INTERVIEW

日和の

おしえて 先生 !!

「真の主役はこのまちに暮らす人たち」
取り組むまちづくり活動に終わりはありません
今回は 1962 年に設立、
（一社）三原青会議
所第57代理事長予定者の田中亮介さんにイン
タビューさせていただきました。
三原青年会議所とは？理事長を受けるまでの経
緯は

市内の小学生に伝える青少年育成事業や、有識
者を招いたリーダーシップ養成セミナーなどを引
き続き開催していきたいと思っています。
もちろん
私たちと一緒に活動していただける仲間も募集
しています。興味のある方はぜひお問い合わせく
ださい。
まちづくりに必要なことは
まちづくりの主役は行政でもなければ、
私たちの
ようなまちづくり団体でありません。真の主役は
このまちに暮らす人たちです。
私たち青年会議所
は、
このまちに暮らす人一人一人がこのまちを好
きになり、
行動を起こせるようになることが出来る
お手伝いをしたいと思っています。
まちづくりには持続可能性が求められます。
すぐ
には成果が出ませんが、
根気よく続けていく必要が
あると考えています。
このまちで育った子ども達が
ここでずっと暮らしていきたい、
たとえ一度まちを
離れてもいつか戻ってきたいと思えるように、
これ
からも活動を続けていきたいと思います。

２０１８年の取り組みについて
三原市は２０１７年に三原城築城４５０年という
節目の年を迎えました。準備期間も含めて関連事
業が行われ、私たちもその活動に参画してまいり
ました。
この期間を経て、市民の皆様の意識や、
まちづくりへの機運が高まっていると感じていま
す。
築城４５０年の実施期間は今年までですが、
私
たちが取り組んでいるまちづくり活動に終わりは
ありません。
せっかく盛り上がった気運を萎ませな
いようにこれからも盛り上げていきたいですね。
また、
まちづくり活動以外にも、三原の魅力を、

まずは細小血管障害ですが、高血糖の状態が長い期間にわ

に細い血管が集中している場所に合併症が起こります。糖尿

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、
『糖尿病が進行すると』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。

?

病網膜症ですが、網膜内の血管に障害が起こり、視力の低下

や失明を招く病気や、糖尿病腎症になると、ろ過の役割をして

いる糸球体の毛細血管がそこなわれて、腎臓の機能が障害さ

れてしまいます、症状が進むと、機械で血液をろ過する人工透
析が必要にもなってきます。糖尿病神経障害は細い血管が障

害されて血流が悪くなると、神経細胞への血液の供給が途絶

先生、糖尿病が進行するとどのようなことが？

糖尿病になると、私たちの体はいったいどうなってしまうのでしょうか？

えてしまうため、
自律神経にも障害が起こります。その場合、発
汗異常、立ちくらみ、便通異常、膀胱障害、勃起障害などの症状

血糖値が高いままの生活を続けると、血管がもろく、ボロボロになってし

があらわれます。

ことで、適正な栄養の供給が途絶えて全身の臓器にさまざまな障害が起

じるしく低下します。
これらはいったん起きてしまうと、元に戻す

まういわゆる血管病になります。血管と神経が、血糖値の高い状態が続く
こってくるのです。
これが糖尿病の慢性合併症とよばれています。

?

日和の
えて

たって続くと、体の細い血管が障害されて血流が悪くなり、
とく

合併症は、糖尿病患者さんの生活の質（QOL）
と寿命はいち

（治る）
ことは大変困難です。だからこそ、糖尿病は早期発見と
早期治療が行えるか否かが運命のわかれ道ともいえます。糖尿

合併症ですか・・・

『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。

●糖尿病治療●胃カメラ・大腸カメラ検査

病は慢性疾患の1つであり、治療と自己管理が生涯必要な病

糖尿病の慢性合併症には、大きく分けると細い血管にみられる合併症

（細小血管障害）
と、太い血管にみられる合併症（大血管障害）の 2 つが
あります。慢性合併症のほかに、極度のインスリン作用不足によって急激

に起こる急性合併症もありますよ。

●下肢静脈瘤治療 ●循環器治療

気ですが、
これらをきちんと行えば、通常の生活をおくることが

できます。

みはらえきまえクリニック

三原駅

金行先生に次回は「続・糖尿病が進行するとどうなるの？
慢性合併症：大血管障害」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！
みはらえきまえクリニック

