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「西日本豪雨災害復興支援事業がいろんなところで行われています。」
　快晴の東京、青山スパイラルホールにて、3月 9日に西日本豪雨被害地域の需要拡大策として経済産業省
HASHIWATASHI プロジェクトが実施する「がんばろう広島酒蔵の会」で、三原市の紹介ブースのお手伝い
を少しばかりさせていただきました。
　当日は30を超える酒蔵、多くのスタッフ、300名の来場者が試飲に訪れ、会場は熱気ムンムン！
イベントが始まるとそれぞれの日本酒に合う料理を提供するペアリングって方式でみんな楽しそう。ここで
三原ブースも来場者の方々に観光パンフレットや試食を提供し、なかなかの好評価でした。
　少しばかりのお手伝いでしたが三原市って我々の知らないところでも頑張ってるのね！

三原ブース（やっさだるマン好評！）パンフや試食を会話をしながら配布 盛り上がりハンパない会場

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。

応募方法：Eメール、ハガキ、封書にて　 締切：2019年 4月 9日（火）必着

読者プレゼント

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：biyori@miharabiyori.net

「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。

B
A 映画『ぼけますから、よろしくお願いします。』　　3名

三原日和から新生活おめでとうQUOカード　　2名 三原市宮浦6-20-22
0848-60-1515
10:00～18:00
水曜日

貸衣装 ベルフィーユ

R185
こぐま屋

ユニクロ

すき家

眼鏡市場

宮浦郵便局大阪
王将

Facebook始めました
http://bell-fille.comHP

この春ご結婚されるさわやかなおふ

たり。前撮りはもみじの美しい季節

にされました。上品で愛らしいウェ

ディングドレスと華やかな赤の色

打掛。花のように可愛い笑顔の新婦

様にとてもよくお似合いです。

どうぞ、末長くお幸せに。

そして、楽しく素敵なご家族のみなさ

まと、これからも仲良くお過ごしく

ださいね！

※レンタル期間は、ご希望に応じます。
※返却時はクリーニングに出して頂く必要はありません。
※県内外への衣裳配送サービスを行っています。

・留袖　￥15,000（税別）～
・モーニング　￥17,000（税別）～

・ゲストドレス　￥12,000（税別）～
※衣装に関する小物は一式お付けします。

※バッグ、アクセサリーをお付けすることができます。

取り扱い商品
ウェディングドレス、カクテルドレス、二次会用ドレス、白打掛、色打掛、引き振袖、タキシード紋付、モーニング、
留袖、訪問着、中振袖、子供衣装、初着、祝着、卒業式袴、礼服、ゲストドレスブラックフォーマル、喪服など

ご結婚おめでとうございます♪

ご両親様やゲストの方の着物、
　お洋服も豊富に取り揃えています。

★大好評の「ロケーションフォトウェディング」もご相談ください！

フォレストヒルズガーデン今春挙式
瀧谷・宗貞様

広島エアポートホテル

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

障がいも年齢も関係なく、誰もが気軽に立ち寄れる場所があるといいな。

山本奈美江さん

県立広島大学の学生で、コミュニティカフェを開催
された山本奈美江さんにお話をお伺いしました。

コミュニティカフェについて教えてください。

　コミュニティカフェは、誰でもいつでも気軽に立
ち寄れて、お茶をしたり食事をしたりしながら自由に
過ごすことができる場所です。呼び方はサロンや、
地域カフェ、まちの縁側などいろいろです。内容も、
高齢者から子どもまで地域のさまざまな住民が集まっ
て、おしゃべりをしたりイベントやワークショップを
行ったり、自由なものです。

なぜコミュニティカフェを開催しようと思ったので
すか。

　障がいも年齢も関係なく、誰もが気軽に立ち寄れ
る場所があるといいなと思ったからです。大学で
は作業療法について学んでいて、城町のはるの
んカフェさんで開催されている認知症カフェに行
く機会がありました。認知症カフェって聞くと、認

知症の方のみが集まるのではないか、認知症と周
囲に知られてしまうために行きにくい。といった意
見があることを知りました。それなら、もっと対象
を広げて、お孫さんなどと一緒に参加できるよう
になったらどうだろうと思ったのがきっかけです。
　地域の人が知り合う関係から支えあう関係になる
といいなと考えています。

