
がんばろう東日本！
がんばろう三原！

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、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、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。どうぞご支援のほど、よろしくお願い致します。

ＧＷの予算、準備はＯＫ？ちょっと不安…というアナタ、リサイクルショップ リバースが力になります！
特に金・プラチナを強化買取中で、金の高騰はなんと３４年ぶりの大チャンス！ もちろん査定は無料。
使っていない貴金属の有効活用で、今年のＧＷはリッチに過ごしましょう♪

今年のGWは、断捨離でプチ贅沢しよう♪
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コグマヤ

すき家

ファミリー
マート かつはら

ユニクロ
宮浦郵便局

大阪王将

貴金属買取成立の方にガソリン

500 円券プレゼント！
やっさ石油沼田東店・宮浦店でご利用頂けます。

「日本一楽しく、
キレイで、丁寧な」
リサイクルショップ
を目指して、スタッフ
全員頑張っています!!

5/6までの特別企画！

※三原店のみの企画です。

三原市宮浦6-1-1
0848-67-3978
10:00～19:00

リバース　三原店

古くてキズが
　　　あってもOK!
古くてキズが
　　　あってもOK!

使っていない
　　喜平のネックレス
使っていない
　　喜平のネックレス

壊れてしまった
  　　アクセサリー
壊れてしまった
  　　アクセサリー

リサイクルショップ

 世界各国のコーヒー豆を自
家焙煎し、煎りたての新鮮な
コーヒーを販売しているマグ
ダレーナ。コーヒーを美味し
く淹れるポイントや、選び方、
何よりコーヒーを楽しんでい
ただきたい！との思いで開店
したお店です。東京の名店『カ
フェ・バッハ』で学んだ女性

店主の、悪い豆を丁寧に取り
除いた、風味の良い新鮮な
コーヒーがこだわりです。道
の駅みはら神明の里でも販売
していますが、お店に行けば、
気軽に自分だけのオリジナル
ブレンドを作ってもらえま
す。コーヒー談義に花を咲か
せてみませんか？

http://cafemagdalena.blog27.fc2.com/

糸崎駅
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★★ 案内板

ブログにて分かりやすい道順の案内をしています。

地元に『よいコーヒーを』
提供されているオーナーの
新谷綾子さん

おいしいコーヒーの隠れ家みたいな焙煎工場

三原で3周年を迎えた
自家焙煎COFFEE店の『おいしい！コーヒー豆』
三原で２周年を迎えた
自家焙煎COFFEE店の『おいしい！コーヒー豆』

三原市糸崎5-13-41
0848-36-6451
12:00~18:00
水曜日、第2・第 4日曜日

自家焙煎コーヒー店
　　マグダレーナ

ＫＣＳセンター三原 ４周年記念
無料体験会 at ポポロ

 姿勢からくる健康への影響や、ここだけでしか聞けない目からウロコ
のプチ講座。ご家庭でできる姿勢チェック法を姿勢科学のプロが教え
てくれます。
 痛みのない施術体験は、ほんの少しの施術でどのくらいの変化があるか
お楽しみ。自覚症状のない方も、隠れた姿勢の歪みを見つけませんか？
ご希望の方は栄養分析もできます。
しかも！今回限りの特別価格1,000円（通常2,000円）

三原市本町1-3-2
0848-64-0151

厚生労働大臣認可：
カイロプラクティック
協同組合連合会優良認定院

主催 /お問い合わせ

KCSセンター三原

□ 頭痛や首の痛みがある
□ 肩こり、腰痛がある
□ 腕が上がりにくい
□ 手足が冷える、しびれる
□ ねんざしやすい
□ ぎっくり腰になったことがある
□ 姿勢が気になる　 

こんな方にオススメ！

1つでも当てはまる方は是非！ご参加ください。

もっと詳しく知りたい方は
KCSセンターのウェブ
サイトをご覧下さい

5/
土11

＊動きやすい服装でお越しください

（各2時間程度・15分前より受付開始）
日　時：５/11( 土 )       午前の部　10：30～ 午後の部　14：00～

場　所：芸術文化センターポポロ１Ｆ　会議室
参加料：無料

R２

ユーホー

ローソン

呉線

トヨタカローラ広島

「いい庭体感デー」 5月18日・19日 10:00～16:00頃

5月18日

 新型ガーデンルーム「暖蘭物語」が誕生
いたしました！見た目も機能も一新しています。
リビングとして、ガーデンルームとして・・・
サンルームのようなポカポカスペースにも！！
実際に見て、触って、体感してください。

