“街中に賑わいを”って、どうしたらいい？
「自分たちの出来ることから始めようと決めました」
「行け〜！「
」頑張れ〜！」
とスゴい声援のとぶランニ

ミハライダーズカップのきっかけは？

ングバイクレース「ミハライダーズカップ」は2015年
から三原駅前広場で開催されています。
3年を迎え、
そのエントリーの数は大会ごとに増えています。
今回は大会を自ら企画・準備・運営をされてい
る
「駅前広場盛り上げ隊」代表

柳田 豊さんに今、

人気のランニングバイクの魅力と駅前の賑わいに
ついて伺ってみました。

私は三原駅前で自転車販売・修理などの仕事
をしていて、数年前から“駅前ににぎわいを”とい
う会合やワークショップに参加していました。参加
するごとにドンドン悩み始め、
自分たちでできるこ
とはないのか、
考えるばかりでなく行動しなければ
と思っていました。
その頃にペダルのない二輪車が
子どもたちのバランス感覚を養うのに良いと聞い

し真剣に挑みます。サポートする親御さんたち
は、応援する以外にコースの走り方を教えたり、
気合い入れたりしてこちらも真剣さながらです。
参加者は市外からもたくさん来られ、遠くは京
阪神、九州方面からもエントリーされてます。大
会スタッフやボランティアの方々で、三原を知っ
ていただくために三原のおいしいグルメを屋台
形式で販売しています。
レースを通じて三原を
紹介し、賑わいを作ろうと取り組んでいます。
ミ
ハライダーズカップの他にランニングバイク教
室やサイクリング大会を開催して二輪車でみな
さんと交流出来るように活動しています。
将来の三原をどう思いますか？

駅前広場盛り上げ隊

代表

柳田

豊さん

三原駅前広場で数々のドラマが繰り広げられる

成人式は衣裳専門店で ! 成人式振袖レンタル展示会
全てお任せプラン

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）

￥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。

Q. 今展示会は何年生まれが対象なの？

ヘアーメイクこだわりプラン

A.【平成30（2018）年の成人式に出席される方】

成人式振袖（フルセット）

平成9（1997）年4月2日〜
平成10（1998）年4月1日生まれ

￥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。

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。）

貸衣装

（現在高校を卒業されて2年目）の方
A.【平成31（2019）年の成人式に出席される方】

平成10（1998）年4月2日〜
平成11（1999）年4月1日生まれ

（現在高校を卒業されて1年目）の方

ベルフィーユ

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

眼鏡市場
大阪王将 宮浦郵便局

ユニクロ

こぐま屋

R185（旧R2）

すき家

ら
振 袖 を 決めるな 今！
お勧めするのは7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。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。
「まだ時
間はあるし、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。

おしえて 先生 !!

日常の何気ない疑問をその分野のスペシャリストに教えていただく
コーナー、『おしえて日和の先生 !!』今回は、『糖尿病』の初期段階の
特徴について、みはらえきまえクリニックの胃腸内科担当医 金行祥造
先生にお伺いしました。

?

先生、糖尿病の初期症状ってわかりますか？
※

今回は 2 型糖尿病について少しお話しましょう。2 型糖尿病（インス
リン非依存型）
は、
遺伝的要因や過食・運動不足などの乱れた生活習慣
など様々な要因が原因で発症します。発症初期の場合、生活習慣の改
善等で軽快することもありますが、悪化するにつれ内服や、
インスリン
自己注射の治療が必要となります。
しかし、日常から生活習慣に気を
つければ予防できうる病気です。
ですが、みなさんどうですか？食文化が飽和状態の今、
「いつでもど
こでも高カロリーで塩分の高いものが食べられ」
「
、たまのお休みは疲れ
た身体をくつろがせるのに運動などは特にせず」
「
、若い頃はこれくらい
の量は平気で食べられたから」
と無理をして、
なんて生活を送っていま
せんか？たしかにおいしい料理をおなかいっぱい食べたいですよね？
しかし年齢とともに膵臓の働きは衰えてきます。つまり血糖を分解する
インスリンの分泌が減ってくる、
この状態から高血糖になってくるわけ
ですよ。
このようにみなさんにも覚えがある生活習慣から静かに糖尿
病はあなたのもとに近づいてくるんですね。
※厚生労働省 HP 参照

