S 様邸

タカシン・ホーム の お 客 様 イ ン タ ビ ュ ー !

的確なアドバイスのおかげで、
後悔のない家づくりができました！

担当

ご希望を最大限尊重しつつ、
あとで後悔させたくない！とい
う部分では修正の提案をさせ
て頂いています。プロの意見
もぜひ聞いてみてくださいね。

細井

若い頃から３０歳までに家を建てたいと思っていたの
ですが、会社の同僚に「２０代からの家づくり」
をうたって
いるタカシンの話を聞き、会社を訪問しました。すると、
スタッフの方が明るく、
しっかり話もできてとても気が合い、
「ここだ !」
と確信しました。
プランニングではいつもわがま
まを聞きいてくれて、希望通りにしてくれるのですが、
よく
ない事には
「それはよくないですよ」
とはっきり言われました。実際に建っ
株式会社

嵩心

タカシン・ホーム

三原本社

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

建設業の許可

1

タカシンホーム

てみるとその通りで、おかげで後悔
検索

事業所展開
■
■
■

新倉オフィス
福山営業所
東広島営業所

広島県知事許可（特-26）第35519号

3

あきらめていた第一希望の地域で

3
5
7

謝しています。

山本富士子・岸恵子・佐久間良子・岩下志麻

彼女たちの若き姿を紹介します

8
9
10
11
春のお散歩コンサート

三原市芸術文化
センターポポロ
リージョンプラザ

15
16

8 名様
プレゼント

3月11日
（土）
・12 日（日）の2 日間
各作品
2 名様
11 日（土）
12 日（日）
①雪国 １０:0０
①五番町夕霧楼 １０:0０
②五瓣の椿 １2:30
②雪国 １2:40
③夜の河 １5:40
③五瓣の椿 １5:30
④五番町夕霧楼 18:00 ④夜の河 18:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555 ※前売り券の販売はありません
※フューレックカード使用できません

ペア2 組様プレゼント

【あおぞら金管合奏団】

c
広島市を中心に活躍する金管奏者が集ま
り、1997年4月に誕生しました。
金管アンサンブルの枠を超えた明るく
楽しいコンサートを各地で行っています。

※保護者の膝上鑑賞に限ります。
座席が必要な場合はチケットをご購入ください。

17

21
【450 年事業】竜王みはらしライン開通記念 竜王山ヒルクライム
3/25 9:00〜 竜王みはらしライン
0848-63-1481（（一社）三原観光協会）

あれば、30 名程度のお食事をひとりで配膳するところもあります。
年齢関係なく、わきあいあいと働いています！
仕事内容は主に調理業務となっていますが、飲食店とは異なり、介
護施設の入居者や利用者に合わせた調理法を把握し提供する必要が
あるので、責任ある立派な介護の仕事です。
結婚してからは、ずっと専業主婦だったから、働ける
か心配だわ・・・
介護施設の調理スタッフは、ご家庭で料理をしている主婦の方、午
前中だけなど短時間の勤務を希望している方、コツコツと働くこと

Enjoy our sweets

が好きな方などにおすすめですよ。まずは、週 3 日から始めてみま
せんか？現場を見学してから、面接も可能ですよ！
勤務の流れ〜例えば、9：00 〜 16：30 の場合
【出勤】9：00
【午前】◆朝食調理・盛り付け（1 〜 2 時間）、片付け（45 分程度）
◆昼食調理・盛り付け・配膳、片付け（2 時間半程度）
【お昼休憩】
【午後】◆洗浄、明日の準備、事務仕事など
【退勤】16：30
その他のシフトでは、昼食調理〜◆夕食調理・盛り付け・配膳・片付けなど時間帯により内容は多少異
なります。調理の他、空き時間に清掃業務を兼務する場合もあります。

宮浦・港町・深町の
施設で募集中！

株式会社エポカフードサービス
広島市中区大手町 5-3-12

082-248-7010（担当：益田）

スイーツパ ンの驚 きとおいしさ、そして楽しさをもっともっとみなさんに知っていただきたい。
八天堂 カフェリエは、そんな思いから生まれた、
「見られる、作れる、食べ られる、スイーツパン工房」。

vol.22
ピィのひなまつり

カフェとアトリエ がひとつになった、まったく 新しい体験型カフェ ショップです。

29

割引券設置場所: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

八天堂カフェリエ
広島県三原市本郷町善入寺用倉山 10064 番 190
電話番号 0848-86-8622

！？

ピィちゃん、
焼酎くださーい

応募方法：E メール、ハガキ、封書にて 締切：2017 年 3 月 6 日（月）必着（神さま、おねがいは 3/1 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

…

B 室内楽の愉しみ
5kg」
C 映画「神さま、おねがい」 D 映画「昭和の大女優映画祭」 E 映画「湯を沸かすほどの熱い愛」

ひなまつり
にはジュース
です

A 「共仕販が見つけたお米

おひとつ
どーぞ！

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !

