未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

ボランティアが特別なことなんて思っていない
いつもと同じ気持ちで音楽をやる、それだけですよ。
チャリティライブを開催している、実行委員の
甲斐さんと磯合さんに聞きました。
今年で 5 回目、続いてますね。
広島の土砂災害があったときは、当日テレビで
見てね、
こりゃもう身近だし、
なんとかせにゃいけ
んと、そういう思いになってから、広島2回、北関
東、熊本、今度の北九州で5回目です。音楽を通
じてボランティアをしたい仲間で作った、
m-pop.fes
グループでチャリティライブをやれることがうれ
しいですね。
毎年の活動の実感は。
備後地方でもチャリティライブが多くなってき
ていると思います。単純に寄付すれば良いのか
もしれないけれど、自分たちはチャリティライブ
サポートメンバーや舞台関係者さん達と呼吸が
合っているので、
このライブも途切れることなく
やれるんですね。
正直初回は業者さんたちもお金
を一切取られなかったんです。お願いだからと言
って、次回から実費は受け取ってもらっています

九州北部豪雨災害復興支援 CHARITY LIVE
m-POP.fes 実行委員会 事務局長

磯合

穂高さん

北九州豪雨災害復興支援 CHARITY LIVE
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三原リージョンプラザ文化ホール
前売 1.500 円 当日 2.000 円

INTERVIEW

が、
メンバーや実行委員たちは手弁当 !Ｔシャツ
とＣＤも作ったり して、
もう仲間が皆で盛り上げて
くれて、
とにかく自前のイベントなんですよ。

（三原リージョンプラザ他にてチケット販売中）

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。

ご成約
特 典

￥ 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。

・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
（式後から使用頂けるチケットです。
当店の衣装何にでもお使い頂けます。
）

成人式に参加できないから写真だけでも、
という方に

写真成人式 ￥ 50,000〜（税別）
貸衣装

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

「11 月 無料体験学習」

「新年度にむけた準備を始めませんか？」

11月無料体験学習の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
力に合わせた教材を
学習します。

「できた ! 」の積み重ね
で自信をつけます。

約 2 年ぶりにお店の前がスッキリしましたよ！
ステキなマンションが建ちました。メガネサロ
ンくまのでも好評の丸メガネから色んなタイプ
のフレームをご用意しています。秋の視力チェッ

検索

にも遠慮なくおこしください。

自分から学習する意欲、
習慣につながります。

感謝の気持ちを込めて

全商品割引中です

「11 月無料体験学習」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。

九州北部豪雨災害復興支援 CHARITY LIVE
m-POP.fes 実行委員会 実行委員長

甲斐 靖さん

）

ヘアーメイクこだわりプラン

成人式振袖（フルセット）

算数・数学
英語 , 国語

新しい年度が始まるまで半年を切り、そろそろ進級・
進学を見据えた準備をお考えになっている頃ではないで
しょうか。気候も良くなって、新しいことを始めるには良い
タイミングです。
上記の期間中、2週間で4回、無料で学習を体験できる
機会をぜひご利用ください。

チャリティライブを開催して感じていることは。
僕たちが音楽を始めたころは「音楽イコール
不良」
と言われた時代ですから
（笑）
アウトローっ
ぽく思われるかもしれませんが、音楽好きなみん
なが集まって「なにかできることは？自分たちに
できることは？」がこのライブの中に意味がある
んじゃないかと思ってます。ただ人助けって当た
り前にすることだから、
自分たちがライブで歌い、
チケット代を寄付をする。それが特別なこととし
てやっていませんから、m-pop.fes のスタッフさ
んたちも当たり前にライブの手伝いをして、寄付
をする。
ボランティアって全く特別なことじゃない
から。でも募金をお願いするだけじゃなくて演奏
して、
みなさんに伝えるのは僕たちだからですか
ね。三原にもいっぱい音楽をやってる仲間も増え
て来ていたりして。だからもっともっと普段着で

くもん、いくもん♪

11月16日（木）〜11月30 日（木）

音楽やって、それがどこかで誰かの役に立ってい
ればまた良いなと思うし、
とにかく音楽をずっと
やり続けて行くことが大切だからね。

1 年成人式振袖レンタル
成 人 式 は 衣 裳 専 門 店 で ！ H2 031 8 0 年 ・（H2 03
19）
（

ただいま
受付中 !!