三原にも銘水あり

「沼田本郷の天然水」はおいしいよ
〜日和記者が買ってみました〜
沼田川対岸から見えていたけど初めて行きました。
静かな場所で
気持ちがいいですね。100 円で 20L のタンクがいっぱいになり、

日常生活の中で、ほんの少しの自覚を持って健康管理に
気をつけるだけで、暴飲暴食をやめて臓器を休めてやる
だけでも体調は変化してきますよ。もちろんウォーキング
やストレッチ、体操なんかプラスしてされるとなおさら良い
ですよ。この状態までは医者はいりませんから、
ご自身で
出来る健康管理です。

?

受診の目安になる初期症状とは？

●のどの渇き●尿の量・回数が増えた（多尿・頻尿）●体
重が急激に減る ( 食べているのにやせる )●全身がだるく、
疲れやすい●目がかすむ
（視力障害）●手足のしびれ（手の
しびれ・足のしびれ）●手足の冷え
（手先の冷え・足先の
冷え）●尿の泡立ちがなかなか消えない●尿に糖が出る
（尿糖）など原因が不明確な病気とは思えない症状くらい
しか初期の段階ではわかりません。
しかし近くの専門医療
機関で検査されてご自身の「今」の状態を知っておくのは
大切なことです。
金行先生に次回は「糖尿病が進行するとどうなるの？」
についても教えていただきます。先生ありがとうござい
ました！
検索
みはらえきまえクリニック
www.mihara-cl.jp

三原生活
日和記者取材！

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！

山陽道

汲み入れた水を少し飲んでみると、山のやさしさのようなまろやか
な感じがして、
これが
「恵み」
なんだろうなと思いました。遥か昔から
この地で愛された銘水を今でも飲めることに感謝です。
この水を
使ったら、事務所で飲む珈琲がおいしくなること間違いないで
しょうね。お値段が超オトクなのもウレシイ。

高山城

新高山城

山陽新幹線
沼田川

●糖尿病治療●胃カメラ・大腸カメラ検査
●下肢静脈瘤治療 ●循環器治療

みはらえきまえクリニック

三原駅
さかなや道場

国際
ホテル

P

こだま

血管外科・胃腸内科

三原市城町 1-8-7
0848-63-5000
9:00〜12:30 14:00〜17:30
日、祝、土曜午後

R2

P お車でお越しの方は契約駐車場『三原駅前パーキング』をご利用下さい。

新車・中古車、バイクや車検、借換にも ! あなたのカーライフをサポート !

カーライフプラン

カーライフプラン・エコ
カーライフプラン

カーライフプラン
リピートプラン

カーライフプラン・エコ

カーライフプラン・エコ
リピートプラン

年2.6％

年2.4％

年2.4％

年2.3％

【ご融資利率 / 当金庫会員の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員の方】

東洋製罐

至東広島 R2

『三原の赤ひげ先生』金行先生は、話し易い雰囲気を作ってくれて、
気軽に相談できます。三原駅徒歩約１分ですのでぜひ気軽にお立ち
寄りいただければと思います。スタッフ一同お待ちしております。

