未来へつなぐこの人

ショールームに来て・見て・触れて・ご相談ください

INTERVIEW

三原を愛する人たち

「ひとりひとりが輝けばまちも輝く！」
ゆかた祭り当日だけでなく、その後の三原も盛り上げていきたいです
今年で 6 回目を迎える市民発のイベント
「三原
七夕ゆかた祭り」。立ち上げから活動されている
藤井真夏さんたちにうかがいました。
開催のきっかけやコンセプトは。
2012 年 7 月、
本当に人が集まるのかと不安が
あったけれど、勇気を出して開催した第 1 回目。
普段着ることのない浴衣を着て、
食べて ! 飲んで !
遊んで ! 皆が楽しめる祭りをとやってきました。
だれもが参加しやすい場でみんなが集まってと
いう思いでした。
今回の内容については。
大きく分けて
「グルメ」
「ステージ」
「遊び」
があり
ますが、
グルメでは市内の飲食店を中心に約２０店
舗に協力して頂いています。
１回目は１０店舗くら
いだったので、回を重ねるごとに増えています。
そこでお願いしているのが、
「祭りの中でどんどん
自分たちのお店をＰＲして下さい」
ということです。
当日だけで終わるんじゃなく、後々のそれぞれの
お店への来店につなげて欲しいんです。祭りに

三原七夕ゆかた祭り実行委員
藤井親子さん

衣裳専門店がご提案する
満足度◎のウエディングフォト

・引き振袖

幼稚園の「思い」を知ってください

昭 和 園 の幼 児 教 育 に
つ いての 説 明 会

ホームページもご覧ください

しょうわえん

検索

未就園児対象「にこにこクラブ」
次回は「たままつり」を 7/15（土）18 時 30 より開催。
年間スケジュールと詳しい内容をホームページに
掲載しています。

・タキシード・紋付
・訪問着・中振袖

・子供衣装・初着・祝着
・卒業式袴・礼服

ユニクロ

・ゲストドレス

R185（旧R2）

・喪服など

「しっかり根をはれ 柿のたね ゆっくり芽を出せ
柿のたね」
の言葉に象徴される同園の教育方針は、
いたずらに早期教育に走らず、普段の遊びの中か
らゆっくりと学び、豊かな心を育てるというもの。
そうした理念や教育方針を含め、
費用面、
園内施設、
幼稚園生活の様子やお弁当のことなど、雰囲気や
特色をしっかり聞ける説明会が開催されます。
昭和園を検討中の方はもちろん、幼稚園選びで
迷っている方も行ってみられてはいかが？
赤十字病院
卍

善教寺

神明大橋

東町郵便局

久井インターへ↑

山陽自動車道

員
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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。

新高山城跡のすぐふもとです。登山道も整備
されているので、山城登山も楽しいですよ！

7 / 8 （土）11:00〜22:00
7/ 9 （日）11:00〜19:00

山陽道

三原駅前市民広場

新高山城

お問合せ先
☎0848-86-6758
三原七夕ゆかた祭実行委員会

高山城
山陽新幹線

至東広島 R2
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3,000 円〜1,000 円の

参加店共通飲食券が当たります！

（7/29（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）

7月21日（金）〜8月31日（木）
「変化・成長に期待する夏にしよう !」

ＫＵＭＯＮの夏の特別学習に参加してみませんか？
上記の期間中、1 教科につき通常の 1 ヵ月の費用で学習できます。
学力診断テストを受けていただき、
現在の学力を確認し、
ムリなく進め
られるよう一人ひとりにあった教材をご用意します。
スラスラできる
問題から始め、
学習リズムや家庭学習の習慣が身につきやすいので、
この夏がチャンスです。

夏の特別学習の POINT!
学力診断テストで、
お子さまのスタート
ラインを見つけます。

ここを
お申し込みはお近くの教室、
チェック！ または KUMON のホームページへ。 くもんいくもん

教室では一人ひとりの
ペースに合わせて
学習を進めます。

ご家庭でもムリなく、
楽しく学習を続ける
ことができます。

検索

自分から学習する習慣が
芽生えます。

「夏の特別学習」
の後、継続して学習される場合
●月会費 6,480 円（1 教科 / 幼児・小学生の場合）です。中学生 7,560 円、高校生以上 8,640 円。※英語学習開始時には、専用リスニング機器「E-Pencil」6,480 円（税込）
を
ご購入いただきます。●会費は教材費、消費税を含みます。●公文式の教室は入会金が不要です。●教室での学習は週 2 回です。