会場：三平の家・2F
会費：9,800円
定員：5組

三原市皆実1-14 -11
0848 - 63 -1301
10:00～19:00
水曜日

三平商事有限会社

PM1:00～4:00

三平Hand Made教室

オリジナルサイン（表札）作り教室

5月12日（日）までの
お申し込みが必要です。
お早めにどうぞ！！

同時開催

N E W
E V E N T ～ガーデンルーム編～

の

詳しくは、5月11日（土）新聞折込の
をご覧下さい。

 長い歴史があり、全国的にも先駆けとなった「デイサービスセンター 白滝園」は、立地も建物も明
るく広々としています。「希望される方はどなたでも」という方針のもと、比較的元気な方はもちろん、
様々な病気を抱えた方も、ドクターの許す限り最後まで、可能な限り広く受け入れておられます。
 自慢の日本庭園を眺めながらの入浴は、すみずみまで全身をチェックできる方式で、小さな怪我や異
常も素早く発見できます。また、近くにある聖光学園からは視覚障がい者の方が日々訪問され、利用
者の方にマッサージをして下さっています。
 職員さんの年齢は比較的高く、４０代から６０代が中心。歳が近いからこそ、気持ちをくみ取って優し
く接することができるのだとか。そして、退職した職員OBの方が、今度は利用者として、友達を誘っ
て「だたいま」とやってくる…そんな再会も多いのだそうです。職員さん自身が、老後に利用したく
なる施設。確かな信頼あってこそ、ですね !

いつも元気な桑木センター長

職員OBも老後に利用している、
そんなデイサービスです。

大日本印刷

県道
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小泉
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小学校
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三原
運動公園
三原
カンツリー
クラブ

沼田川

三原市小泉町1066-1
0848-66-0579

デイサービスセンター 白滝園

見せて、仕舞える、大容量の壁面収納。右端の奥行きが窓に合わせて小さ
くなっているのも、オーダー製作ならでは。

 壁一面を、大収納＆ディスプレイ空間に変身させまし
た！清潔感あるホワイト光沢仕上げを基本に、テレビ
部分の壁紙には目ざわりにならないこげ茶を選択。棚
の開閉はすき間に手を掛けるタイプで、取っ手の出っ
張りがなく、お部屋を安全に広く使えます。お施主様

リージョン

三原市役所

ファミリー
マート

宮沖交番

フジ
グラン
三原

R2
南
小学校

三原市宮沖2-3-1
0848-62-2371
komatsu.jpn.com 

小松木工株式会社

before

お部屋の壁を、
素敵にビフォー・アフター。

にも、「シンプルでスッキリ！
とても気に入っています」と喜
んで頂きました。
 あなたも、壁面リフォームで新
しい暮らし、始めてみませんか？

after
komatsu
mokkou
works

59

KURASH I通信山陽建設の

木＋鉄で建てる、第三の工法 パナソニック耐震住宅工法
『テクノストラクチャー』構造見学会の開催です。
4/28(日）29(月）10:00~17:00三原市皆実2丁目建築現場にて

開催場所のご案内
『 耐震構造もおまかせください！』と
心強いまなざしの梶白営業担当さん

建築中だからこそわかる強さの秘密を見る事が
出来る。　不思議な構造ですね～

三原市宮沖1-13-7
0848 - 62-2115

山陽建設株式会社
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り

 梶白さんも大プッシュする、耐震住宅工法「テクノストラクチャー」。いったいどんなもの？という事で、
見学にお邪魔しました！ 一見して普通の木造のように見えますが…違うのは２階の床や屋根を支える梁の
部分。写真のように頑丈な鉄骨をサンドイッチした構造になっています。

「三原日和記者が事前に見学させてもらいましたよ」の巻

59
75

362

現場取材 編

 梁の強さは、家の耐震性・耐久性にとって非常に重要なポイント。このよ
うに強化することで、木造の良さを生かしながら、在来木造にはない性能
を実現できるそうです。
 また、梁の強さを生かして、柱や壁の少ない、広い空間も実現可能。現地では
詳しい説明も行っていますので、ぜひ見学に行かれてみてはいかがでしょうか。

