駅まで
徒歩 3 分！
！

宮浦で・・・リノベートする

徒歩でも、電車でも、マイカーでも生活しやすい、本郷駅前のオススメ新築住宅をご紹介♪
タカシンホーム

IKEA

brand

Duke Saraie

通勤や通学はもちろん、休日にも便利な、駅近物件。
でも、お庭や駐車場は広いほうが嬉しいですよね。
家を買うなら郊外か、駅近か…悩む方も多いのでは？

検索

そんな方にもお勧めなのが「本郷駅前の家」2 棟
です。駅前なのに敷地は広々、お車での生活も快適。

タカシン・ホーム

三原本社

事業所展開

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

建設業の許可

■
■

新倉オフィス
福山営業所
東広島営業所

広島県知事許可（特-26）第35519号

3

ポポロクラブ感謝企画

と き
ところ

三原市芸術文化
センターポポロ
リージョンプラザ

14:00〜15:30

動きやすい服装

開会

ミカタワークス

デューク更家さんによる生涯現役につながる
健康講座＆ウォーキング教室
閉会

〜16:30

広島県では、現役世代を含めた概ね55歳以上を「プラチナ世代」と
呼び、県民の皆さまがプラチナのようにいつまでも輝き続けられる
環境づくりを推進しています。

追加購入：800 円

一般：1,000円

主催：広島県プラチナ世代支援協議会・三原市
協力：社会福祉法人広島県社会福祉協議会

※チケット取扱 ポポロ、ポポロオンライン
※未就学児の入場はご遠慮ください

7

vol.73
TAKE FREE

3 月 24 日（土曜日） 13:00˜ 16:30
三原市立南小学校 体育館（3F)

13:00〜

ペア 5 組様プレゼント

【入場料】全席指定・税込
ポポロクラブ会員 ご招待（要：招待券）

6

必ず室内履きを持参してください

協賛：生協ひろしま

お問合せ先

8

広島県プラチナ世代支援協議会事務局 TEL:082-513-3198
三 原 市 総 務 企 画 部 経 営 企 画 課 TEL:0848-67-6270

すべての作品が、日本語字幕・音声ガイド付きで上映します。
より多くの方に鑑賞いただくために配慮した上映になっています。

9

「バリアフリー映画祭 in みはら」

3 名様プレゼント

3 月17 日（土）
１０:0０〜校庭に東風吹いて
１2:30〜ペコロスの母に会いにいく
※上映終了後に
16:00〜最強のふたり
原作者 岡野雄一さんの
三原リージョンプラザ 文化ホール
「トーク＆ミニライブ」あり
※フューレックカード使用できません
0848-64-7555

10
11
12

前売り券
大人各回共通1作品券1,000円

13
14
15

日本語吹替え版

三原市宮浦 3 丁目のエス・リッチ 1 の 1 区画をキッチンからサニタリーまでオール IKEA

販売場所
三原リージョンプラザ・ちゃんくす
フジグラン三原・ポポロ
うきしろロビー・みどり書店

ブランドでリノベーションしました。今すぐ生活ができる、家具、空調、設備まですべて揃って

販売場所 分け合っての使用可
三原リージョンプラザ・ちゃんくす

いろいろあなた次第です。
ご興味のある方、
ご要望をお聞かせください。
お電話ください。随時見学 OK です。

17

映画「北の桜守」※2 回上映です

18

3 月21 日（水・祝）①１０:3０ ②１4:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

19

3 名様
プレゼント

※フューレックカード使用できます
前売り券 1,100 円
一般 1,800 円
3 歳から高校生 1,000 円
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

20
21

前売り券設置場所 : リージョンプラザ、フジグラン三原、ポポロ、うきしろロビー

※当日チケット売り場は混雑が予想されます。
事前に前売り券を購入しての入場をおすすめします。

22
23

未来へつなぐこの人

現

地

エス・リッチ 1 1F 2DK

熊野開発株式会社
三原市城町 2-3-1
0848-63-4178

ました。

駅長に就任して 1年はどうでしたか？

広島銀行

宅地建物取引業
広島県知事（10) 第 4831 号

全室リニューアル済み、即入居可能

駅長になってみると、今までと同じ職場とは

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

思えないくらい初めてのことばかりで、周りに
助けてもらいながらの 1 年でした。
目の回る様な

R185

毎日で、新しい企画をとはなかなか及びませんで
したが、
そんな中でもレストランで提供する料理の
充実と接客のレベルアップには力を入れてきま

決算セール！ ３月 31 日まで

した。
その思いが通じたのか、
先日、
お客様に
「この
道の駅のファンなのよ」
と言っていただけたことが、
とても嬉しい出来事でした。

『三原日和4月号』発行日

24

プラチナフェア in 三原 2018

デューク更家さんによる生涯現役につながる
健康講座＆ウォーキング教室

25

プラチナ世代（概ね55 歳以上）の方と
お孫さん世代（幼児・小学生）も楽しめるイベントです

26

3 月24 日（土）１3:0０〜16:30
三原市立南小学校体育館
0848-67-6270（三原市総務企画部経営企画課）

27
28

ウォーキング教室を開催します。
動きやすい服装で、室内履きを持参してください。

29

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 山田姉妹 ソプラノ・デュオコンサート
バリアフリー映画祭 in みはら D 映画「北の桜守」

C
応募方法：E メール、ハガキ、封書にて 締切：2018 年3月4 日（日）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。

