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勢揃い

焼き上げショコラ

原料のチョコレートにこだわり、
数十種類の中からカカオを厳選。
ちょっと贅沢な焼き菓子です。

が

タカシンホーム

検索

三原
日和

お申込みの方全員にプレゼント！

洗面化粧台

※イメージ画像のため実際のものと一部異なります。

慶雲昌光

ユニットバス

新春史上最強！

抽選で３ 名 の 方 に
４ 点まとめてドドーン と プ レ ゼ ン ト ！

割引キャンペーンやってます！

今年こそマイホームの夢をスタートさせたい！そん
なご家族にぴったりの、
おトクなお知らせです。
「2018 年 夢・応援 新春キャンペーン」
として、
タカシン・ホームで新築・建替えをお考えの方３名
様に、国内一流メーカー製のシステムキッチン、
カップボード、
ユニットバス、
洗面化粧台の４点セット
が当たります！ この機会に素敵な家づくりを始め
てみませんか？ お問合せは、
ホームページまたは
タカシン・ホームまでお気軽にどうぞ。

カップボード

ワ

メガネサロンくまので

システムキッチン

！

ン

ダフルによく見える

タカシンの「2018 年 夢・応援

応募期間

1/9 (火) ~
新春キャンペーン」2/18(日)

メガネを選ぼう

一流メーカー水廻り設備を４点セットでドドーンとプレゼント！

2018

1月号

vol.71
TAKE FREE

※プレゼントの応募には申込金 3000 円が必要です。抽選もれの場合返金致します。

建設業の許可 広島県知事許可（特-26）第35519号 ※応募条件等の詳細はホームページ、タカシン・ホーム各営業店にてご確認下さい。
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日和カレンダー

三原市芸術文化
センターポポロ

三原駅

リージョンプラザ

広島銀行

何やってんの？

HOTEL
TODAI

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま
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R185

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

ミカタワークス
もりきん
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エンジョイコーラス教室

5

１月６・２０日（土）14:00〜15:30
三原リージョンプラザ娯楽音楽室
0848-64-7555
対象：20 代からシニアまで 定員：20 名
レッスン料：3,000 円 / 月
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ポポロでバッハを弾く

古澤 巌 サン・ロレンツォを弾く
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ペア 2 組様プレゼント

1 月14日
（日）
開演 15:00 開場 14:30
三原市芸術文化センター ポポロ ホール
0848-81-0886
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〒729-0324 三原市糸埼 4-21-1
mail：info＠shinmeinosato.jp

【入場料】全席指定・税込
一般：4,000円（ポポロクラブ会員：3,500 円）
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映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
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3 名様プレゼント

今回は極楽寺の副住職
を伺いました。

※フューレックカード使用できます
①一般 1,800 円（1,500 円）
②大学 1,500 円（1,300 円）
③3 歳から高校生 1,000 円（800 円） ( ) 内は割引券利用
障がい者手帳をお持ちの方 1,000 円 60 歳以上 １,1００円
夫婦５０割引き ２人で２,2００円 フューレックカード提示 1,300 円

17
18
19

(C)2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会
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割引券設置場所:リージョンプラザ、中央公民館、中央図書館、本郷生涯学習センター
大和文化センター、くい文化センター、ポポロ、うきしろロビー 他

2015年ショパンコンクール優勝者

チョ・ソンジン
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フォーライフレディオ FM みはらで
使う CD を寄贈して下さい！

ペア 2 組様プレゼント

ピアノ・リサイタル

1 月27 日
（土）
開演 15:00 開場 14:30
三原市芸術文化センター ポポロ ホール
0848-81-0886
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（レコード）

フォーライフレディオ FM みはらではラジオ番組で流す音楽 CD・レコードを集めています。
ロック、

【入場料】全席指定・税込
S：6,000円（ポポロクラブ会員：5,500 円）
A：4,500円 B：3,000円
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※会員価格での購入はお一人 4 枚まで
※未就学児の入場は不可
※車椅子でご来場されるお客様はポポロにお問い合わせください。
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フォーク、
歌謡曲、
ジャズ、
クラシック、
ワールドミュージック、民謡などジャンルは問いません。
「今、
聴い
ていない」
「ラジオ局で使ってくれ！」そんな音楽 CD・レコードがございましたら寄贈をお願いします。
C Harald Hoﬀmann/DG

ご提供いただいた CD・レコードは大切に保管して、番組で使用させていただきます。

『三原日和2月号』発行日
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特典 1

28
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1 行広告募集 !!「三原のみんな！こんなイベントがあるよ。」という方に、ぜひ使っていただきたいびより
カレンダー。内容・費用は、広告文 40 字程度と日時・場所・連絡先を掲載して 5,000 円（税別）です。
0848-62-6677 までご連絡下さい。HP からもお申込できます。

読者プレゼント

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !
A 「共仕販が見つけたお米

5kg」

B 古澤 巌 サン・ロレンツォを弾く

C チョ・ソンジン ピアノ・リサイタル D 映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
応募方法：E メール、ハガキ、封書にて 締切：2018 年1月8 日（月）必着
「①希望プレゼント名②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥今月の三原日和のご意見・ご感想」を記入のうえ、下記
メールアドレス及び住所にお送り下さい。件名に「読者プレゼント」と入力してください。
住所：723-0051 三原市宮浦 6-30-1 三原日和 宛
E メールアドレス：info@miharabiyori.net
※住所等の個人情報は、プレゼントを発送する目的に限り利用します。当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