検索

www.mihara-cl.jp

血管外科・胃腸内科

マリンロード

一般社団法人三原青年会議所
第 57 代理事長予定者
田中 亮介さん

（一社）
三原青年会議所は「明るい豊かな社会」
の実現を目指すまちづくり団体として、
１９６２年７月
に設立し、今年創立５５周年を迎えました。青年会
議所は日本全国に６９７の地域に存在し、
それぞれ
が
「社会への奉仕」
「個人の修練」
「世界との友情」
という不変の三信条のもと、社会開発のための
公益事業や青少年の育成事業、地域のリーダー
育成のための活動を行っています。
市民の皆様に
は１９７６年の創刊以来続いている
「やっさもっさ
新聞」や、やっさ祭りの実行委員長を第１回から
輩出していることでおなじみかもしれませんね。
私は２０１３年に入会し、
今年で５年目になります。
２０１５年には
「三原ブランド確立委員会」
の委員長
として、築城４５０年関連の事業を企画し、その翌

年には第 41 回三原やっさ祭り実行委員会の事務
局長として祭りの運営のお手伝いをさせていた
だきました。色々と大変なこともありましたが、事
業を成し遂げた時の達成感は何事にも代えがた
いものがありますね。今年は専務理事として理事
長のサポートや会議などの設営役を務めており
ます。そして２０１８年度は第５７代理事長の職を
お預かりする予定です。

おし

三原を愛する人たち

生
先

未来へつなぐこの人

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

さかなや道場

国際
ホテル

P

こだま

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。

大人花嫁 注目の「和」スタイルをピックアップ！ ご両親様やゲストの方の着物、
ウエディングドレス、カクテルドレス、二次会用
ドレス、白打掛、色打掛、引き振袖、タキシード、
紋付、モーニング、留袖、訪問着、中振袖、子供
衣装、初着、祝着、卒業式袴、礼服、ゲストドレス、
ブラックフォーマル、
喪服など
貸衣装
眼鏡市場
大阪 宮浦郵便局
王将

ユニクロ

こぐま屋
すき家

R185

楢林式アロマ膝ケア実習講座 in 三原

HP http://bell-ﬁlle.com

膝の痛み
O脚・X脚の
悩みに！

1 「ご自身と家族のための膝ケア講座」〜膝プラス大腿〜
開催日：10月1 日（日）13:00 〜 16:00（12:40 受付開始）

参加費：8,000 円
（税込、
テキスト・100mLトリートメントオイル付き）
※再受講の方は、
6,000 円です。
お申し込みの際にお申し出ください。
★男性の方はペアでご参加ください。★ペアでのご参加は、14,000 円（2 名分）

2 「膝ケアセルフ講座」〜膝プラス大腿〜

施術前

開催日：10月２9 日（日）13:00 〜 16:00（12:40 受付開始）

割り座

が でき

に!
るよう

ウェルアロマ
ティーチングスクール
三原市中之町 4-6-11
0848-62-5507

福井 美喜子

冬物アイテム売ってください

20%UP!!」

県内外への衣装配送サービスを行っています

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。

「心と体」はつながっている
本来の健康な状態へと
戻してみませんか？

3,000 円

トータルバランスコース 90 分

8,500 円

ベーシックコース 60 分

セッションを受けられたかたのみ
タロットリーディング 20 分

5,500 円

500 円

※医療行為ではありません

キッズコー ナ ーもあって便 利ですよ

簡 単にセミナ ーなど開 催 出 来ます 。

あったかい珈琲でも飲みながら

みなさまの新しい出会いの場に山陽建 設の

くりあばらんす

三原市城町 3-3-11
090-6430-7751
9:00〜18:00
水曜・日曜

ま

要予約・駐車場 1 台有り
女性の方限定です

先日取材を兼ねて三原城跡北側にある桜山にのぼる。

る

駅前から三原が見渡せる山として気持ちのよい場所。
その山を以前も日和で紹介したが、NPO 法人うきしろ
桜山会の方々が一年中山林・登山道の整備を行い、三
されている。毎年会員さん、市民の資金で多くの桜の苗

め

の、いつの日か名前のごとく桜満開の山になるように願
われて植樹もされている。
その苗が数十本ズタズタに折られているのを見て関
係者に聞いてみたところ、去年、今年の植樹を二年続け

リバースを使って賢く衣替えしませんか？

メンズ レディス

バーバリーブラックレーベルダウンジャケット
ショット B-3 ムートンジャケット
NIKE HIGH OG “CHICAGO” スニーカー
慈雨 変形ウールコート
STUDIOUS レザーダブルライダースジャケット
ハマノ レザートートバッグ

