日和の

INTERVIEW

おしえて 先生 !!

お母さんお父さんが心と身体をリフレッシュして、
また楽しく子育てできる場所になりたい。
今回は三原を中心に市内外で親子ストレッチを

がらストレッチを行い、
お母さんやお父さんの心と

開催しているお〜ちゃるの岡本光枝さん、大木

身体をほぐすことが目的です。参加する親子が

なつよさんにお話を伺いました。

緊張してしまわないように手遊びや絵本を楽しみ
ながら徐々にストレッチを始め、スタッフが演

お〜ちゃるについて教えてください
私たちお〜ちゃるは、
日ごろの子育てで大変な
お母さんやお父さんたちに、
リラックスして楽し
い時間を過ごして欲しいと立ち上げたグループ
なんです。
子どもへの支援はだんだんと充実して
いっていますが、
保護者自身への支援は少ないな
って思っていたんです。
そこで、
私たちが子育てを
している時にこんなのがあったら良かったと思う
ものを、
自分たちで作ろうというのが始まりです。
最初は親子で誰でも気軽にこられるスペース

お〜ちゃる
岡本 光枝さん

大木 なつよさん

シュして欲しいと考えて、
親子ストレッチを始めま
した。
親子ストレッチは、子どもと楽しくふれ合いな

工夫しています。その日の親子の様子を見て、絵
本をゆっくり読んだり、ストレッチの内容や時間
配分を変えています。
今では三原市内はもちろん、
市外からも声をか
けてもらえる事も増えて、行けるところへは行こ
うと、
あちこちへ伺っています。
子育てをしているお母さんやお父さんが悩ん
だり、余裕がなくなったりした時に、
ホッと一息つ
けて元気になれる、
私たちお〜ちゃるがそんな場
所になれたらと思っています。
メンバー同士で話し合いながらもっといい方法
はないかなと、試行錯誤しながら 8 年続けてきま
した。

今後、
目指していることはありますか？
まずは、今の活動をもっとより良いものにして
いきたいです。表情の固かったお母さんが、親子
ストレッチを通して元気に笑顔になってくれると
本当に嬉しくて、そんな笑顔を増やしていきたい
です。
それと、
これはまだ夢なんですが、今は未就学
のお子さんの親子を対象にしていますが、小学
生の親子や、
中学生の親子など、
親の悩みって成
長の度にあると思います。その時、それぞれの家
族の保護者支援が出来たらいいなと思っていま
す。
これから先、
参加してくれた子どもが成長して

?

最近、
私もファンだった元プロ野球選手も上行結腸癌で亡くなられたのを
みなさんもニュースでご存知だと思いますが、
大腸癌
（だいちょうがん）
は、

検査を受ける前日
（朝・昼・夜）
は食事制限をしていただき、検査当日は
飲んでいただきます。
服用開始後、
1 時間ほどで便意があります。
（個人差は
ありますが排便回数は 10 回ぐらい）便カスが無くなり、薄い黄色や透明な
水便に変わってきたら検査可能になります。専用パンツ
（下記写真）
に履き
替えていただき、
検査中は鎮静剤を使用する為、
痛みもほとんど感じません。
大腸癌は早期発見で完治出来る病気ですので、気になる方はお気軽に