三原を愛する人たち

KAZUYA HANATO

INTERVIEW

色々な方との御縁が私を成長させてくれる
お寺に少しでも足を運んでいただけるよう様々な企画で新しいスタイルを作ります。

1 月24 日（水）①１０:3０ ②１4:00 ③１8:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555
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31

photographer

未来へつなぐこの人

※会員価格での購入はお一人 4 枚まで
※未就学児の入場は不可

13

30

TEL：0848-63-8585
HP www.shinmeinosato.jp

持参：送付先

寄贈してくださった方には
フォーライフレディオオリジナル、
エコバッグとステッカーを
プレゼントします。※先着 200 名様。

特典 2
寄贈してくださった方の写真を
スタジオロビーに貼り出します。※希望者のみ。

URL:www.fm-mihara.jp
Email:info@fm-mihara.jp

もし、寄贈してもよい CD・レコードがあり
ましたら FM みはらのスタジオへ持ち込み
もしくは送付してください。
株式会社 FM みはら
三原市円一町 2-1-1（リージョンプラザ 1F）
0848-67-0874
9:00〜16:00（月〜金曜）※祝日は除く。
注意事項
●CD-R（RW）
などのコピー CD は、放送で使用できません。
●音飛びしている場合は、
メモを書き入れてください。
●CD・レコードを返却することはできません。
●同じ CD・レコードの寄贈があった場合は他の
コミュニティFM 局等にお譲りする場合があります。

三原日和は三原市内で 30,000 部発行。新聞折り込みの地域では毎月第4週末に折り込みにて、その他の地域は月末頃までに店舗設置やポスティングにて配布されています。広告掲載のお申込は、0848-62-6677 まで。

極楽寺

副住職

石井 覚道さん

石井 覚道さんにお話

現在、極楽寺で取り組んでいることは？

極楽寺にはダルマが沢山あるということを多く
の方に知っていただき一度足を運んでいただき
副住職になったきっかけは？
たいですね。先代住職が三原だるまの復興から
携わっていた時に東広島の青山昭美先生からの
僧侶を目指すと決意を固めたのは高校三年生
寄贈をいただき現在のだるま堂として建立しまし
の大学受験の時でした。僧侶と大学はあまり繋が
た。神明市は、だるま市としても有名で三原に沢
りがないように思うかもしれませんが、
現在はお寺
山のだるまを展示している場所があるのは良い
の住職になるためには、その宗派の大学に進学
ことではないでしょうか。
して授業単位を取ったのちに修行を行うスタイル
お寺は敷居が高く、仏事以外では入りにくいと
が多いです。
ちょうど受験の合格が決まった時に
いうイメージを払拭したく、三原観光協会さまと
祖母を病気で亡くし、
身をもって命の尊さを教えて 「琵琶の夕べ」
という演奏会を毎年開催させて
いただきました。人はいつか命が終わる時が来る
いただく他、各種イベントなども開催しています。
のだなと高校生ながらいろいろ感じたのがきっか
近年では、
納骨堂を建立しましたが、
お墓の形も
けになったと思います。僧侶になってからは、
自分
考え方も変わってきており、納骨檀の需要が高く
の小ささと無知を知る連続ですね。社会の厳しさ 「子供にお墓を見てもらえない」
「年をとってお墓
を知り、それでも、いろいろな人たちの御縁でど
の維持が難しい」
ということで管理が難しい檀家
うにか僧侶として務めさせていただいています。 さまから大変喜んでいただいております。お寺は
昔からあるものですが、
どんどん普通に生活して

いる人との距離が遠くなっている気がします。
少し
でもその距離を近いものに感じていただければと
模索しています。
新年を迎えて、ひとことお願いします。
年末年始は、
この無宗教無信仰と言われる人が
多い時代でもクリスマスを祝い、
除夜の鐘をつき、
初詣に行くというように、いろいろな宗教的な行
事があります。
自分は無宗教無信仰だと思ってい
る方でも知らず知らずに仏様や神様に何か頼る
ことがありますよね。人の心ほどうつろいやすい
ものはありません。新年元日は、日常と少しも変
わらない１日ですが、新年というだけで非日常を
体感させてくれます。
この年のはじまりにご先祖
さまのお墓に手を合わせ、我が身の命の尊さを感
じて大事なスタートを切りましょう。

成人式は衣裳専門店で！ H31 年（2019）成人式振袖レンタル

卒業式
袴も !!

あけましておめでとうございます。ベルフィーユは本年 4 日より通常通り営業を行います。
ご婚礼衣裳、成人式、卒業式の衣裳など、幅広いアイテムをご用意してお待ちしております。今年もよろしくお願いいたします。
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

ヘアーメイクこだわりプラン

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。

・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。）

今年の成人式が終わった後は、来年（31年）の成人式が本格始動 !
対象のお嬢様はお早めにお越し下さいね !！
Q.31年成人式は何年生まれが対象なの？
（2019）

A. 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

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

ベルフィーユ

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

HP http://bell-ﬁlle.com

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

Facebook 始めました

