タ カ シ ン ・ホームのお客様インタビュー !

あたたかい雰囲気で話しやすく、
希望もたくさん実現しました！ 担当

桶本

ご要望に合わせての土地探しは
ぜひタカシンにお任せ下さい。
そして、ご要望通りのプラン提
案をさせて頂きます。まずはお
気軽にご相談下さい。

両親と一緒に住んでいたのですが、3 人目の子どもが生まれて

知って得する日和のお知らせ

Valuable information

「笑顔になっていただきたいから」

訪問美容

Sakura

さくら

080-1643-2985
8:00 ˜ 20:00

年中無休

認定福祉美容師がお宅や福祉施設まで訪問して理美容の施術をいたします！

夏

話がしやすくて、希望も通り、対応も早かったです。
もともと畑だったところに家を建てたので、はじめは「こんなと
ころに建つのかな」と思っていましたが、工事が進むとどんどん
広々とした宅地に変わっていって、びっくりしました。
完成した家は、収納や動線、広い軒下の駐輪場など、要望が
全てかなって、住み心地も大満足
タカシンホーム

嵩心

タカシン・ホーム

三原本社

1
2

9

■
■

7
9 月の
イベント

シンさんでいてくださいね !

「さっぱりしたよ！」この笑顔が大好きです

三原市芸術文化
センターポポロ
リージョンプラザ

14

平成30年6月30日（土）

亜矢子さん

フジグラン三原 北側駐車場（どんと奥）

お問合せ先

3 名様
プレゼント

未 就 園 児 対 象「 にこにこクラブ 」

日

園庭にビニールプールを出して、洗濯

チケットの
7/3（火）よりチケット販売予定
購入は…

遊び、
バケツで水運び、
シャワー等大好き

園の教育方針は、いたずらに早期教育に走ら
ず、普段の遊びの中からゆっくりと学び、豊か
な心を育てるというもの。そうした理念や教育
方針を含め、費用面、園内施設、幼稚園生活の
様子やお弁当のことなど、
雰囲気や特色をしっ
かり聞ける説明会が開催されます。
昭和園を検討中の方はもちろん、幼稚園選び
で迷っている方も行ってみられてはいかが？

な水遊びをたっぷり楽しみましょう。

場所 jam cafe ジャムカフェ

レトロ＆暮らしの雑貨のはたき売り会

パン ドゥ パンさんの
パンもくるよ！

jam カフェ

三原市城町 2-3-10
0848-64-0616
8:00〜19:00
水曜日・木曜日

＜必要なもの＞
着替え、履き替え用の靴、帽子（日よけの

学校法人 龍松学園

私立幼稚園昭和園

三原市東町2-8-18
0848-62-2963

赤十字病院

2 人もしくは 4 人でご参加ください

3,000 円

前売りチケット販売場所

うきしろロビー（三原駅構内）
・三原国際ホテル・
飲食組合三原支部・三原商工会議所

お問合せ先
☎ 0848-63-3678

飲食組合三原支部（営業時間：月・水・金曜日 12:00〜16:00）

卍

善教寺

東町郵便局

神明大橋

未来へつなぐこの人

『寺子屋風な夏のジャム小屋』jam cafe・ジャムカフェ 1 周年のありがとう祭
jam カフェ
0848-64-0616（jam カフェ）
7/21 10:00 〜 15:00

三原を愛する人たち

INTERVIEW

宇根山を通して地域を元気にしたい！
今回は三原市久井町にある宇根山を中心に
活動されている NPO 法人宇根山の宮元博明
さんにお話を伺いました。
第 9 回『浮城・歩ラリ〜はしご酒』
三原駅前市民広場【受付・抽選会場】
7/26 19:00 〜 20:30

『三原日和8月号』発行日

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。

数多くのブランドが特別価格にて販売

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !

読者プレゼント

A 「共仕販が見つけたお米

Calvin Klein NIKE Salvatore Ferragamo GUCCI

5kg」

B 上野耕平＆阪田知樹 デュオ・リサイタル

C 映画「祈りの幕が下りる時」

応募方法：E メール、ハガキ、封書にて 締切：2018 年7 月4 日（水）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。

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

HOTEL
TODAI

広島銀行

特定非営利活動法人
三原 イオン三原
郵便局

R185

紳士服はるやま

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。

事務局長

宇根山

宮元博明 さん

具体的にどんな活動をされているのですか？

達が自然豊かな環境で心を育むことのできる
場所になればと考えています。
その為にも今年も雑木の整備を進めていきま

私たち NPO 法人宇根山は三原市久井町にある
宇根山の周辺も含めて環境保全の活動をしてい
ます。宇根山は、備南で一番高く、眺めの素晴らし

すし、清掃活動を行います。
自然環境を改善して
いくことは時間と手間のかかる作業です。
それを、
多くの方々と協力し合い進めていければと考えて
います。私たちの活動はホームページでも公開
しています。先に述べたようなウォーキングイベ

当時の柴栗伝説というものも残っています。そし
て、生活にも重要な役割を果たしており、久井町
全体の生活水の源流地でもあります。
しかし、近年は森林の管理が行き届かず、雑木
がうっそうと茂り、
松くい虫などによる立ち枯れや

古道を７ｋｍと５ｋｍのコースに分かれてウォーキ
ングしました。
１５０名以上の方々が参加してくだ
さり大いに盛り上がりました。
今後もこうした清掃
活動と、楽しんでいただけるイベントを企画して
開催していきたいです。

