未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

INTERVIEW
募集内容

元気な「ミハラビト」が増えるのが楽しみです。
三原市内でウオーキングを通じて健康に関す

メンバーは歩くことや体操が好きで、地域に

る活動をされている三原市運動普及リーダー会

貢献したいという有志が集まり、現在、最高年齢

の住廣正史さんにお話をうかがいました。

85 歳、
最低年齢 41 歳、
平均年齢 66 歳、
会員数

活動を始めるきっかけは？
自分自身がいつまでも健康でありたい、そして

普段の活動はどのようなことを？

時給

して、
お手伝いをさせてもらっています。

まって、
ウォーキングの見所・景観や集合場所・

巡る体力づくりにもなると思い始めたのもあり、

する事業」
と出会い運動普及リーダーの講習に

駐車場の有無等を検討し合ってコースづくりをし

昨年無事 108 カ所全て歩いてお参りできました。

参加しました。

て、参加者が安全に歩けるようコースの下見をし

ウオーキングを続けることで自然と体重も減っ

たりして、
ラジオ体操とウォーキングを組合わせて、

て、現在 71 歳なのですが体調は一番良いと

イベントの企画から運営までを実施しています。

思えるほどです。

約 3〜10km で設定して、誰でも参加できるよう

13:30 〜 17:30
週休 2 日

学んでいるボランティア団体です。
まずは家族や

にしています。

おこなっています。
運動普及の活動に興味のある

ていくことを目的としています。
ストレッチやウオ

にあたり、
「今度は大和町を歩こうか、海沿いを歩

方、ぜひ参加してみてください。募集要項は三原

ーキングフォーム、
クールダウンの指導等を行っ

くのも気持ち良さそうだね」
とか、
みんなで相談し

市のホームページ保健福祉課のサイトをご覧く

ています。

ている時も楽しいですね。
活動内容のポスターや

ださい。

三原の

企業が

ントの規模が拡大！さつき祭りがスケール

27th
SATSUKI
FESTIVAL

アップしています。人気の JR ミニ新幹線、
警察車輌の展示もお楽しみに！

5 26
月

日

・ 27 日

10:00〜17:00

日

働きやすい環境作りに力を入れてます。

0848-63-2626（担当：山下）

IKEA

三原駅西口

積み木大会

よう、感謝しよう、挑戦しよう〜」
をスローガンに掲

を 大 き く 推 進 し て い ま す。三 原 郷 心 会 は、三

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

12

建替、
リフォームなど家のことならお任せ下さい。

うと活動しております。

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

13

げました。総合建設業だからできる家づくり、新築、

原地域経済の活性化に向け力を合わせて行こ

【さつき祭り】広島県生まれのマツダ車も応援し

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。使い方はいろ

『マツダ CX-8』
を展示致します。是非ご覧下さい。

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。

ています。新型 3 列シートクロスオーバー SUV

三原郷心会

0120-08-5060

三原市皆実 4-8-1

0848-67-8300

お電話ください。随時見学 OK です。

全室リニューアル済み、即入居可能

プロ集団です。長年の経験と知識で安心・確実な

ョップです。ツーリング・サイクリングが最も楽

見積もり無料です！

三原店
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

三原市城町 2-3-1
0848-63-4178

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

宅地建物取引業
広島県知事（10）第 4831 号

R185

したいと考えております。梅雨や台風前に今一度

【さつき祭り】2 歳から乗れるランニングバイク『スト

【さつき祭り】
無料でできる型抜き・瓦にお絵描き
（表

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

屋根の点検をしてみませんか？

ライダー』
や KIDS バイクの試乗体験 ! 特設コーナー

6 月の
イベント

舞太鼓

き上がります。
当社まで取りにおいでください。

中野モータース

株式会社 渡部瓦三原販売所

三原市港町 1-2-10 0848-62-2688

地域の皆様に支えられて

20 周年

B

新栄友の会
入会キャンペーン開催中

人形供養祭

5 月19 日 土

特典そ

フォレストセレモ新栄 宮浦会館にて

の1

入会金 今だけ 半額

住所：三原市宮浦 3 丁目 12-3

通常 10,000 円

受 付：10:00〜12:00
供養式：12:30〜僧侶による読経
供養料：大小問わず 1 体 300 円
〜受付出来るもの〜
雛人形、五月人形など人形全般、ぬいぐるみ、
こけしなど
顔がついたもの。
お気軽にお電話でお問い合わせください。

