三原市宗郷 4 丁目

新 築建売 住 宅 販 売 会 8/ 24 土 25 日

同時
開催

月々 6 万円代〜購入可

びより

2019 年は新庁舎が完成し、旧庁舎が取り壊
されています。これからも三原市民の大切な
施設です。（古い写真は昭和 13 年頃だそうで
す）個人蔵

甘〜い香りに囲まれて
働いてみませんか！

洋菓子販売員（正社員）

月々払い 66,634 円
頭金 0 円
ボーナス払い 83,777 円（年 2 回）

152,000 円
10：00 〜 18：15
4 週 6 休 ( 定休日 / 水曜日

※借入金 2890 万円、35 年支払い変動金利 0.925%
※支払い金額は支払い条件等により異なります

定休日以外はシフト制 )

洋菓子販売員（パート）

オススメです！

期間限定

プレゼント内容＆詳細は現地にて！

100万円相当

【概要】
●所在地／三原市宗郷４丁目１０６−１●交通／労金団地バス停より徒歩１分●都市計画／市街化区域●用途地域／第一種住居●建ぺい率／６０％●容積率／２００％●地

特別プレゼント

目／宅地●構造／木造２階建て●道路幅員／９ｍ●間取り／４ＬＤＫ＋ＷＩＣ●設備／電気、上下水道●取引態様／売主

限定

にご契約の方

※8月末まで

時給 855 円 土・日・祝日は 10 円アップ
①9：00 〜 14：00 ②10：00 〜 14：00
定休日 / 水曜日を含む週 3 〜 4 日 ( シフト制 )
①②いずれも週 20 時間未満の勤務です
車通勤可。制服貸与。女性が多い職場です！
接客が初めての方でも大歓迎！！

株式会社コグマヤ

2019

9月号

三原市宮浦 6 丁目 2-40
電話：0848-62-2110（担当：横田）

vol.91
TAKE FREE

高山城は小早川氏の居城として小早川茂平に
より築かれた。高山城は沼田小早川氏の居城
であった。新高山城とともに歴史を感じる名
城だと思う。一度登る価値有り！ 個人蔵

JA 三原女性部主催による
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三原
日和

お 仕事

フラワーアレンジメント教室に参加して
気分リフレッシュしませんか！

ミカタワークス
花戸和也

来る 9 月 7 日（土）に JA 三原本店にて、尾道のかわ
いいお花屋さん、小川美穂さんを講師にお呼びして、
季節のお花で素敵なフラワーアレンジを一緒に作って

11/2（土）

2019

みようというイベントが開催されます。
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参加費 1000 円で 3000 円相当の生花のアレンジが
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るのも助かりますね。
定員は 20 名程度で申込先着順なので、JA 各窓口に
ある申込用紙か、JA 三原経済部ふれあい課までお電話
ください TEL0848-63-3471JA 三原女性部事務局

て、三原の今昔歴史を多くの人に
三原市民の多くの方に縁のある小学校では無
かろうか。古い写真は尋常高等小学校と書か
れているので戦前と思われる。柳の” く” の
字の曲がりは忘れがたい懐かしい一枚。個人蔵

尾道市東御所町１０−１

入場整理券が必要となりますので、ご希望の方は
最寄りの店舗までお問い合わせください。

【受付期間】

2019年10月4日（金）まで

TEL:084-923-6800

料金：一般￥1,800

大学生･専門学生￥1,500

シニア (60 歳以上 )￥1,200

広島

3 歳〜高校生￥800
c2019「今日も嫌がらせ弁当」製作委員会

やっぱり、スマック
うまいのぅ〜
フジトラベルサービス
株式会社

A 映画『今日も嫌がらせ弁当』

3名

2名
B 三原日和から夏休み自由研究資金 QUO カード
応募方法：E メール、ハガキ、封書にて
締切：2019 年 8 月 30 日（金）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。
E メールアドレス：biyori@miharabiyori.net

住所：723-0051 三原市宮浦 6-30-1 三原日和 宛

※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。

しします。問い合わせ先は裏面下
部にございます。

リゾートでのんびり過ごした〜い！そんな
あなたに必見です。今回、三原日和が見つけ
てきたのが、チャーター直行便広島空港から
搭乗員も同行する「宮古島諸島めぐり」の旅
行プラン。
宮古島諸島と言えば、橋で繋がる 5 つの島
の独特な文化や手つかずの自然。宿泊する老
舗リゾートホテル『宮古島東急ホテル＆リゾー
ツ』の目の前には、東洋一の美しさと言われ
る与那覇前ビーチが広がっています。
さあ、広島空港から乗り換えなしの 2 時間
20 分で美しい景色に癒される旅の始まりです。

三原日和見たよ or 三原日和持参で

三原のソウルドリンク

ティア、市民のみなさまの協力に

写真、資料は必ずご本人様にお返

宮古島諸島めぐりで
心とからだのリセット旅

3 歳〜高校生￥1,000

大学生･専門学生￥1,300

三原日和はスポンサー様、ボラン

何卒お願いします。

3 名様
プレゼント

福山シネマモード

す。

す。みなさまのご協力、応援の程

3日間

9 月 7 日（土）①10:30 〜 12:20 ②13:30 〜 15:20
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555（三原リージョンプラザ）