ドアが楽しめる宇根山家族旅行村、国立記念
指定の岩海
（がんかい）
など楽しい施設やスポット
が沢山あります。是非、宇根山の自然と山頂から
の景色を楽しみにいらしてください。

い山です。天気がよければ瀬戸内海に四国山脈、
北側には大山と山々の景色をパノラマで見ること
ができます。
また、歴史的にも興味深い場所で、
山頂にある弘法大師立像は、その昔、弘法大師が
この場所で修行をしていたことから建立され、
その

29

に立ち上がりました。

宇根山と周辺の整備と清掃活動を年に数回に
分けてしています。昨年は、宇根山の山道を数キ
ロにわたり清掃作業を行いました。その際には、
たくさんの皆様に助けてもらいとても綺麗になり
ました。雑木の整備も段階的に進めていまして、

NPO法人宇根山について教えてください

28

31

おかしくじ 1 回 100 円
かきごおり
200 円より

三原駅前市民広場

24

30

あさ 10 時 〜 おひる 3 時

ひる 1:30 より約 20 分

7/26（木）19:00〜20:30

集合場所

『水遊び楽しいな！』

はしご酒

23

27

あさ 10:30 より約 20 分

スタート ゴール

時

第 5 回 7 月 28 日（土）10〜11 時

れるもの

19

ペア4 組様プレゼント

浮城・歩ラリ〜
ホームページも
ご覧ください

ため）、
タオル、
ビニール袋等必要と思わ

18

26

かとうチューターによる絵本の読みかたり

☎0848-29-7004

第9回

7/7 11:00 〜 22:00 7/8 11:00〜19:00
0848-29-7004（三原七夕ゆかた祭実行委員会）

17

25

平成 30 年 7 月 21 日 （土）

※各ワークショップは予約になります

幼稚園の
「思い」を
知ってください

午前10時〜

16

22

田中

（幼児の出席は不要・駐車場あり）
※平成31年度の入園資料を配布します。

15

21

Sakura

所

jam cafe・ジャムカフェ 1 周年のありがとう祭

ゆっくり 芽 を 出 せ 柿 の た ね 」

昭和園幼児教育説明会

【料金】一般：￥1,800 大学生・専門学生：￥1,500
：￥1,100
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
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。

13

場
訪問美容

1 人 800 円
・Je Pun（ジェプン）
「アロマバスボムづくり」
・Ragtime（ラグタイム）
「消しゴムはんこを使ってオリジナルマイバックを作ろう」

三原七夕ゆかた祭 テーマソング

7 月１1 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）

12

わくわくワークショップ （手づくり体験）

三原七夕ゆかた祭実行委員会（Smiling Space 内）

「しっかり 根 をはれ 柿 の た ね

映画「祈りの幕が下りる時」

11

￥1.100
￥3.800

ペア 3 組様プレゼント

※ペア券の取り扱いはポポロ、ポポロオンラインのみ。
※25 歳以下の取り扱いはポポロのみ。
※未就学児の入場は不可

『第 7 回 三原七夕ゆかた祭』
フジグラン三原 北側駐車場

しみな
おたの

時

7 / 7 （土）11:00〜22:00
7/ 8 （日）11:00〜19:00

￥2.700
￥3.800

カット（ブロー込）
シャンプー＆カット（ブロー込）
顔剃り
ベッド上カット（寝たきりでも大丈夫）

【入場料】全席指定・税込
一般：2,800円（ポポロクラブ会員：2,500円）
ペア：5,000円
25歳以下：1,000円

10

20

外の気持ちの良い景色を見ながらスッキリと

この他のメニューもあります。別途出張料金￥1.000 かかります。
お気軽に電話で問い合わせしてください。

9 月15 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

ミカタワークス
花戸和也

三原七夕ゆかた祭り
日

ペア 3 組様
プレゼント

vol.77
TAKE FREE

第7回

までもやさしい、あたたかいタカ

上野耕平＆阪田知樹
デュオ・リサイタル

7月号

三原七夕ゆかた祭

本当にお世話になりました。いつ

日和カレンダー

7
8

スタッフの方は皆さん親切で、

新倉オフィス
福山営業所
東広島営業所

施術料金

4
6

■

広島県知事許可（特-26）第35519号

3
5

で、毎日楽しそうに入っています。

事業所展開

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

建設業の許可

です。子ども達はお風呂が大好き

検索

2018

！
う
ぼ
を遊

狭く感じるようになり、新築を決意しました。 いくつか会社を訪問
しましたが、タカシンさんが一番あたたかく迎えてくれた印象で、

株式会社

の
ら
みは

三原
日和

K様邸

倒木など荒れた状況でした。
そこで、
この宇根山と
その周辺の整備を進め、
この素晴らしい自然を
未来へ残す為にこの NPO 法人宇根山が 1 年前

時間はかかりますが自然の機能を取り戻し、安全
な森林になるように取り組んでいます。
他には、
「久井の古道を歩くウォーキング大会」
を開催しました。
かつては西日本の三大牛市と言
われた
「久井の牛市」
にちなみ、
当時使われていた

宇根山がどのような場所になって欲しいですか？
宇根山が人々に安らぎを与え、そして、子ども

ントなど宇根山の自然を楽しく体験してもらえる
企画も考えていますので、
ご覧いただければ嬉し
いです。
これから夏にむけて自然を楽しむのに良い季節
です。宇根山の周辺には、宇根山展望台やアウト

NPO 法人宇根山ホームページ
http://uneyama.takakage.info/