※

生活習慣病の診察も含めて、今度本紙記者も相談に行きます。金行先生 !
お話ありがとうございました。

1 位、
男性では 3 位を占め、
2015 年には男性でも 2 位に上昇すると予想
されているらしいです。早期の段階では自覚症状はありませんが、多い

●胃カメラ・大腸カメラ検査 ●糖尿病治療

症状としては、
血便、
下血、
下痢と便秘の繰り返し、
便が細い、
便が残る感じ、

●下肢静脈瘤治療 ●循環器治療●訪問診療 往診

おなかが張る、腹痛、貧血、原因不明の体重減少などがあります。中でも
出現の頻度が高い血便については、
痔
（じ）
などの良性疾患でも同じような

みはらえきまえクリニック

症状が起こるため、大腸がんの早期発見のためには早めに消化器内科、
胃腸科内科、肛門科の消化器外科などを受診することが大切ですね。

検査用パンツ

※がん統計白書。国立がん研究センター HP 参照

腸管洗浄剤

お〜ちゃるの予定表は三原市児童館に置いています。
三原市児童館

国際
ホテル

上行結腸

下行結腸

三原市城町一丁目１８番１号
盲腸

カメラ挿入部位のみ穴が開いている為、
恥ずかしくありませんよ。

大腸内視鏡

大腸の略図

オススメ！

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

そのまま食べるのも良いけれど

ほど、よろしくお願い致します。

少し冷やして食べると夏にぴったり！

こだま

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

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。

スタッフ募集 !

おやつびより
生レモンの酸味がアクセントで

P

血管外科・胃腸内科

R185

S 状結腸

ちょこっと

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、

みはらえきまえクリニック

三原駅

横行結腸

検索

www.mihara-cl.jp

も楽しみなんです。

直腸

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、

『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。

ご相談ください。

大腸（盲腸、結腸、直腸）
に発生する癌腫で、
日本では女性の癌の死亡率の

親になり、親子で参加してくれたら…そんな未来

日和の

腸管洗浄剤（大腸内部をキレイにする薬）
と水を 2 時間から 3 時間かけ

鎮静剤を使用する為、検査後 1 時間休んでいただきます。

先生、大腸がんの患者さんは増えているのですか？

えて

検査の流れについて簡単に説明しましょう。

マリンロード

からスタートし、そこから、もっと楽しくリフレッ

奏するピアノのメロディで楽しく集中できるように

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、大腸がん検診の重要性をみ
はらえきまえクリニックの胃腸内科担当医 金行祥造先生におうかがいし
ました。

おし

三原を愛する人たち

大腸内視鏡の検査方法は？痛くない？恥ずかしい？

生
先

未来へつなぐこの人

?

一緒に三原びよりを作りませんか？
ライター・広告作成・営業・企画
レモンケーキ

大学生・主婦の方・未経験者歓迎します !!

180 円（税込）

ゑびす家

三原市城町 1-8-2
TEL0848-62-5121

募集中 !

募集要項

年中無休

・取材をして文章を書くライターさん
・制作スタッフさん（イラストレーター・フォトショップが使える方）

要予約

・お客様と打合せをする営業さん

港町に

報紙を
三原の情
りましょ
一緒に作

新しいリノベーションの風が誕生しました

三原市港町 3-20-12 に部屋数も多く、事務所、店舗、
さまざまな用途に適した建物を
外壁塗装、室内全面リフォームして販売致します。詳細内容は自社ホームページに
掲載しております。お問い合わせ、見学の申し込みもお気軽にお電話ください。
駐車場 3 台

売住宅 3.580 万円

お品書き

■調理師・調理補助

三原駅
国際
ホテル

未経験者も歓迎です☆（経験者優遇）

■勤務時間

20 時〜翌 3 時（応相談）

850 円〜

■20 歳以上 ※未成年者・学生の方は不可

フグよりも甘みがあり、アンコウのようなゼラチン質
の皮もまた美味です。
そんな初 夏の味 覚が、登 喜 将から期間限定コース

D.I.J

三原市城町 1-11-1 プラザビル 2F
0848-38-1515
19:00 〜 3:00
月曜日

6/19（火）
〜 6/25（月）
（期間中は水曜も営業）
の

検索

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

三原駅

出汁にもおこぜを使用し、余すところなく「おこぜづ
くし」を味わって頂けます。そして値段も嬉しい特別

三原港桟橋

価格。

和食処
R185

紫外線は皮膚だけでなく、眼にも

登喜将本店

COACH

わけぎを使ったレシピコンテスト

なんでも蒸しパン「わ・け・ぎ」
料

作り方

わけぎ生・・・・・・・・・100ｇ
ホットケーキミックス ・・・・200ｇ

1.