夏の

7月21日
（金）
〜8月31日
（木）
のうち 2 週間

th

あなたのお子さんは、こんな悩みを抱えていませんか？
☆ 授業を聞いても、よくわからないままになっている教科がある。
☆ テストに向けて、どう勉強すればいいのか不安だ。
☆ 受験勉強への取り組み方がわからない。
学習塾ペガサスは個別指導一筋に 40 年、カリキュラムは生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイド
です。あなたのお子様にぴったりの夏期講座で新たなスタートを切りましょう！！

感謝の気持ちを込めて

ペガサスは、パソコン学習・ノート学習・先生の指導を組み合
わせた個別指導専門の学習塾です。個別指導のメリットは、病

全商品記念割引中です

気や行事で休んでも前回の続きから始まり置いて行かれない
こと、また、わからない問題にぶつかっても必ずそこをクリ
アーし、 演習が十分解けるようになってからでないと次には進
まないため、確かな学力の定着が期待できることです。

三原駅前市民広場

抽選会景品

「夏の特別学習」

ペガサスみどり宮浦教室 夏季講座生徒募集中
個別指導の「学習塾ペガサス」をご検討ください。

anniversary

料金体系は、小学３~４年・60 分・週２回が月謝 9,720 円、

メガネサロンくまの
三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

飲食組合三原支部・三原商工会議所

国道2号線

算数・数学
英語 , 国語

年に1度の40日間
学習できるチャンスです！！

絵本や歌 CD などのオリジナル教材のお試しとご家庭での
やりとりをふり返る Baby Kumon タイムを体験できます。
会費 1 ヶ月 2,160 円（税込）※教材費含む・入会金不要

ナビ検索は 三原市本郷南 7-19-11

7/4（火）よりチケット販売予定 3,000 円
チケットの
前売りチケット販売場所
購入は…
うきしろロビー（三原駅構内）
・三原国際ホテル・

仏通寺

三原市高坂町許山 329
090-3545-9815（担当 藤井）
ichikuchisoichi@yahoo.co.jp

はしご酒

宮沖ポンプ

「山陽建設住宅部」をご覧ください。

０〜２歳台の
お子さまと保護者さま

2 人もしくは 4 人でご参加ください

スタート ゴール
7/27（木）19:00〜20:30

時

久和田農園

三原市青年農業経営者クラブ

ペア 2 組様
プレゼント

交番

ホームページもご覧ください

ただいま
受付中 !!

三原市本郷町にそびえる新高山城
跡のふもとに銘水沼田本郷天然水給
水所はあります。深井戸に上る天然水
は新高山城跡にも多くの井戸があるよ
うに、母なる川、沼田川水系の恵みと三
方を緑あふれる山々に囲まれているか
らこそ、
このまろやかでミネラル成分も
良い安全な水が今でもここに湧きあふ
れているのです。
沼田本郷の天然水は「さわやか」で
「甘い」
と感じられ、特に珈琲、
お茶を飲
む水に使うと大変まろやかな風合いを
感じました。購入は100円で20Lの銘
水が出ます。
（ 記者の感じだと20Lの
ポリタンクがあふれたから24Lくらい？）
この水で氷をつくっておとうさんはウ
イスキーロックを、子どもたちはかき氷
を楽しむつもりです。是非みなさんも飲
んでみてください。

www.facebook.com/mihara.tanabata.yukata.matsuri/

EVENT

Facebook も
チェック！

三原生活
日和記者取材！

東洋製罐

試飲コーナーでまず飲んでみて！

三原市東町2-8-18
0848-62-2963

※応募者多数の場合は抽選になります
※飲み物はご持参ください
※汚れてもいい服でお越しください（着替え等）

定
場

小早川隆景公も当時

三原にも銘水あり 飲まれたんじゃないかな
「沼田本郷の天然水」はおいしいよ

学校法人 龍松学園

農家の方のお話が直接聞けて、
農業がどのように
行われているかわかる、
ぶどうの収穫を通じた農業
イベントを開催します ! お 昼 には パ エリア づくり
体 験など 開催します。
ご応募は電話もしくはメールにて、参加人数と
年齢をお知らせください。農業をご家族で学んでみ
ませんか？ご連絡お待ちしております !