これは

読者プレゼント

0848-63-7531（閑渕流三原支部）

スイーツサプライズ を、どうぞ存分に、ごゆ っくりとお楽 しみください。

営業時間 10:00 〜 18:00(17:30 ラストオーダー )

ジュース
です！

【450 年事業】いけばな閑渕流展
3/31〜4/2 10:00〜 三原市民ギャラリー多目的ホール

さあ、私たち がおとどけする、見たことも食 べたこと もない

ピィちゃん、
甘酒くださーい

※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

28

ひなまつりといえば

3 名様プレゼント

甘酒！

27

31

施設の利用者様 80〜90 名のお食事を 3〜4 人で配膳するところも

はい！
ジュース
です！

3月29 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

26

30

ついて説明しますから安心してください。勤務は三原市内の施設で、

『三原日和4月号』発行日
映画「湯を沸かすほどの熱い愛」

vol.61
TAKE FREE

い ま す ぐ 食 べ た い

主なお仕事は盛付と配膳ですが、最初の一週間は慣れたメンバーが

？

23
25

3月号

爽 春

３月３日は
ひなまつりです

【450 年事業】
「平賀晋民の世界」講演会
3/18 13:00〜15:00 三原中央公民館2階（中講堂） 0848-62-3225（三原中央図書館）
【450 年事業】毛利元就父子ゆかりの古道を歩こう
3/19 9:00〜16:00 椋梨城跡〜新高山城跡 0847-33-0222（大和町ふるさと文化愛好会）

20

24

2017

直昭）

興味はあるけど、ピンとこないなぁ？

3 名様プレゼント

映画のつどい「昭和の大女優映画祭」

プログラム ・聖者の行進
・上を向いて歩こう
・となりのトトロメドレー ほか
【入場料】全席自由
一般： 500円（ポポロクラブ会員：450 円）
未就学児は入場無料

0848-64-0400（担当：佃

高齢者施設の調理スタッフってどんなお仕事なの？

450 年事業

3 月12 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

14

22

佃や

※高校生以下、障がい者手帳をお持ちの方 300 円

13

19

焼酎・日本酒好きのお客様が落ちついた雰囲気の中で
ゆったりと楽しんでいただける店作りをしています。
いっしょに楽しみながら働いてみませんか！

ご鑑賞料金 1 作品 500 円

12

18

18:00~22:00 の間で応相談

※前売り券販売場所
リージョンプラザ、ポポロ、うきしろロビー、みどり書店、フジグラン三原

6

城
町

日曜日

前売り券
※フューレックカード使用できません
①おとな 1,000 円
②こども（３歳から高校生）７００円
③ペア券（親子又は子どもどうし）１,０００円（前売りのみ）
当日料金
①おとな１，２００円 ②こども（３歳から高校生）９００円

4

アピールポイント

時給 800 円〜 昇給あり

3月5 日（日）①１０:3０ ②１4:00
（上映時間 45 分 + 上映終了後 NG 集 + 舞台挨拶）
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

2

休 日

「高齢者施設の調理スタッフってどんなお仕事？」

土地を探し出してもらい、本当に感

映画「神さま、おねがい」

時 間

店内で調理補助及び接客のお手伝いをしていただきます。

三原市城町 2-2-8

土地探しでも、
もう売地が無いと

給 与

未経験者も大丈夫です ! 接客・調理補助スタッフ募集

酒菜処

のない家になりました。

びよりカレンダー

募集内容

※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。

とれたて野菜と鶏つくねのレモンバーグ

Cafelie スイーツプレート（ファミリー）

駐車場

無料駐車場がございます。（40 台）

座席数

62 席（テラス 12 席）

駐車場

本郷 IC

広島空港

広島エアポート
ホテル

ガソリン
スタンド
河内 IC

