三原を愛する人たち

INTERVIEW

『三原は本当にすばらしい
私はどこよりもいいと本気で思っています』

センター７ミリアキ

未来へつなぐこの人

三原の医療・介護・福祉

特定医療法人仁康会

特定医療法人 仁康会のトータルケアネットワークとは―――。
三原の良い点の一つに、全国で医師不足が問題となる中、医療・福祉のレベ

その他にも、複雑化する介護の手続きは… 家族にはどのような負担がか

ルが相当に高い事が挙げられます。総合的なケアを担う医療法人グループが存

かってくるのか… などなど、色々と疑問はつきません。

在し、支援を必要とするシニアやその家族に、
さまざまな形でサービスが提供さ

今後三原日和では、地域に根ざしたトータルケアを提供されている「特定

首都圏や全国にも事業展開して市場を獲得し、三原に貢献するー

リスクがあるか？と言うと、ほとんどない。行かない選択肢はな

そんな頼もしい企業の中でも、今大きな注目を集めている、株式

いと言うレベルなんです。東京は遠いようで、物流費や移動時間

会社八天堂の森光社長にお話を伺いました。

など、実は広島市に事業展開するのとあまり変わりません。１時

の施設やサービスの中からどれを選べば良いのでしょう？このたびご協力を頂く

現代人のストレスによる症状などについても取り上げる予定です。記者もよ

間少々ですぐ行ける。でもこれは空港がある三原だから言える事。

特定医療法人 仁康会を見てみると…

くよく学んで皆様の暮らしに役立つ情報を掲載して行きますので、
どうぞよ

ーパッケージに三原の文字や地図が入っていますね。

れています。

医療法人 仁康会」に全面的にご協力頂き、
こうした様々な疑問に答えながら、

しかし、
実際に利用しようとするときには、
疑問や不安も生じるもの。
まず、
数多く

三原は物価や気候なども素晴らしい条件がそろっています。その

小泉病院は精神科・神経科・内科・歯科・物忘れ外来の揃う病院。併設施設として

「三原から出て事業をするにつけ、ふるさと愛、みはら愛がどんど

素晴らしさに気づいていない人がまだ多い。これほどの恵まれた

デイケアスカイ、
共同住居むつみ荘・なごみ荘・しらたき荘、
グループホームひめく

ん大きくなってきました。今まで三原でお役立ちができていなかっ

環境は全国探してもそう無いですよ。私は広島市よりもいいと本

りの里・あゆみの里、就労継続支援事業所ワークハウスさくら草。短期の入所や

た分、どうしても「みはら」を入れて PR したかった。もっともっ

気で思っていますよ。」

通所リハビリテーションも出来て、居宅介護支援事業所もある、老人保健施設桃

と PR したいくらいです。

三原市小泉町 4245 番地
0848-66-3355

医療・介護・福祉をテーマにシリーズでお伝えしていきます。シニアに限らず、

ろしくお願い致します。

源の郷。精神科・神経科・内科の港町クリニック、
デイケアセンターゆあ・ポート、地
域生活支援センターさ・ポート。

ー三原の企業人へメッセージを。

すでに新ブランドも始動し、さらなる飛躍を期す森光社長。三

「三原は本当に素晴らしいまちです。ただ、現実として、消費人口

原のお役に立つのであれば、出来る限りの協力を惜しまないとの

咽喉科・放射線科・物忘れ外来の病院。併設施設にデイサービスセンターさつき、

は減っています。そういう中で大消費地に進出するのに、大きな

事。他地域にも展開したい企業にとって、とても頼もしい先輩と

居宅介護支援事業所さつき、小規模多機能居宅介護クレメンティア・さくら三原

言えるのではないでしょうか。

市西部地域包括支援センター大空。居宅介護支援事業所、
訪問介護ステーション、

「オトナカワイイ」をテーマに、駅前ミッキー堂ビルに

みはら
カワイイ

オープンされている雑貨店「Regalo」。カラフルで可愛
い品物だけでなく、落ち着きのある、大人の雰囲気を持

mihara

った品揃えが充実していて、
とても魅力的です。大人の
女性へのプレゼントや、ちょっぴり大人っぽく背伸びして

三原駅
帝人通り

八天堂港町本店
三原市港町一丁目 5-20
0848-67-1077
営 9:00〜
株式会社

このコーナーは三原日和記者が三原のいろいろな方に

ペアシティ
三原西館

インタビューさせていただくコーナーです。

新商品「フルーツの初恋」は、かねしょう自慢の
クリームチーズプリンに、苺ソースをかけて頂くプ
リン。甘酸っぱい苺の風味がマッチし、適度な果肉
の食感も新しい！ 今後もスモモやイチジクなど、季
節に合わせたバリエーションを検討中だそう。
東京や大阪などにも展開する初恋プリンですが、
「フルーツの初恋」は三原本店だけの限定販売。三原
に住んでて良かったネ !

