物となった
バウムクーヘン「蛸波夢」
ペガサスからさらに新商
品登場！「レモンバウム」
はシットリ感とさわやか
な後味を重視したまとめ
買いしたいお土産！

誌の意義など。限られた時間の中、うまくお話
しできなかった部分も多々あると思いますが、

発行人
編集人

りしばらく寂しかった私達に、韓国出張のお土

げぴよに、どこか「たかが鳥」と高をくくってい

三原日和の目指すもの、地域にとっての情報

スマックゴールド (180ml)￥110

こげぴよは生後2週間目に元の農家のお宅へ帰

あちゃーん！かあちゃーん！」と泣 ( 鳴) き続けるこ

編集人の涙と笑いの人生浮き沈み ? の話から、

三原市本町三丁目 15-7
0848-64-8383
しっとりカステラ生地の皮に十勝小豆のつぶあんを贅沢
に包んだどら焼き。道の駅限定販売の新商品です。

り、大事に育てて頂いています。そしてやっぱ

がい、視界から私達が見えなくなった途端に「か

事について講演しました。内容は、発行人＆

(有)ヤッサ饅頭本舗

三原市西野一丁目 1-1
0848-64-6611

だなぁと。

らの様子をそれこそ鵜の目鷹の目にじっとうか

人講演会」に三原日和も参加し、情報誌の仕

スクール オブ ビヨリはじまる

「赤ちゃん」という特別な生命体は、人間であ

ヤッサどらどら神明の里
1ヶ ￥140 3ヶ入 ￥430

桜南食品 (株)

た私は大いに反省しました。

オープンマイハート。飼育ケースの中からこち

6 月 20 日、三原高校にて開催された「社会

高校生記者誕 生 ！ ?

いつも変わらぬベストセラー
クリームソーダ味の炭酸飲料。
お土産と言わないまでも旅の途
中のうるおいに。

biyorin mama’ s column

( 先月のつづき )

よろずやでは、ただいま冷蔵庫を格安にて販売中。

有限会社note
〒7 2 3 - 0 0 5 1
広島県三原市宮浦6丁目30-1
phone 0848-62-6677
0848-64-3233
fax

申込締切 :8/8( 水 )

#06

暑〜い夏も本番。冷蔵庫の調子はいかがでしょうか？

110L ￥15,000〜
120L ￥18,000〜
345L ￥42,000〜

発行所

http://tinyurl.com/pfr11entry

住所 三原市明神 2 -15 - 7 TEL/FAX 0848 - 67 -1208 mail:reminiscenet@gmail.com

売 ります買 います

よろずや
営
休

インターネット 申し込みフォームでのお申し込み

三原市和田三丁目3 -1
0848 - 61-1020

8/4 〜 8/5 完成見学会開催！
詳細は HP にて掲載中。どう
ぞお気軽にお問合せください。

冷蔵庫

店長と愛犬のミミちゃん。冷蔵庫
たくさんご用意してます

嵩心

タカシンホーム

検索

瀬戸内の商品がた〜くさんあります 帰省される時に是非どうぞ

8/11( 土 ) 15:30〜23:00 手作り雑貨・フリーマーケット

電気をつける必要もなくて、気持ちも明るく暮らせています。

vol.6
TAKE FREE

東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げると共に、一刻も早い復興をお祈り申し上げます。

道の駅で買いたいお盆の手土産

フリーマーケット ( 衣類・タオル・食器・おもちゃ等リサイクル品）
※飲食・生き物の販売は禁止とさせていただきます

8/10( 金 ) 16:00〜22:30 手作り雑貨・フリーマーケット

当たりが良く、家の中がとても明るいところです。日中はほとんど

沼田川

8月号

「 YA SSA マーケット」出店募集のご案内

タカシンホームさんとの出会いは、私の仕事のお客様からの紹介

三原大橋

2012

ホール風景。写真中央の入口の奥が特産品販売コーナーです

営
休

三原市糸崎四丁目 21-1
0848-63-8585
9:00〜18:00
第 3 火曜日

【三原日和よりお知らせ】 三原日和は、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。

果実のジャム ( 生姜入 ) ￥350
果実のジャム ( リンゴ ) ￥320

三原のソウルフードお好み焼き、
その味付けに欠かせないのが「テ
ングソース」。道の駅にてペットボ
トルにて発売、持ち運びも楽チン。
テングお好みソース（３６０ml）各￥315

中間醸造 (株)

三原市西野一丁目 2-10
0848-64-4555

取材協力：道の駅「みはら神明の里」

たこめしの素 (２合用 )￥420
(4 合用 )￥840

ウラベ水産加工

三原市糸崎五丁目 17-13
0848-62-3282
瀬戸内産タコと油揚げ、人参、こんにゃくを特製のたれで密封。
大勢が集う賑やかなお盆休みの食卓にぜひ三原の味を。