くまの

R２

三原駅

三原
郵便局

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま

メガネサロン

Ray-ban ¥13.860.-

GUCCI ¥37.800.-

日和記者はRay-ban が欲しいな～
注※フレッシャーズではありませんが・・

『メガネ男子のモテるフレームの選び方』
メガネサロンくまのさんに聞いてみた

 メガネは視力を補うためにありますが、それ
以外にも良いところがあるんですよ。まず、
男性の場合はメガネをかけるだけで “オシャ
レが増す”、“知的に見える”。そして女性はと
いうと “フレームの大きさによって小顔に見
える”、“カラーレンズを併せるとスッピンを隠
せる” など、まるで芸能人みたいになれます。
 今回のオススメはフレッシャーズ男子には定
番、Ray-ban のフルリム、キリッとした顔つ
きで初々しさが表現できます。このフレーム
の感じは今、女性にも大人気ですね！
 そしてもう一つは GUCCI の丸フルリム、
アーバン世代の方々に落ち着いた中に光る個
性と言った感じですごくオシャレでオススメ
です。
 まだまだ新商品がありますので「モテるメガ
ネ男子諸君！応援女子はメガネサロンくまの
に相談してみてはいかがかな！」

服装に負けず劣らず、第一印象を大きく左右するアイウェア

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

経済も、出、入りの「呼吸」が大事
個性を大事にしながら、情報や商品を発信していきたいです
５３年の歴史を持つレストラン「かねしょう」のマネー
ジャーであり、パティシエとしても「初恋プリン」を県
内外に展開されている、黒川社長にお聞きしました。

お店とプリン、両方で頑張られていますね。 

 古い建物ですが、最先端を追いかけて、綺麗なお
店に…というのはもうないですね（笑）今は「50年
やってるお店の個性に当たりに来てください」という
気持ちです。「この辺の席でプロポーズされたんで
す」とか「初めてデートした場所です」とか、皆さん
の思い出の場所になっていたりもするので、そういっ
た面も含めてかねしょうの個性を大事にしていきた
いと思っています。
 初恋プリンは、三原の中だけでやっていたら、全国
レベルまで上げられなかったと思います。首都圏で
売ろうとして、アドバイザーになる会社に出会えたこ
とで、商品を出せるレベルにブラッシュアップできま
した。何かあった時のリスクも大きくなるので、万全
の状態を求められる事がたくさんあります。地元だ
けで売る商品より、様々な面で上のレベルを求めら

れましたね。外へ出て戦おうと思ったら、自分も知恵
や力をつけなきゃいけない、と痛感しました。

facebookなどで積極的に情報発信されています。

 恐れがないほうなので、日記を公開している感じで、
赤裸々に１００％書いてしまうんです（笑） お店の広告
的なことはあまり書かないのですが、日々発信してい
ると、誰かの頭に少し残って、それでお客様になって
いただけることもあります。忙しいと書いたら「どれ
だけ忙しいかちょっと見てきてやろう」とか、他の誰
かが「かねしょう行ったよ」と書いて下さると「私も
行ってみよう」とか。人間関係もたくさん広がりました。

港周辺の活性化についてお願いします。

 以前は今治にも船が出て、港のお客さんも多かった
のですが、今は瀬戸田・因島・佐木だけで、以前の
ような活気はありません。小回りのきくフェリーや高速
艇の港として、地元に密着したものになっていると
思います。
 父がJCから出馬して市議だったことがあるのです

が、その時のキャッチフレーズは「瀬戸のインターチェ
ンジ三原」というものでした。港もある、新幹線も
止まる、空港もある、道路も良くなった、とインフラ
整備は進みました。すごく良いものが出来ていると
思うのですが、それらが使われた結果、出入りの出
ばかりが多くなるのでは困りますよね。お金も出入り
の「呼吸」だと思うので、吐くばかりで吸うほうが
ないと、息が止まってしまいますので…
 岡山ではベネッセが直島をアートの島にしたりと、
島しょ部を活用して観光客を上手に誘致しています
が、今三原にある航路を活かすにはそういったもの
を見習うのも面白いのではないでしょうか。佐木のト
ライアスロンもとても良いですが、年に一回なので、
加えて何度も行けるような仕掛けやイベントがどんど
ん立ち上がって欲しいですね。中心市街地や港の活
性化を願うお店として、応援できるところは積極的
に応援して行きたいと思っています。

“気持ちいい”
人間関係を築くための
コミュニケーションスキルアップ！

言いたいことが伝わらない。
職場でのコミュニケーションが取りづらい。周りの人との
コミュニケーションがうまくいかない。ほんのちょっとの視点
を変える事で、どんな違いが起こるか是非おためしください。

会場 /サン・シープラザ 4F第 2研修室　
三原市城町１-２-１

5月10日（金）18:30～20:30（受付18:20）オープンセミナー
『おもしろ心理学講座』
本当の自分と向き合える。
あなたの素晴らしいエネルギーに出会える・・・