￥10,000〜
￥8,000〜
￥25,000〜
￥5,000〜
￥10,000〜
￥3,000〜

が

て数十本無惨に折られているそうだ。被害届は出され
ているが、
このようなことをして何がおもしろいのか、
お
願いですからこんな記事を三原日和で掲載したくは

プレミアム
リバース三原店

三原市港町 1-8-33
0120-111-556

ありません。
もうイタズラしないでください。
いのししや獣の仕業でなく明らかに人的

電話：0848-62-2115（担当：田中まで）

0120-08-5060

原の観光資源、市民の憩いの場になることを願い活動

こんなに高く売れます！例えば・・・

呉

線

ジョイフル
東城分かれ
尾道→

山陽建設株式会社

臥龍橋

【開放時間：平日 9:00〜16:00（当社休業日を除く）】
詳しくはお問い合わせください

三原日和記者の嘆き

※一部対象外がございます

山陽本線・新幹線

展示 場や会 議 室を使ってみませんか？

いつも同じことで悩んでいたり、
なんかやる気がでないこと
ってありませんか？実は過去の疲れ、感情が深い凝りとなり、
今の疲れや思考を作っていることもあります。心と体はつなが
っているんですね。体は
「痛み」
や
「だるさ」
などの不調を通して、
メッセージを送ってきているのです。
体の声を聞きながら体と心を本来の健康な状態へと取り戻し
ていきませんか？

クイックコース 30 分

9 台まで駐 車 可 能なスペ ースもあり

ホワイトボ ード・ テ ーブ ルもあって

三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

三原駅

ね

HOTEL
TODAI

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局

R２

紳士服はるやま

交番

宮沖ポンプ

185

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。

入学金・授業料、下宿費用や借換にも ! お子さまの未来をサポート !

しんきん教育ローン

しんきん教育ローン

しんきん教育ローン リピートプラン

【ご融資利率 / 当金庫会員の方または当金庫で給与振込を受けられている方】

【ご融資利率 / 当金庫会員の方または当金庫で給与振込を受けられている方】

【ご融資利率 / 上記以外の方】

【ご融資利率 / 上記以外の方】

年 3.7%

ご融資限度額
メガネサロンくまの

三原税務署

jutaku-e@it-sanyo.co.jp

年 2.5%

良心
割引

「三原日和を見たと伝えると査定金額から

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。

※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。

流行の

※①、
②、
③同時にお申し込みの場合、20,000 円です。
持ち物：筆記用具、
フェイスタオル・バスタオル各１枚、
太腿上部まで出せる短パン、飲み物
講 師：一般社団法人日本アロマ膝ケア協会 インストラクター

施術後

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

※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。

・ゲストドレス

まるめがねが

開催日：11月２6日（日）13:00 〜 16:30（12:40 受付開始）

・留袖 ￥15,000（税別）〜
・モーニング ￥16,000（税別）〜

たくさん入荷していますよ

3 「膝ケアセルフ講座」〜下腿（膝から足先）〜

参加費：7,000 円
（税込、
テキスト・100mLトリートメントオイル付き）
★①、
②いずれかを受講された方

ベルフィーユ

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

女性の 60 代の 40％、
80 代ではなんと 80％が変形性膝関節症にかかっているという現実 !
この講座では、
アロマでなぜ“痛み”が変化するのかを分かりやすくお伝えします。

参加費：8,000 円
（税込、
テキスト・100mLトリートメントオイル付き）
※再受講の方は、
6,000 円です。
お申し込みの際にお申し出ください。
★どなたでも参加できます。

お洋服も豊富に取り揃えています。

取り扱い商品

結婚式で誰もが憧れるウエディングドレス
と並び、人気が上昇しているのが花嫁様なら
ではの
「和」
のお着物。
打 掛や本 振 袖はお色 直しや写 真 撮りで
取り入れると雰囲気を一新する演出のひと
つに。
ご両親様やゲストの方もとても喜ばれ
たという声を耳にします。
これから
「和」
スタイルの良さが際立つ紅葉
の季節です。四季の美しさを背景に思い出に
残るひと時をお過ごし下さいね。

1,000万円以内

年 2.25%
年 3.45%

※上記融資利率に保証料が含まれています

ご融資期間

その他

3ヵ月以上16年以内

当金庫ホームページから
仮審査申込が可能です

（元金返済据置期間は卒業予定月まで）

詳しくは、お近くのしまなみ信用金庫窓口
または渉外担当者へお問い合わせ下さい