コミュニティカフェを開催してみてどうでしたか。

　カフェをお借りして、「音なりカフェ」というコミュ
ニティカフェを開催しました。広報活動や企画を
考えるのは大変でしたが、地域の方が 8 名参加し
てくださり、大学の友人も参加してくれたため、
とても楽しかったです。はるのんカフェのロッシー
さんにギターを生演奏していただき、歌声喫茶の
ようにみんなで歌を歌う企画は、毎回盛り上がり
ました。第2回に行ったコーヒーの淹れ方講座では、
参加者の皆さんも私たちも興味津々でした。
　三原市生涯活躍の街づくり推進事業の一環として
試験的な開催でしたが、参加者の方からもいろいろ

なアイデアが出たので、今後も継続していってほし
いと思っています。また、今回の経験を通して、音
なりカフェで得られたことを卒業論文にまとめたいと
考えています。

将来の夢は。

　まだ漠然としているのですが、ゆくゆくは地域で
活躍する作業療法士になりたいと考えています。
作業療法士は、その人がその人らしく豊かに生活
できるようにお手伝いしていく職業だと思うので、
病院や施設だけでなく実際の生活の場で関わって
いきたいです。就労支援にも興味があり、障がい
者の方の就労の場となるカフェを開くことも夢の
ひとつです。4 年次で実習に行くので、その経験
から夢を定めていきたいと考えています。

　

三原市宮浦6-30-1
090-3634-6148
9:00～（要予約・不定休）

PISCES

PISCES代表　有木 千登勢

※お得なキッズ&ジュニアコース、メンズコースもあります。

全身をくまなくカバーしたい！　
全身脱毛
気になる部分だけ！部位別脱毛　
腕キレイ
お顔の産毛をなくして、ツルツルお肌に
顔脱毛
介護脱毛
VIO

MENU

ユニクロ

R185
すき家

丸亀製麺

三原
バイ
パス

至広島

￥25,000（1回）

￥9,000（1回）

￥4,000（1回）

￥5,000（1回）

お子様連れでもお気軽にお越しください。

ピスケス 完全予約制

　脱毛といえばワキや脚を一番に想像

しそうですが、今人気なのは顔脱毛。

鼻下やあごといった、お口まわりは

女性の気になる部分です。産毛を処理

することで、化粧ノリが良くなりお肌

のトーンが上がる嬉しい効果も！ぜひ

お試しください。

育児や介護でお家から離れられない、お友達と一緒に試
してみたいなど。お家へサロンがお伺いします！

出張
施術

※3名様から承ります。

脱毛の他、光フェイシャル、ジェルネイル、
セルフまつエク、耳つぼなど、　
「美しさ」に関することをトータル
でサポートいたします。

～夏までにキレイになりたい～

お顔の脱毛で
ワントーンアップのお肌に

お顔の脱毛で
ワントーンアップのお肌に

脚キレイ￥7,000

お得な6回コースもあります

水

★
現地

田野浦
小学校

●
フレスタ

ローソン
● ●

宗郷４丁目東の家、ただいま先行申込受付中！！

建設業の許可 広島県知事許可（特-26）第35519号

三原本社

株式会社　嵩 心

タカシン・ホーム

三原市和田3-3-1
0848-61-1020

■ 新倉オフィス
■ 福山営業所
■ 東広島営業所

事業所展開

スーパー、コンビニが近くて便利。家賃並みのお支払いで、最新設備のマイホームを♪

現地のご見学申込は、
各営業店までお気軽に！
※見学の際はご一報ください。

※イメージパース

検 索タカシンホーム

   便利な宗郷 4丁目に最新建売住宅が登場！  広い並
木通りに面した立地で、お車でのお出かけも快適。
スーパー、コンビニが近いうえ、徒歩圏内にたくさ
んの公園があり、お子様とのお散歩も楽しくなりそう！
   キッチン横の壁にはガラス窓を採用し、LD、玄関、
和室まで１F全体がキッチンから見渡せて、子育て
にも安心。フローリングはペット対応だから、ワンちゃ
ん猫ちゃんも快適に過ごせますよ。
   魅力いっぱいの「宗郷4丁目東の家」、ただいま
予約受付中。ぜひお早目にお問い合わせ下さい！

ただいま
 建築中！！

物件の
詳細情報は
こちら

映画『ぼけますから、よろしくお願いします。』102分
4月 29日 ( 月･祝 )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）

料金：
　一般￥1,800　シニア￥1,100　大学･専門学生￥1,500　
   3 歳～高校生￥1,000
　三原日和見たよor三原日和持参で
　一般￥1,500　大学･専門学生￥1,300　3歳～高校生￥800