kawaii

入れや財布などの革小物。一点物も多いので、好みの
カラーなど、
こだわってお気に入りを選ぶなら早めにチ
ェックした方が良さそう。
お客様の年齢層は幅広く、学生さんからシニアまで。

帝人通り

なんと70代の常連さんもいらっしゃるとか！
「毎日を頑張る大人の女性を元気にしたい」と語るオ

R2

三原港湾ビル
フェリー桟橋

フルーツの初恋 苺 ¥350

ーナーの中住さん。ブログでは人気商品も多数紹介さ
れていますので、要チェックですよ。

ペアシティ
三原西館

浮城東通り

がんばろう東日本！
がんばろう三原！

かねしょう
三原市港町三丁目 3-1
0848-64-3210
営 10:00〜15:00
17:30〜21:30
休 年中無休
【月・木・日ディナー休み】

介護施設のご案内
サンサンデイサービスセンター
みやうら
三原市宮浦四丁目 10-10
0848-62-1717
営 8:30〜17:30
休 日曜日

こだわりのお店

検索

三原駅

いかがでしょうか？本当にたくさんあって目が回りそうですね！

初恋プリンのNEW FACE

ミハラ
de
スイーツ

現在のオススメは、国内で丁寧に手作りされた、名刺

Regalo

ヘルパーセンターのある介護老人保健施設ドリームせせらぎ。

R2

みたい中高生女子にもピッタリ。

三原

本郷中央病院は内科・外科・整形外科・泌尿器科・眼科・リハビリテーション科・耳鼻

Regalo
三原市城町一丁目 4-21
ミッキー堂 1F
0848-38-7575
営 10:30〜19:00
休 火曜日

「好きこそものの上手なれ」
という
ことわざが、まさにこのお店に当て
はまる言葉ではないでしょうか。おい

ポポロ

しいものを食べることが好きで、つ
いには

ニチエー

施設の見学のご相談は随時受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

ご自分で製麺所を開設し、

手作りの自家製麺をつくるようにな
ったなかむらうどんさん。

コグマヤ

護サービスです。我が家のような安心とぬくもりで支えたい。私たちサンサンデイサービスセンタ
ーみやうらは、
まごころ込めてご利用者とご家族をサポートしてまいります。
楽しいふれあいやおしゃべり、あたたかい家庭料理はもちろん、
お一人づつでゆっくり出来る入浴
などで心も身体もあたたまる一日を過ごしていただけます。ご相談や施設見学はどうお気軽にお問
い合わせいただければ対応させていただきます。

au

「麺は生きもので、日々により変わ

っと
ちょこ

ります。それを大切に扱っておいしく
なるよう努力しています。」といつも
謙虚におっしゃられます。
女性だけでもてなすやさしいお店

今回、びよリ〜ナがお邪魔したのは、尾道市三

ですが、
「 麺」へのこだわりは大した

成に１月末オープンしたばかりの古民家カフェ

#01

ダイソー

ものです。麺のお持ち帰りもありま

「LOHAS-cocoro-」

すので、是非ご賞味あれ！
！

三原出身のオーナーさんはリンパケアセラピ

讃岐うどんなかむら

広島銀行

R2
三原警察署

三原市皆実二丁目 1-10
0848-63-3488
営 11:00〜15:00
休 水曜日

コンニチハ！大です。本コーナー「大の庭日和」で
は、
ワタクシが見つけた素敵なお庭や外構を皆さん
にご紹介させて頂きます。
大切な家族の一員が年をとり車椅子の生活…そ