知ってもらいたいと思っていま

より発行している有料広告紙で

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
※無料駐車場はなく、周辺の有料駐車場にも限りがあり
ますので、来場には公共交通機関をご利用ください。

持参するもの：手拭タオル・生け花用はさみ（あれば）

映画「今日も嫌がらせ弁当」

読者プレゼント

年には冊子、SNS などを制作し

しまなみ交流館 （テアトロシェルネ）

フラワーアレンジメント教室

割引：一般￥1,500

紹介したく、募集します。2020

報道から見た日本

と き：2019 年 9 月 7 日（土） 13:30~15:30( 受付開始 13:00~)
ところ：JA 三原本店 5 階大会議室 三原市皆実 4-7-28
対 象：三原市内在中（大和地区をのぞく） 子育て奮闘中のお母様方
内 容：13:30~ ご挨拶
13:40~ フラワーアレンジメント教室
講師 / 小川美穂氏
15:15~ 記念撮影
15:30~ 閉会
参加費：１０００円

い建物、店舗の資料等を特集して

辛坊 治朗 さん

キッズスペースもあるのでお子さまと一緒に参加出来
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思い出の写真、古い写真、今は無

元 読売テレビ解説委員長

作れるなんて、とっても良い情報だと思いますよ。

ƱƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵᲣ

三原日和編集局では、みなさまの

開場/13：30
開演/14：00

検索

フジトラベルサービス
トムズ三原営業所

三原市円一町 1-1-7
0848-61-0301
10:00~19:00

まごころ価格・まごころスタッフ

T ポイント
貯まります！

メガネサロンくまの

詳しくはフジグラン三原 2F のお店で気軽に
問い合わせしてください。他にもいろんなプ
ランもあるのでフジトラベルサービスのホー
ムページを検索するのもオススメ！
フジトラベルサービストムズ三原営業所のス
タッフのみなさん、これからも楽しい旅の
提案、おしえてくださいね！

三原のタウン紙を支えてくださるスポンサー様を大募集！
お問い合わせ先
料金など詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

☎

0848-62-6677

info@miharabiyori.net

三原日和は、約 30,000 部発行し、市内の各所に店頭設置型の配布を行うほか、新聞折り込みとポスティング
を併用してお届けします。設置場所は三原市芸術文化センターポポロ、道の駅「みはら神明の里」他多数店舗
にご協力頂いております。
設置店舗情報は、三原日和 HP【http://www.miharabiyori.net】よりご確認くださいませ。

暑い夏の、熱いセールは

お子さま、学生用から
トップブランドのめがねが
くまの特別割引価格です
メガネの検診にも
是非おこしください

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

日祝〜18:00

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

ささっと

受付時間 /8:30~17:30

ゴーゴー

0120-3310-55

不要品回収

ハウスクリーニング

遺品整理

お部屋の片付け、賃貸アパート・

引っ越しに伴う退去後清掃から

亡くなられた故人様の遺品の

マンション・一戸建て住宅から

エアコン・キッチン・浴室・

整理や片付けのお手伝い、ご希

お引越しの際に排出される不用

トイレ・換気扇・フローリング・

望に沿って不用品の処分や買取

品回収のお手伝い、また処分に

窓ガラス・網戸などの清掃作業

りも対応いたします。また、遺

困ったタンスや家具など大型の

に い た る ま で、さ ま ざ ま な

品の供養やお部屋の消臭・消毒

粗大ゴミから家電にいたるまで、

メニューをご準備しております。

などの特殊清掃もご利用いただ
けます。

幅広く対応いたします。

9 月いっぱい開催してます

まだまだ
暑いですね
体調に気を
つけてください

見積り無料です！
お問い合わせのお電話お待ちしております！

解

体

外構・エクステリア

買

取

誰も住んでいない実家の家を解

新築されたお家、リフォームさ

使わなくなった不用品を一括買

体したい、新築住宅を建てるに

れたい方にご希望の商品をご提

取り、家電や家具などからブラ

あたり解体したい、立ち退きに

案。ブロック塀や目隠し・フェ

ンド品・工具・農機具・時計・

よって解体したいなど、お家の

ンスなどの外構工事、車庫（ガ

携帯電話・パソコンなど幅広く

解体からリフォームなどの部分

レージ）
・物置・カーポート・ウッ

買取りさせていただきます。捨

的な取り壊しまで、家の悩みに

ドデッキ・バルコニー・サンルー

てる前に一度ご相談下さい。

幅広く対応いたします。

ムなどのエクステリアまでお好
みの商品をご提案いたします。

家に関する” 困った” を解決するために豊富なサービスメニューをそろえた
全国統一サービスです。お気軽にお問合せください。

片付け堂

三原

検索