ちょこっと
おやつびより
オススメ！
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広島県上蒲刈島の海人の藻塩を使った和風フロランタン。

軽い塩味の最中とアーモンドキャラメルの甘さが最高。

サクッと何枚でも食べれそう。4月末迄の限定販売！

「咲く咲くさくらえん」 162 円 / 枚

共楽堂 城町店

ゑびす家

道明寺粉のお米の食感が残るつぶつぶとした皮が特徴です。

塩漬けの桜の葉と共に口に入れると、爽やかな春の味が広

がります。4月末迄の限定販売！

「春の香り　さくら餅」 140 円 / 個

3名様
プレゼント

三原市城町 1-8-2 TEL-0848-62-5121

三原市城町 2-13-1 イオン三原店 1F   TEL-0848-62-4674

先生、最近有名人ががん公表をされていますね

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 !!』今回は定期検査、の重要性と題し
みはらえきまえクリニックの胃腸内科担当医 金行祥造先生にお話をうか
がうことにしました。

金行先生ありがとうございました。次回もお楽しみに！
検 索みはらえきまえクリニックwww.mihara-cl.jp

?

おしえて 先生 !!

みはらえきまえクリニック
血管外科・胃腸内科
三原市城町1-8-7
0848-63-5000
9:00～12:30 14:00～17:30
15:30~17:30 木曜のみ
日、祝、土曜午後（往診可）

R185

三原駅

さかなや道場

こだま
国際
ホテル

 
●糖尿病治療

●胃カメラ・大腸カメラ検査
●下肢静脈瘤治療 ●循環器治療

P

P お車でお越しの方は契約駐車場『三原内港東駐車場・スカラパーキング』をご利用下さい。

日和の

『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。

 お
し
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がんはわかりにくいのですか？?

　そうですね、80年代の人気アイドルで今も活躍されてる
女性も舌がんのステージ4で転移されていて、11時間にも及ぶ
大手術を受けられたり、来年のオリンピック水泳でメダル候補
の選手も白血病血液のがんであり、闘病生活に入られたりと
最近は世間に自ら公表される方が多くなってきましたね。

　がんは早期発見・早期治療が大切です。消化器系がんは
症状も部位によってさまざまで、例えば食道がんや胃がんなら
、食事での違和感が、がん発見のきっかけになることも。
大腸がんでは便秘や下痢、血便といった便通異常がおこるよ
うに。なかには「痔かもしれない」と放置する方もいますが、
多少の違和感を感じられるケースもあると思います。
　直接的に症状が出にくい、肝胆膵（肝臓・胆のう・膵臓）
系。とくに膵臓がんは、自覚症状も出にくく、体の奥まった
部分にあることから検診でも異常を見つけづらいため、早期
発見が難しい代表的ながんです。黄疸（おうだん）などの

自覚症状が現れた時点で、かなり進行しているケースが少な
くありません。

予防などの方法はありますか？?
　勤務先の健康診断や、三原市が実施するがん検診などを積
極的に活用しましょう。職場であれば、通常年に１回は実施
され、異常があれば精密検査を勧められますから、がんを見
つける糸口として有効です。自治体が実施するがん検診につ
いても、食道がんや胃がんなら、２年に１回内視鏡検査を受
けていれば、手遅れになることは少ないでしょう。大腸がん
なら毎年の便潜血検査と２～３年に１回の内視鏡検査も有効
です。十分に治療可能な状態でがんが発見できると思います。
　これは私の見解ですから目安のひとつと思ってください。
検査を受けられる年齢、生活習慣の違いによって同じ体調で
はありませんからね。いけないのは、こういった機会を逃し
て、わざわざ進行がんに育ててしまうこと。かなり大きなが
んが見つかる患者さんのなかには、何年も定期検診を受けて
いなかったという方もいらっしゃいます。
　自覚症状のない初期に定期検査で発見するのが、がんにな
っても治るための最大の秘訣なのです。我々民間の医療機関
でも検査出来ますから，予防策として医療の専門機関で違和
感無くても定期検診を受ける。違和感を感じたらすぐに専門
の医療機関へ。結果が良ければそれが一番ですから。検診は
悪いところを見つけるためでなく、自分の体調を知り、今後
の生活習慣に活かすものと考えましょう。

●訪問治療　往診

P

くまのメガネサロン
三原市城町2-3-6
0848-62-7773
10:00～19:00
木曜日

R185

三原駅

三原
郵便局

HOTEL
TODAI

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま

日祝～18:00