ストでありながら「雑貨好き」
「カフェもしたい」
のちょっぴり欲張りさん。ぬくもりを感じられる
場所を探していたところ、
この古民家にめぐりあ

ビヨリ的
クルマ
レビュー

ったんだとか。
店内には三原・尾道で活躍する作家さんによ
る木工雑貨をはじめハンドメイドの小物がならん
でいて「ほっこり空間」にマッチしていました。
オーナーさんと交渉したところ、なんと！
！
「三
原日和見た!」で米粉で作った「もっふる」をプレ
ゼントします。
（3/20期限です）

R184
県道 54 線

三谷屋

営
休

上 / カフェ店内 左下 / こころランチ set 950 円
右下 / 米粉で作ったワッフル「もっふる」350 円
びよリ〜ナ

Vol.1

HONDA

LOHAS-cocoro尾道市美ノ郷町三成 1176-1
0848-36-5310
10:00〜17:00( ランチ 11:30〜14:00)
火曜日

N BOX

記念すべき第一回は… Honda Cars 三原皆実さんにお邪魔
して、話題の N BOX を取材しました。この車…まず、とに
に かく中が広い！何 ?! この広さ！もうコレ車っていうか
。
ミラーリ
技ア
部屋です。部屋。 しか〜し、筆者が一番感動したのは、ミ

ラー！なんと運転席から左の前タイヤ周辺が見えるんです！

三原市在住の主婦。好奇心いっぱいのフットワーク
の軽いチョロQです！

ぎりぎりまで寄せる時もこれなら安心。初心者にやさしい！
驚きの広さと、技ありのミラー。見学だけでも大歓迎だそ
うですので、みなさんもぜひチェックしてください！
R２

K
CHEC
この辺が見えるんです

洋服の青山

しまなみ信用金庫
三原警察署

シルバーデザイン

人にやさしい
アプローチ見つけたよ

本誌オススメの釜玉。シンプルだからこそ、素材の良さが際立つ。
宮浦大通り

び よリ〜ナが行く

ゆきひろ
ストアー

デオデオ

GEO

サンサンデイサービスセンターみやうらは認知症対応型通所介護施設です。日常生活に必要な
入浴・排泄・食事などの身の回りのお世話や、機能訓練、
レクレーションなどを受ける認知症の方の介

休

Honda Cars 三原皆実
三原市皆実三丁目 6-27
0848-64-4888
水曜日

「シニアサイズのお布団」
をご存知ですか？
「私ら小さいけん、布団もあんまり大きいなくて
ええ」そんな言葉から生まれた、新商品がありまし

もみじ

た。

通常サイズの布団

んなご家庭も多くなっています。そこで必要になっ

寝・生活館よしながでは、
これからの高齢化社会

てくるのが「バリアフリー化」。こちらのお宅はおし

に向け、介護ベッドにもピッタリな「少し小さめの

ゃれなスロープへリフォームされました。

おふとん」を独自に企画し、販売されています。

スロープは、健常者の人でも階段より楽に上がれ

商品の企画にあたっては、実際に介護施設を訪

るメリットもあります。床は雨などでも絶対に滑らな

問し、現場の声、ヘルパーさんの声を取り入れて

い素材にするのがポイント。手すりは必要な個所へ、

いるそうです。

なおかつ邪魔にならない場所へ取り付けましょう。

この小さな違いが大きな安心につながります。
シニア布団シリーズ

寝返りがうちやすかったり、干すのが楽だったり

羽毛ふとん

と、少しの違いが大きな安心につながる「シニアサ
スロープの角度の目安は、
「高さの6倍

af ter

の長さ」といわれていますが、もう少しき

ながにご相談ください。

狭いから…と思われる方も多いのです
が、植栽スペースやデットスペースを利用
資 料 提 供 ● 三 平 商 事（有）

0848-63-1301

ポポロ
ニチエー

b e fo re

デオデオ

コグマヤ

au

GEO

寝・生活館よしなが
三原市宮浦三丁目 6-26
0848-62-0011
営 9:00〜19:00
休 水曜日

39,900円

カナダ産ダウン90％で
軽く暖かく、寝返りもラク。

イズ」。今の布団が大きいなと感じたら、是非よし

つくても上がれますよ。

して考えてみると結構出来るものですよ。

もみじ

遠赤敷きふとん
24,800円
備長炭繊維「C-21」使用。
遠赤効果で暖かく眠れます。
折り曲げやすく干しやすい。