受付期間 11 月1日
（水）
〜11 月 30 日
（木）

ご予約
承り中

HP http://bell-ﬁlle.com
Facebook 始めました

くりーむパンの八天堂が開発

ユニクロ

こぐま屋

R185

パートさん
ドレス・着物に興味のある方
募集しています 一緒に働きませんか

若い方からシニアの方まで、読んで楽しく、暮らしに役立つ紙面を作りたい。企業広告だけでなく、

ソース味も良いけど、たまには “塩マヨ” は

頑張っている人、まちのイベント等にもスポットをあてていきたい。そして、三原をもっと明るく、

いかがでしょうか。ふわっとろって感じで

住みやすく、連帯感のあるまちにしたい。そんな思いで発行している情報紙です。どうぞご支援の

美味いんだなぁ。おやつにも、ビールのつ

ほど、よろしくお願い致します。

まみにも最高だよ！

からなのかな？酵母って良いって言うよね」
と
言われた時、“ハッ！”と思ったのです。酵母の

「パン職人の手が美しいのはなぜだろう―。
」

とても多く、みなさんに愛用されていることが

堂は、
パン作りで用いる
『酵母』
に含まれる

うさぎの島で大人気

分かりました。私たち八天堂も酵母を大切に

豊富な栄養が肌を健やかにすることに着

大久野島コース

しているところから、
研究をさせてもらいました。

目し、
スキンケア商品の開発を行ってきま

特徴は、八天堂くりーむパン特有のとろっと

した。

した
「クリーム」感と、
さらにクリームの中に瀬戸

約 1000 羽の野生うさぎに出会える島へ。世界
中から観光客が集まる人気のスポットです。

内のレモンエキスを入れて“香り”とレモンに含
まれる美容成分で“広島みはら”という地域性

瀬戸田レモンと酵母のチカラで
引き出す美しさ

お一人様

を出しました。

7,000円

※昼食を含まない場合は 5,000 円

どこで購入できるのですか？

Cobo H は、澄み渡る青空の下、太陽の恵

（いずれも保険料込）

自然で体に嬉しいものだけを。 粧品に関しては「通販」「お取寄せ」のネットと
八天堂は全国に出店していますが、
この化

みをいっぱいに浴びて育った広島県の瀬
戸田レモンや、
ビタミンやアミノ酸を豊富

フォトジェニックなレトロな街並み

大崎下島 御手洗コース

お電話での販売になります。
まずは全国の八

に含んだ酵母エキスなど自然由来の成分

天 堂 会 員 様 から案 内を始めます。C o b o H

をシンプルな製法でギュッと閉じ込めて肌

「コーボアッシュ」の EC サイトから、お得な定

に届け、肌本来の美しさを引き出すナチュ

思わず写真を撮りたくなる、歴史的な街並みが
残る御手洗（みたらい）地区を気ままに散策。
カフェでのんびり過ごすのもおすすめです。

期購入でのお求めもできますので、参考にして

ラルスキンケアブランドです。

お好み焼き・たこ焼き・鉄板焼き

昼食は瀬戸内の魅力がぎゅっとつまった海鮮丼をご
堪能下さい。
※昼食を含まないコースもございます

力を調べたら、酵母菌から生まれた化粧品は

自社で長年パン作りを手掛けてきた八天

なにわ伝

瀬戸内の島々の中でも特に人気のある島に上陸しま
す。瀬戸内ならではのゆったりとした時間をお過ご
しください。

か？」
と聞くと
「うーん、ずっとパンをこねてきた

です。

5 個入 250 円、10 個入 480 円

瀬戸内海の島々を巡る
贅沢なクルージングツアー

がいつも綺麗で「社長、何か塗っているのです

堂」
と
「広島県」
の頭文字から名付けたもの

なにわ伝のたこ焼き塩マヨネーズ味

三原市宮浦 3-34-24 TEL0848-63-4870 水曜日定休

この化粧品開発の経緯は、弊社社長の手肌

「酵母」
と
「工房」から“H（アッシュ）”は
「八天

紳士服はるやま

R185

オススメ！

どうして化粧品開発？

Cobo H というブランド名の“Cobo”は、
パン

三原 イオン三原
郵便局

おやつびより

眼鏡市場

すき家

HOTEL
TODAI

ちょこっと

+ 写真（1 ポーズ）

大阪 宮浦郵便局
王将

広島銀行

くもんオリジナル絵本と CD で、親子の楽しいことばのやりとりを。教室で先生とのコミュニケーション
タイムも。今なら 2 週間無料でお試しいただけます。 会費 /1 ヵ月 2,160 円（税込）※教材費含む・入会金不要

+ ヘアーメイク着付け

ベルフィーユ

三原駅

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

０歳〜２歳台の
お子さまとお母さま

成人式振袖（フルセット）

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

メガネサロンくまの

いただきたいです。

お一人様

8,000円

※昼食を含まない場合は 6,000 円

（いずれも保険料込）

定員

お問い合わせ

催行最少人数 8 名

貸切等ご相談に応じます。

ご注文はこちらから

http://coboash.com

12 名

くりーむウォッシュ
株式会社八天堂

住所

とろリッチローション

広島県三原市宮浦 3−31−7

リッチスキンくりーむ
電話番号

0120-810-555

株式会社 八天堂
EC 事業部 / コスメ事業部

〒723-0014
平田苑香

広島県三原市城町 1-5-6 S ビル 2F

TEL

0848-64-8002
090-3745-7770

