未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

INTERVIEW

「今年は晴れるね」が合言葉のように、
参加してくれる方々との間でかわされることがうれしくなる
9月24日に第 6 回「みはらミュージックマーケ で盛り上げたいという気持ちに６年間なんら変わ 主なイベントの予定内容は？
ット」開催にむけて活動されている、実行委員会の りはないんだなと思います。大きなイベントは年に
１回だけど、毎日音楽でまちと関わることを考え
４つの音楽ステージを中心に開催します。三原
みなさんにお聞きしました。
続けています。そんな止まらない想いがあるから、 駅前市民広場の芝生エリアの中央にバンドステ
続けていられるんだって気づきました。
ージを１つ、西側と東側にアコースティックステ
6 回目を迎えられるのですね。
ージを２つ、アスファルトの東側にアコースティッ
今年はフィナーレで歌う曲をつくろうと思って 今年のイベントにかける特別な思いなどはありま クステージを１つ、合計４つの音楽ステージを設
営して 10:00~17:00 まで三原駅前を音楽で
準備しています。
まだ完成していないのですが すか？
溢れさせます！そしてハンドメイドやグルメの出店
（汗）。
昨年は雨のため途中中止となったんです。出演 も数多く参加してくれます！
イベントのテーマを「Come Together」に
決めたときから、曲のイメージができてきて。 者も観客もみんな最後までやろうと言ってくれた
でも、安易に
「ひとつになろうよ」
とは歌いたくな のですが、安全のこと等も考え中止の決断をしま
スタッフのみんなが無念の涙を流したことが
くて。このイベントは各地から出演者、出店者、 した。
ですから、今年は去年のやり残し
観 客 、スタッフが集まって来てくれることが、 忘れられません。
めちゃうれしくて、そのうれしさや、笑顔で１日 た思いを完結させるためにも、意気込みは貯金さ
いつにも増して実行委員会メンバー
過ごせる楽しさを言葉にしたいなと思っていま れていまして、
す。当日にはみんなでこの曲を歌って笑って終わ や出演者の方々もびっくりするくらい盛り上がっ
「今年は晴れるね」
が合言葉のよう
りたいですね。
６回目を終えられるなんて、
よくが ているんです。
に、参加してくれる方々との間でかわされること
んばったなーと。
これは日々の気持ちですが、
三原のまちを音楽 がうれしく思っています。

成人式は衣裳専門店で！
H30 年・H31 年成人式振袖レンタル
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）

ご両親様やゲストの方の着物、お洋服も豊富に取り揃えています。

ヘアーメイクこだわりプラン

・留袖 ￥15,000（税別）〜
・モーニング ￥16,000（税別）〜

成人式振袖（フルセット）

・ゲストドレス

￥30,000〜（税別）

￥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。

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。

※衣装に関する小物は一式お付けします。
￥12,000（税別）〜
※バッグ、アクセサリーをお付けすることができます。

※レンタル期間は、ご希望に応じます。
※返却時はクリーニングに出して頂く必要はありません。

取り扱い商品

ウエディングドレス、カクテルドレス、二次会用
ご成約特典
ドレス、白打掛、色打掛、引き振袖、タキシード、
・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） 紋付、
モーニング、留袖、訪問着、中振袖、子供
・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）
衣装、初着、祝着、卒業式袴、礼服、ゲストドレ
・10,000 円チケットプレゼント
ス、
ブラックフォーマル、喪服など
（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。）

久和田農園の秋の味覚。

ぶどうの販売が始まります！

遠方の挙式でも衣装の持ち運びを気にしな
いでいいのが、このサービスの良いところ !
3 万円以上（衣装料金総額）ご利用の方は、
当店で配送料金をご負担致します。お気軽
にお申し付け下さいね。

ベルフィーユ

三原市宮浦 6-20-22
0848-60-1515
10:00〜18:00
水曜日
Facebook 始めました

セミナー、ワークショップ、会議、ギャラリーなど多目的にご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください

電話：0848-62-2115（担当：田中まで）

線

ジョイフル
東城分かれ
尾道→

山陽建設株式会社

【開放時間：平日 9:00〜16:00（当社休業日を除く）】
jutaku-e@it-sanyo.co.jp

三原税務署

臥龍橋

宮沖ポンプ

交番

185

0120-08-5060

ホームページもご覧ください

Facebook もチェック！
「山陽建設住宅部」をご覧ください。

土

〜10.29

日

雨天決行

佐木島大野浦海岸 8:30 スタート

社員研修にもおすすめです。他では味わえない感動がいっぱいの
「さぎ 100」、ぜひ挑戦してみてください！

ユニクロ

R185

僚と…
同
、
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友達と、家 挑戦しよう！
に
１００ｋｍ

日程：10/28（土）〜 10/29（日）
7:00 三原港集合 8:30 スタート
定員まで

対象：中学生以上

１０名

あと

定員：80 人（先着順 ）

（８/２０現在）

参加費：1 万円（行きの船代、食事・飲み物、

食品館

主な処遇
正社員 235,000〜400,000 円（研修期間有り）
勤務時間：9:00~19:00（受付終了 18:45）
シフト制、4 週 6 休
賞与有り、社会保険、退職金共済加入等

呉

佐木島100km ウォーク
「さぎ 100」
は、風光明媚な佐木島を舞台に、30時間以内の100km歩行にチャレンジするイベントです。

カット専門店サンキューカットでは
スタッフを募集中です！

カット専門店のサンキューカットでは、
この度事業拡大
のためスタッフ
（スタイリスト）
を募集しています。
ブラ
ンクがある方でも安心して働けます。私たちと一緒に
働きませんか !