INTERVIEW

今回は大和町の道の駅よがんす白竜の駅長に
就任して 1 年をむかえる小松さんにお話を伺い

熊野
開発

三原駅

三原を愛する人たち

訪れた人たちが、大和町のファンになってもらえたら嬉しい。

います。通常の賃貸契約はもちろん、
ウィークリーやマンスリーでも利用可能。使い方は

3 枚綴り 2,400 円

16

31

プラチナフェア 2018 in 三原

−クラシックから青春の名曲までー
3 月11日
（日）
開演 15:00（14:30 開場）
三原市芸術文化センター ポポロ
0848-81-0886

5

3月号

動きやすい服装で必ず室内履きを用意

山田姉妹 ソプラノ・デュオコンサート

4

2018

B 棟 4LDK+WIC+ 床暖房 取引態様 : 仲介

日和カレンダー

3

14:00˜ 15:30

入場無料

新しいリノベーションの風が誕生

2

30

講演及びレッスン

Y
R
R

ON

LE

SA

道の駅 よがんす白竜 駅長
小松 三記さん

E
B
R

BU

バーバリーの新作・その他多数のブラ
ンド品がお求めやすい価格に !
メガネサロンくまのならではの決算特別
セールを開催しています。
新学期、新社会人に、
くまののメガネで
スタートしませんか !

卒業・

1

■

「生涯現役につながる健康講座＆ウォーキング教室」

備えた充実仕様で、ウォークインク
ローゼットなど 収納もたっぷり。
快適な駅近生活、始めてみませ
んか？ ご見学のお申込は各営業店
または、ホームページでどうぞ。

嵩心

▲

株式会社

デューク更家さんによる

高速道路や空港が比較的近い好立
地なうえ、パルディに薬局、銀行、
図書館まである、優れた生活利便
性がポイントです。
家は床暖房や樹脂複合サッシも

▲

▲ A 棟 4LDK+WIC+ 床暖房 取引態様 : 仲介

三原
日和

駅近生活、始めませんか？

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

三原駅

広島銀行

シーズン
学式
入 きれいなママ応援企画

びっくりすると思います。そんな、生まれ育った
地元で、
この仕事を通して新しくたくさんの大和
町の人たちに出会いました。そんな出会った方々
の中でも農家の皆さんにはいつもお世話になって
います。大和町は農作物など特産品が豊富で、そ
のひとつであるはと麦を使ったソフトクリームや
お茶などはよがんす白竜オリジナル商品にもなっ
ています。農家さんからは野菜についての知識
だけでなく、
料理のアイデアもいただいています。
レストランで使う野菜は地元産のもので、その
アイデアがメニューにも活かされています。
そんな農家さんの野菜への深い愛情と美味
しさを、
よがんす白竜へ来てくださったお客様へ
しっかりと伝えたいと思います。

大和町への想いを教えてください。

今後、
どんな道の駅を目指していきますか？

私はこの大和町の生まれで、高校卒業後は
県外に進学をし、就職をしましたが U ターンを
して帰ってきました。そして、
たまたま知り合いに

よがんす白竜では、前駅長の頃から「おどろ
き・よろこび・くつろぎ」
から
「感動」
を提供でき
る道の駅を目指しています。
これは、
こだわりの
料理や商品と雰囲気で驚きを、接客サービスや
おいしさで喜びを、そして心も体も満たされて

進められて就職した道の駅で、
思いがけず駅長を
しています。きっと、高校時代の自分が見たら

くつろいでいただき、
それらから心に伝わる
「感動」
を届けるという想いです。
こんな道の駅見たことない、
と思っていただ
けるように魅力をアップさせていきます。
レストランでは、
石窯で焼くピッツァやパスタ、
ド
ルチェなど、地元の旬の野菜や果物、ジビエな
どを使った新メニューの開発に、より力を入れ
ていきます。
また、物販コーナーではオリジナル
商品をはじめ、大和町を中心とした商品を揃えて
充実させていきます。他にも、ジャズライブの
開催や地元イベントの参加などいろいろなこと
にチャレンジをして、大和町の良さを目いっぱ
いアピールしていきたいです。4 月にある
「白竜
湖花火 in 大和」では毎年好評をいただいてい
る音楽イベントを企画しています。
大和町の観光の拠点としてよがんす白竜が目的
地となり、
大和町の魅力の認知度を高めて多くの人
に足を運んでいただくきっかけになれたら嬉しい
です。
そのことを目指して、
これからもスタッフ一丸
となって努力していきます。
是非、
大和町の魅力が
詰まったよがんす白竜に遊びに来てください。

手に負えない片付けは…

期間限定 4 月 15 日まで

まずは電話でお問合わせください。

寒い冬の間すっかり乾燥したお肌に
アンジェローズのスペシャルケアを。

0120-097-530

見積もり無料です！

三原店

フェイシャルフルコース
HOTEL
TODAI

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

R185

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。

毛穴・くすみ・美白・小顔でハリツヤ

（クレンジング→洗顔→ピーリング→酵素パック→人幹細胞導入→美白パック）

￥2,900

￥5,500→

（+1,000 円で首、デコルテケア付）

三原日和見た !!
で、期間中は何回でもこの値段です

三原小学校
お茶の
平野園
三原城跡

三原駅

Ange Rose

（アンジェローズ）

三原市本町2-4-1
0848-62-4435
10:00〜19:30
月曜

迅速パック
処分量

2 t車

〈約 4 ㎥積載〉

迅速で安全・格安な
2tトラックに載せ放題パック

不要品の回収で
Tポイントが貯まります！

2t コンテナ車 + 処分費用 + 作業スタッフ 2 名

一式

28,000 円〜（税抜）

ゴミの量に応じて各プランがあります

T

T-POIN