わけぎは洗って水気を拭き取り、ざく切りにする。

2.

1 を A と一緒にブレンダー又はミキサーにかける。

==A==
牛乳・・・・大さじ 2（又はスキムミルク 3.6ｇ）
卵・・・・・2 個
砂糖・・・・40ｇ
サラダ油・・大さじ 2

3.

2 とホットケーキミックスを混ぜ、クッキングシートを敷いた型に流し、
竹串を刺してみて生地が付いてこなければ出来上がり。

5.

切り分ける。

線があたると、角膜が炎症を起こ
症状が出ることがあります。そこ
で活躍するのが UV カットのため

カーライフプラン
リピートプラン

カーライフプラン・エコ

カーライフプラン・エコ
リピートプラン

年2.6％

年2.4％

年2.4％

年2.3％

【ご融資利率 / 当金庫会員の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員の方】

【ご融資利率 / 当金庫会員以外の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員以外の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員以外の方】 【ご融資利率 / 当金庫会員以外の方】

ご融資限度額

サングラスを探してみてはいかがで
すか。

Calvin Klein

カーライフプラン

まのでは、レンズの色やデザイン、

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

検索

カーライフプラン・エコ
年3.6％

えています。あなたにピッタリの
Salvatore Ferragamo

三原日和

カーライフプラン

街のメガネの専門員メガネサロンく

のサングラス。

大きさなど様々なサングラスを揃

蒸気の上がった蒸し器で強火で 15 分位蒸す。
4.

影響を与えています。角膜に紫外
し、強い目の痛み、充血といった

道の駅「神明の里」
キッチン ルマーダでも食べられるよ !

三原市宮浦 6 丁目 30-1
0848-62-6677
info@miharabiyori.net
HP http://www.miharabiyori.net

新車・中古車、バイクや車検、借換にも ! あなたのカーライフをサポート !

ね。そこで気になるのは紫外線。

三原市城町 3-2-7
0848-62-7393
11:30〜13:30
17:00〜22:00
水曜日

有限会社 note

R185

日差しが強い季節にってきました

7日間、
お一人様なんと 3,800 円（税別）。

で登場します。刺身、唐揚げだけでなく、煮付や赤

食材
三原の

材

広島銀行

「瞳も紫外線から守りましょう」

Salvatore Ferragamo

最優秀賞

熊野
開発

宅地建物取引業
広島県知事（10）第 4831 号

この機会にぜひ、
ご賞味ください。

市営駐車場

■時給

Cocktail＆Diner

〜5,000 円の食事券が当たる

クジ付

フグに匹敵するとも言われる高級魚、「おこぜ」。身は

R185

三原

三原市城町 2-3-1
0848-63-4178

メガネサロンくまのはメガネの専門員

マリンロード

週１回でも OK☆ W ワークでも OK☆
主に週末（金・土）に出勤出来る方

熊野開発

事 前にご予 約 の 方のみ

マリンロード

■バーテンダー ・ バーテンダー見習い

URL: kumano.co.jp

付出し 3 点盛
おこぜ刺身
おこぜ唐揚
おこぜ煮付
おこぜ赤出汁
茶碗蒸し
ごはん
香の物
フルーツ

スタッフ募集 !!

熊野開発株式会社

エレベーター完備

三原駅

ご融資期間
その他

三原駅

HOTEL
TODAI

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局

R185

紳士服はるやま

年3.4％

年2.9％

1,000万円以内

※上記融資利率に保証料が含まれています

満20歳以上30歳未満の就職内定者は、200 万円以内

3ヵ月以上10 年以内

（元金返済据置期間は 6 ヵ月以内）
※就職内定者の場合、元金返済据置期間は
6 ヵ月以内または就職月の翌々月まで

当金庫ホームページから
仮審査申込が可能です

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

年2.8％

（平成30 年5月25日現在）