マリンロード

これからの三原がどうなるのか分かりません
が、
三原は活気がある街だねって言ってもらい
した。駅前の広場で子どもたちが一生懸命駆け回
たいので、難しいことではなくて自分のできる
り、それを親御さんたちが応援している姿がイメ
ことをやり続け、いろんな方面の方と繋がって
ージできたのです。
いければ明るい未来の展望も見えてくると信じ
ています。
自分たちは行動で交流を深めようと
どのような大会なのでしょうか
決めて活動しています。
とにかく仲間と楽しく、
一生懸命やっていますので機会があれば観戦に
足で地面を蹴って進むランニングバイクで、広
場に作られた特設コースを走って、年齢ごとに分 来てください。
かれたクラスで競います。2 歳から小学 3 年生ま
10月15 日
（日） 9:00~16:30 三原駅前市民広場
でが参加でき、選手達はヘルメット、手袋等を装着 ミハライダーズカップ vol.6 開催
て、すぐランニングバイクの代理店に申し込みま

日和の

おし

INTERVIEW

三原を愛する人たち

至三原

ナビ検索は 三原市本郷南 7-19-11

お待たせしました！

『テングのつまみ』販売いたしますよ〜〜！

【ご融資利率 / 当金庫会員以外の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員以外の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員以外の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員以外の方】

年3.6％

ご融資限度額

第 42 回やっさ祭り JR 三原駅前グルメ横丁に出店！

ご融資期間

三原のお祭りでたま〜に見かける
「テングの

その他

つまみ」が 8 月11日
（金）
12 日
（土）
の二日間
やっさ祭りのグルメ横丁に出店します。
港町鳥徳さんで人気の神明鶏の胸肉とな

年3.4％

年2.9％

年2.8％

※上記融資利率に保証料が含まれています

1,000万円以内

（平成29 年 7月28 日現在）

満20歳以上30歳未満の就職内定者は、200 万円以内

3ヵ月以上10 年以内

（元金返済据置期間は 6 ヵ月以内）
※就職内定者の場合、元金返済据置期間は
6 ヵ月以内または就職月の翌々月まで

当金庫ホームページから
仮審査申込が可能です

詳しくは、お近くのしまなみ信用金庫窓口

んこつをミンチにしてつくねを作り、
カラッと

または渉外担当者へお問い合わせ下さい

揚げ、西町の中間醸造さんのテングウスター
ソースに揚げ立てをくぐらす、外はカリッと、
中はジューシーなつくねの串揚げにぴりっと
辛 めのウスターソースがとっても合って 、
ビールやサワーが進む進む ! 食材にこだわっ
た三原人による三原人のための三原の串揚
げです。
いつも食べていただいている皆さん、
お久しぶり ! まだ食べたことのない皆さん初

ブランドサングラスが揃っています

COACH
18,400~

めまして ! 今回も数量に限りがありますが
頑張って揚げますので是非食べに来てね !
学校法人 龍松学園

私立幼稚園昭和園

テングソースは最高のソースじゃね！
鳥徳の神明鶏もたいしたもんじゃ！

三原市東町2-8-18
0848-62-2963

日本会議広島 三原支部設立10 周年記念講演会

ケント・ギルバート氏、文化講演会

『お肌の日焼けと同じように眼もお疲れです』

5 名様プレゼント

いざ三原へ !! 〜外国人から見た真の「日本人論」〜
日

時

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

8/26（土）13:30〜15:30

集合場所

三原リージョンプラザ文化ホール

入 場 料

前売券が無くなった場合、チケットの販売は終了となり当日券は販売されません

1,000 円〈前売券・当日券〉

【チケット販売所】
（一社）三原観光協会（うきしろロビー内）
三原駅北口 お食事処つぼみ

TEL0848-67-5877
TEL090-9738-3272

お問い合わせ先 : 日本会議三原支部 TEL0848-63-3635

JR 三原駅新幹線高架下交番あたりが
グルメ横丁です。「テングのつまみ」の
ノボリを目印においでください！

三原駅

HOTEL
TODAI

広島銀行

瀬戸田のレモンを搾った
「しまなみレモンサワー」美味いで！

三原 イオン三原
郵便局

R２

紳士服はるやま

三原日和思い出 PHOTO

2017.JULY.22.SAT

西港町
「宮島さん」

生
先

未来へつなぐこの人

日和の
えて