山陽本線・新幹線

他の参加者やスタッフとの交流はもちろん、佐木島の皆さんのあたたかい歓迎も大きな魅力。困難な目標に向かって仲間と共に頑張る経験は、

こぐま屋
すき家

ちょっとした 集まりにちょうど良 い 会 議 室

Panasonic リフォームクラブ展示場の一部を「無料レンタルスペース」として

H2９.10.28

眼鏡市場
大阪 宮浦郵便局
王将

広 々とした ナ チュラル テイストな展 示 場

第４回佐木島１００kmウォーク 参加者募集中！

県内外への衣装配送サービスを行っています

貸衣装

山陽建設の展示場や会議室をレンタルしませんか？

リタイア時の宿泊費、記念品、保険料など含む）

専門店街

第３回大会出発式

生活館

申込：ホームページ (http://sagi100km.jp) から
9/15（金）締切

フジグラン三原1階フロアマップ

島を廻るコースの風景は刻々と表情を
変え、癒やしや感動を与えてくれます

詳しくはホームページで
さぎ100

さぎ 100 実行委員会
三原市港町 3-4-8-2F
070-7561-7068

検索

今なら祝金 10 万円支給します！

サンキューカット

三原のお好み焼きって、おいしいなぁ

フジグラン三原店

ぶどうと梨の久和田農園では、8 月 19 日 ( 土 ) より直売所を開店しました！紅葉で有名な仏通
寺山の寒暖差のある気候に恵まれ、50 年の歴史を持つ三原の
「仏通寺ぶどう」
が今年も美味しく
味わえます。
こだわりぬいて栽培した、12 品種以上あるぶどうを直売所でもぎたての状態で
販売しています。
お好みのぶどうを選んで頂き、贈答用の発送も承ります。
また、
ご自宅用に量り売りも行ってい
ます。
赤い小粒のサニールージュから、定番のピオーネに、新品種の皮ごと食べれるシャインマス
カットまで、多種多様に揃えています！お好きなぶどうが見つかるかも？
お電話やインターネットで確認の上、ぜひ直売所までお越しください。

お問い合わせは

三原市円一町 1-1-7
0848-38-2340
9:00〜18:45
定休日無

ま
乗ったま
コーナー
クルマに
るキッズ
え
ら
も
て
カットし

場所は住宅街でわかりにくい。そしてお好み焼きの暖簾も掛かっていない（下記写真）
お店だが、タコ・イカ・のしイカ・豚肉・玉子 2 個・ソバ or うどんのスペシャルモダンが、

月曜日も営業しています。

なんと！ 600 円！タイ風チリ味スペシャルも 600 円！マスターこだわりの三原焼きは、
テングソースで美味しい、知る人ぞ知る店です。下ごしらえに 6 時間もかけるお好み焼き

絶景！2尺玉の雄大さに驚く！
築城 450 年事業リポート 4

は、枚数に限りがあるので、必ず電話して予約して行きましょう！ 9 月末からまた営業時
間が変わるので今のうちに食べたことの無い人は是非！どうぞ。

第 42 回やっさ祭りのフィナーレを飾る勇壮な花火
今年の花火を糸崎会場の対岸である須波駅付近の
海から眺めました。遠くはなれた打ち上げ花火は
綺麗でかわいらしさも感じたのですが、終盤の 2 尺
玉は驚きでした。

0848-66-1033

収穫案内 ■ぶどう 8 月中旬頃〜 10 月上旬頃
■梨
11 月上旬頃〜 12 月下旬頃

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

※天候により収穫時期に変動がございます

久井インターへ↑

山陽自動車道
高坂自然
休養村
50

久和田農園
仏通寺
国道2号線

久和田農園

くわだのうえん

三原市高坂町許山 329
0848-66-1033
0848-66-5133
9:00 〜 17:00
収穫時期無休
久和田農園

三原駅

30 秒以内で「ちがうメガネをかけているくまのさん」を見つ
けられた人は老眼まだ大丈夫！そうでない人はメガネサロンく
中国地方最大級の 2 尺玉

約 5,000 発の花火が次々に上がりました

まので老眼検査してもらってね！【難易度 4: ★★★★☆ 】

広島銀行

お好み焼きの店構えらしくないよね

お好み焼き

ファンシーフリー

HOTEL
TODAI

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

R185

ボリュームタップリの三原焼きスペシャルモダン
390 円のサンキュー焼きというモダン焼きもあるよ！

三原市明神町 3-24-1
0848-63-9235
11:00〜14:00
売り切れ次第終了
不定休

344

75

県立大学
三原キャンパス

定屋大橋

75

沼田川
ローソン
県営
明神
アパート