参加費 
1,000円

090-3743-4108 ( 昼田）
次回、6/2福山ローズコムにて開催予定

福山市春日町7-5-14
090-3743-4108

株式会社SUT　福山事務局

URL/http://skill-up-training.com/

お申し込み・お問合せ先

三原市本郷町上北方4168-1
0848-86-2482

大下建設株式会社

検 索大下建設

「ゆとりある平屋造りの住まい」

この度、お施主様のご厚意により開催

見にきませんか？

在来工法　快適な家

完成見学会

4/27(土）4/27(土）
28(日）28(日）

10:00~17:0010:00~17:00

三原市本郷町船木1543-2
開催場所
三原市本郷町船木1543-2

マックス
バリュ

沼田川

山陽自動車道

本郷駅

山陽新幹線

県道343
セブン
イレブン

県道
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本郷 IC

開催場所

春の日差しのなかでゆっくりと時間が流れている、気持ちの良い空間とは
まさしくこの場所のことかな。
シルバー世代の方々にも是非見ていただきたい快適な平屋の新築住宅です。

開催場所はコチラ

快適 健康 安心

見学会での売り込みは一切いたしません。売り込んでほしい時は
言ってください。

大下建設株式会社のお客さまへの約束
本郷役場

R2

三原市宮浦6-20-22
0848-60-1515
10:00～18:00
水曜日

三原市城町2-3-6
0848-62-7773
10:00～19:00
木曜日

貸衣装
ベルフィーユ

R２
コグマヤ

すき家

ファミリー
マート

ポポロ宮浦郵便局

大阪王将

レンタルで解決！
　　 花嫁のための二次会コーデ

結婚式とはひと味違う花嫁姿をお披露目。

動きやすくてゲストとの距離を近く
に感じられる人気のミニドレス

挙式用ドレスだけでなく、ミニドレスやエンパイアラインの軽め
のロングドレスなど二次会衣装も揃えたお店。
購入するのに悩むドレス用のヘッドアクセサリーやネックレスな
ど必要な小物もサービスでお付けします。ブライダルを熟知した
スタッフが衣装に関する相談に丁寧にお答え致しますので、安心
してご来店下さいね♪

二次会ドレス　￥31,500～
※アクセサリーはサービスで
　お付け出来ます。
二次会タキシード　
￥12,600～
※レンタル期間は、ご希望に応じます。

お父様のモーニング、お母様や
ご友人が着られるゲストドレスも
ございます。
モーニング￥16,800
ゲストドレス￥10,500～￥13,650

三原市城町1-12-28
グーテビル２Ｆ
0848-64-7475
19:00 ～ 24:00

イノセント

オトナの雰囲気で、
「お酒の時間」をゆったり楽しむ。

楽しいお酒も、ゆっくりと流れて行く時間と共に

黒川 有紀子     株式会社かねしょう　代表取締役

駅前広場

R２

イオン
三原

三原駅
マ
リ
ン
ロ
ー
ド

【カウンタースタッフ募集中】
三原で一番働きやすいお店を目指しています！
20～ 40代のスタッフが、和気あいあいと仲良く働い
ています。時給1,500円より。お気軽にお問合せ下さい。

 二次会は、落ち着いてじっくりグラスを
傾けたい…そんな方に人気のお店です。
 お客様は30代以降の男性を中心に、カッ
プルや、女性だけで来店される方も多数。
時には大人っぽく、好きなお酒と心地よ
い時間を過ごしませんか？

介護
GOGOGO

三原の福祉紹介します

 当事務所でも借金の相談は多いですが、消費者金融に関わるものは解決可能な場合
が多くあります。過払金を取り戻せれば、残った借金の返済に当て、一気に解決できる
ケースもあります。同じ消費者金融から長く借りている場合は過払金が発生している
可能性が高いので、弁護士に相談されることをおすすめします。どうしても借金が返せ
ない場合は、法的に認められた「破産」という方法もあります。破産を選択する場合は、

借金や、保証人問題で困ったら？

解説：弁護士  宮武利行先生

家族や友人が巻き込まれて財産を失う前にすべきですので、早い段階から
選択肢に入れておきましょう。
 保証人は「安易に引き受けない」のが一番です。絶対に迷惑を掛けないと
言われた、という方が多いですが、この約束には何の効果もありません。
親族や弁護士等にも相談して、慎重に判断しましょう。

三原市城町3-1-1
港湾ビル 2F
0848-62-7305

30分5,250円にて法律相談を行っています。

三原みなと法律事務所

頼れる先生Q&A