※3 歳から入場できます。
※ペア・高校生以下のチケットはポポロ・ポポロオンラインのみ取り扱い。

5,000 円

カープキャンプ地
宮崎県日南市の芋焼酎
平成 30 年 5 月 31 日まで随時受付中

有限会社

0120-02-4441 新栄商事グループ

URL: forest-ceremo.com フォレストセレモ

葬儀無料相談会は随時受付けしております。

フォレストセレモ

検索

新栄

三原市本郷町船木1367-4

5月26日（土）①10:30 〜 ②13:30 〜
三原リージョンプラザ 文化ホール
084-923-6800（福山シネマモード）

3 名様
プレゼント

【料金】一般：￥1,800 大学生・専門学生：￥1,500
：￥1,100
３歳〜高校生：￥1,000 シニア (60 歳以上）
【三原日和読者様割引】
一般：￥1,800→￥1,500 大学生・専門学生：￥1,500→￥1,300
３歳〜高校生￥1,000→￥800※シニアは割引なし
割引条件：三原日和紙面を持参頂くか、「三原日和見たよ！」と
チケット売場で申告して頂くと適応させて頂きます。

『新栄商事グループ 人形供養祭・新栄友の会入会キャンペーン』
フォレストセレモ新栄 宮浦会館
0120-02-4441
5/19 10:00 〜 12:00

映画「空海 KU-KAI 美しき王妃の謎」

20

5月30日（水）①10:30 〜 ②13:30 〜
三原リージョンプラザ 文化ホール
084-923-6800（福山シネマモード）

21

3 名様
プレゼント

【料金】一般：￥1,800 大学生・専門学生：￥1,500
：￥1,100
３歳〜高校生：￥1,000 シニア (60 歳以上）
【三原日和読者様割引】
一般：￥1,800→￥1,500 大学生・専門学生：￥1,500→￥1,300
３歳〜高校生￥1,000→￥800※シニアは割引なし
割引条件：三原日和紙面を持参頂くか、「三原日和見たよ！」と
チケット売場で申告して頂くと適応させて頂きます。
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『三原日和6月号』発行日

27

第 27 回さつき祭り

28
29

E

の2
特典そ
入会者へもれなく
カープ焼酎プレゼント

「映画ドラえもん のび太の宝島」

26

D

三原市皆実 4-1-32 0848-62-2003

ペア 3 組様
プレゼント

【ポポロクラブ会員：2,500 円】

19

25

リージョンプラザ

ペア：5,000 円
高校生以下：1,000 円

15

18

三原市芸術文化
センターポポロ

【入場料】全席指定・税込
一般：3,000 円

14
16

あすか組コンサート

6月17日（日）
開演 15:00（14:30 開場）
三原市芸術文化センター ポポロホール
0848-81-0886

24

A

札・〇〇記念・手形足型… etc）
※約一か月後に焼

でレース体験あり。
この機会に触って遊んでね。

?