８月 26 日（土）10:00 〜 14:00
中学生以上 1000 円 小学生 500 円
小学生未満無料
15 組
三原市高坂町許山 329 久和田農園圃場

所

三原税務署

0120-08-5060

私立幼稚園昭和園

ぶどう収穫体験で「農家の農業を知ろう」

日 時
参加費

場

尾道→
山陽建設株式会社東館
臥龍橋

浴室暖房乾燥機付ユニットバス
パナソニック オフローラ

三原七夕ゆかた祭り
時

ジョイフル
東城分かれ

185

ご成約特典

日

線

山陽建設

これでこの梅雨対策は万全！

第6回

午前10時〜

※平成29年度の入園資料を配布します。
（幼児の出席は不要・駐車場あり）

呉

展示等をこの機会に来て・見て・触れてください。

EVENT

平 成 2 9 年 7 月1 日（土）

山陽本線・新幹線

ユニットバスや、今話題の「宅配ボックス」の

・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。）

・ブラックフォーマル

こぐま屋
すき家

￥50,000〜（税別）
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。

・モーニング・留袖

眼鏡市場
大阪王将 宮浦郵便局

ヘアーメイクこだわりプラン

※写真はイメージです

安心して洗濯物が乾かせる、浴室暖房乾燥機付き

問い合わせ先
三原七夕ゆかた祭実行委員会 事務局
三原市本郷南方 3-5-16
KOH 株式会社
ラーメン康 （0848-86-6758 藤井まで）

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）

・白打掛・色打掛

宅配ボックス「コンボ」を展示しています

山陽建設東館、
「Panasonic リフォーム Club
山陽建設」です。じめじめする梅雨の季節でも

今年も 7 月 8（土）・9（日）で午前 11 時から
夜も開催しているので是非みんなで楽しみましょ
う ! 私たちはもう来年の協賛してくれる方たちの
募集を始めています。
もっともっとみんなで連携
していきましょう !

全てお任せプラン

・二次会用ドレス

する
この季節

飲食店出店の方たちに協力してもらってそれ
ぞれに
「450 円メニュー」
を提供してもらい、
スタ
ンプラリー形式でスタンプ集めたら記念品を
プレゼントする企画がありますよ !

H30年度（2018）の方もお待ちしています

ても荷物が受け取れるね

じめじめ

三原城築城 450 年ですね。

H31年度 成人式振袖レンタル受付中

これがあれば外出して

言う間に乾いちゃうね！

増えたり、今回は何をお手伝いしましょうか、
ポス
ター貼りますよとか、そういう方もすごく増えて
いて、本当にありがたいです。

〈2019〉

・カクテルドレス

プラン料金には、衣裳、美容、着付けが含まれます。
婚礼衣裳専門店だからご用意出来るこだわりの一着を
写真館で撮影します。
※和装やカクテルドレスに対応したプランもございます。

ベルフィーユ

回を重ねるごとに認知度も上がってきたかなと
感じていますが、それ以上に思うのは、いろんな
人たちの協力がすごいこと。
これやりたいんです
けど、出たいんですけど、
って言ってくれる方が

・ウエディングドレス

1 ポーズ 65,000 円（税別）〜

三原市宮浦 6-20-22
0848-60-1515
10:00〜18:00
水曜日

手ごたえはいかがですか。

取り扱い商品

こだわりドレス & タキシードで写真館撮影

貸衣装

来た人たちに
「あ、
三原ってこういうお店があった
んだな、
こういう人たちがいるんだな」
っていうの
を知ってもらうことで三原の魅力が発信されて、
三原に来てくれる人が増えて欲しい、
お店が賑わ
ってほしい、
っていう思いもありますので。
ステージでは、第 1 回から開催している
「ゆか
たコンテスト」があります。他にはキッズダンス、
地元のバンド、県立大学の学生さんたちのダンス
や吹奏楽など、
さまざまな活動をされている方の
披露の場にもなっています。今年も色んな人たち
が登場してくれます。
遊びは、飲食以外の出展で、
ゲーム系のものや
フリーマーケットなどですね。
ほかのお祭りやイベ
ントも積極的にPRして頂くようお願いしています。

乾燥機の威力であっと

みなさまのおかげをもちまして、
メガネサロンくまのは創業
30年を迎えることができました。6月から「創業30年感謝
セール」をおこなっております。みなさまどうぞこの機会に
お寄りください。

三原駅

広島銀行

HOTEL
TODAI

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

R185

中学1~２年・90分・週２回が月謝16,200円など、個別指導
でもリーズナブル。1 週間の無料体験も用意されています。お
申込み、お問い合わせはお電話でどうぞ。ホームページにも
詳しい情報を掲載中です。
お気軽にお問い合わせくだだい。

いつも笑顔で指導される平田塾長。「やる気のある
子は、今学力が低くても必ず伸びます。そんな子ど
もたちにぜひ来てほしい」とのことでした

http://www.midoris.co.jp/juku
学習塾ペガサス 三原

パ
ソ
コ
ン
学
習
で

ファミリー
マート
宮浦
郵便局

ユニクロ
こぐま屋
すき家

au

R185( 旧 R2)

検索

学習塾ペガサス みどり宮浦教室
三原市宮浦 6-7-35
0848-62-1151
受付時間

火〜金曜日（祝日を除く）15:00 〜 20:00