バイパス

コン・照明・１F カーテン付きで、
スムーズに入居できますよ。
魅力満載の中之町８丁目分譲地
ラスト１邸、どうぞお見逃しなく
！

FM みはら開局！ 87.4MHz

11

17

広島銀行

くまののめがねはどれでしょう？

施工をするとともに、お客様とのつながりを大切に

しい時期です。おでかけの前にメンテナンスもし
ていますので気軽にお立ち寄りください。

〈約4㎥積載〉

三原駅

三原日和記者もかけてる

型抜きもあるよ！

【PR】当社は創業 50 年の歴史を持つ屋根工事の

イクまで幅広く取り扱っている自転車・バイクシ

処分量

地

熊野開発株式会社

熊野
開発

現地

日和カレンダー

10

新しいリノベーションの風が誕生しました

育てる会」です。ＢＵＹひろしまキャンペーン

エス・リッチ 1 1F 2DK

0120-097-530

5

★

●
三原東高校

広島県知事許可（特-26）第35519号

5

【PR】郷心会は、「ふるさとを愛し郷土産業を

70 周年を迎えます。
「これからもまっすぐに〜伝え

現

まずは電話でお問合わせください。

ニチエ―
●

9

西側

手に負えない片付けは…

■

4

【PR】山陽建設株式会社は、2019 年 1 月で創業

三原市宮沖１-13-7

※台数に限りがありますので、できるだけ公共機関をご利用ください。駅からシャトルバス有り。

■

新倉オフィス
福山営業所
東広島営業所

8

山陽建設 株式会社

P 100 台の臨時無料駐車場をご用意しています

3

まで、大収納もしっかり完備。エア
中之町小学校
●

7

【PR】自転車メーカーの老舗ミヤタから KIDS バ

2 t車

brand

ポポロ

隆景広場

特徴。シューズクロークからウォークインクローゼット
検索

6

トルバス運行！！
無料シャ

迅速パック

1

宮浦で・・・リノベートする

参加費無料です！新築・リフォーム案内も見てね！

（三原市芸術センターポポロ・グランド周辺）

建設業の許可

お気軽にお問合せ下さい。

場所：三原さつき祭り会場内（ポポロ駐車場内を予定）

■

子育て世代に人気の「タカシン・ホーム中之町８
丁目分譲地」では、最後の区画に建売住宅を建築中！
人気のポイントは、環境の良さと利便性が両立した
立地。駅前エリア、イオン、三原バイパスも車で
10 分以内。それでいて、家の周辺は車の通行量が
少なく、公園まで約 100m と、子育て世代に嬉しい
住環境となっています。
現在建築中の最後の１邸は、開放的な吹抜けと
対面キッチンを中心に、家族の会話がはずむ間取りが

事業所展開

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

シフトの調整を行います！

サンサンデイサービスセンター

タカシンホーム

嵩心

三原本社

2

積み上げられた高さで、景品をゲットしよう !

会場：三原市宮浦公園

※イメージパース

タカシン・ホーム

！
大集合

【さつき祭り】君はどこまで積み上げられるかな？

9:00〜16:00

完成

！
見 学 可！

株式会社

小さなお子さんがいる方でも大丈夫！

三原市港町 1 丁目 6-6

ショールームができました！
来て・見て・触れて
ご相談ください

土

まもなく

※見学の際はご一報ください。

三原さつき祭り実行委員会
実行委員長 木下 貴弘さん

第 27 回三原さつき祭り

タカシン・ホームの人気分譲地が、ついに最後の 1 区画。ラストチャンスをお見逃しなく♪

現地のご見学申込は、各営業店までお気軽に！

毎週日曜日

第 27 回を迎える三原さつき祭り。
今年は、三原消防署の協力もあって、イベ

他応相談

楽しい雰囲気の職場です。

指導士の松本直子先生のもとで毎年育成講座を

実際に歩くときも楽しいのですが、
コースの選定

中之町８丁目分譲地、いよいよラスト1邸！

8:30 〜 12:30

休日希望も応相談

NPO 法人に日本健康運動指導士会 健康運動

身近な方、
さらに地域の方々に運動について伝え

アピールポイント

900 円〜 （応相談）

8:30 〜 17:30

リーダー会の活動は、定年後にお遍路さんを

ウオーキングの距離はそれぞれの体力に合わせ、

名称で、
健康づくりのために、
正しい運動の知識を

休 日

老人介護業務、送迎運転業務

て、
ストレッチや運動の指導をしています。
リーダ
ー会以外の他団体のイベントにも積極的に参加

ところ、
三原市の
「健康づくりボランティアを育成

時 間

介護のイメージ払拭します！
未経験者歓迎！

自主活動では、地域集会所やサロンに出向い

市内を７ブロックに区割し、各ブロック毎に集

正式には、
「三原市運動普及リーダー会」
という

港
町

あり、
皆さん生き生きと活動しています。

何か地域貢献できることはないかと思っていた

運動普及リーダー会とはどういう団体ですか

三原市運動普及リーダー会
住廣 正史さん

181 名で活動しています。

チラシを仲間で作っている時もまた違う楽しさが

給 与

C
春満開のメガネサロンくまのにはリーズナブルな価格の
カジュアルフレームからトップブランドのフレームまで
盛りだくさん！レンズも含めて特別割引奉仕中です！

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

HOTEL
TODAI

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

R185

30
31

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
C ドラえもん

5kg」 B 舞太鼓

のび太の宝島

あすか組コンサート

D 映画「空海」

応募方法：E メール、ハガキ、封書にて 締切：2018 年5月10 日（木）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。

