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メインステージは
駅前芝生広場です !

三原港

三原やっさ祭り実行委員長
桜井 靖光

三原市役所
リージョンプラザ

約２０名

3 歳児

（H２2.４.２〜H２3.４.１生 )

約５０名

4 歳児

（H２1.４.２〜H２2.４.１生 )

若干名

5 歳児

（H20.４.２〜H２1.４.１生 )

なし

0848-62-6155
http://www.yassa.net

お問い合わせは

7 月 17 日にリニューアルオープンしました。

共楽堂城町イオン店

三原市城町 2-13-1
0848-62-4674
10:00〜20:00

大人気！ひとつぶのマスカット

くすのき・めぐみ苑

冨士写真館

振袖ご成約特典

ショール
又は

R２

紳士服はるやま

サービス付き高齢者向け住宅入居者募集中です。

紳士服はるやま

R２

髪飾り

プレゼント中

（5 万円以上ご利用の方）

貸衣装

ベルフィーユ

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

成人式の方もお待ちしております。
・成人式振袖（フルセット）

￥31,500〜

大阪王将

・成人式振袖（フルセット）
+ ヘアメイク着付け
+ 写真（1 ポーズ）

平成 24 年 4 月１日開設

開催日

8月 3日（土）~ 9月 29日（日）

〜沢山の振袖からお気に入りの 1 着を選びたい〜
そんなチョット我侭なお嬢様にも、ご満足いただける
大好評 ! 冨士写真館の振袖レンタル大試着祭。
遠方一人暮らしのお嬢様、夏休みの今なら
ブランド振袖が選び放題です。帰省の今がチャンス！
！

はじめての振袖選び

DVDプレゼント
振袖試着どうしたらいいの？

お店毎の振袖写真の違いは？

など等、振袖レンタル選び

全てが判るスペシャル DVDを

ポポロ

コグマヤ

￥52,500〜

すき家

R２

三原駅
ジョイフル

R２

三原市本町 1-7-34
0120-307-753
9:00〜18:00
火曜日

0848-63-1230まで

電話の受付時間
月曜〜金曜日 9:00~17:00

（担当・中本）

土曜日

9:00~12:00

山陽建設の

介護のための住宅改修
おむつ等の介護用品の販売・配達

“ユニゾンライフを発足して 10 年、
福祉用具のレンタル
私たちは地域に根ざした介護福祉支援
住宅のリフォーム工事
に取り組んで参りました。
ユニゾンライフ
さらなる地域福祉への貢献を
株式会社住創介護支援事業部
めざして行きます。”
三原市港町 1-4-23
0848-64-5153

三原駅

R２

初めてリフォームを考えたとき、内容や金額はもちろん、まず
「安心して任せられる業者にお願いしたい」
と考えますよね。
山陽建設には建築のプロが勢揃い。会場では、どんな小さな
どんな質問にも丁寧な説明で答えてくれる梶白さん、頼りに
なります。優しい笑顔だからどんどん聞いちゃう !!

※静脈瘤の診察はお待たせしないよう「予約制」となっています。
静脈瘤が気になる方はお気軽に下記の予約電話までお問合せ下さい。

【下肢静脈瘤症状例】

【レーザー治療イメージ図】

質問でも承ります！と案内の通り、スタッフさんたちが親身
になって相談にのっている姿を多く目にしました。
「リフォーム博」は今後も開催される予定だそうですよ。

への復帰が早いなど多くの利点があります。

ペアシティ
三原

リフォーム 編

てきている中、悪質な業者によるトラブルもよく耳にします。

を照射し、血管を閉じてしまいます。数年前から欧米を中心に広

医療器具・福祉用具の販売

KURASHI通信

れており、朝から多くの人で賑わっていました。テーマは「エ

まり、その治療成績により静脈を引き抜く従来の手術に代わり多く
が短い、傷がほとんど付かない、治療後の痛みが少ない、日常生活

三原市城町 3-6-1
0848-63-1230

コリフォーム」。近年の環境ブームもあってその需要が高まっ

レーザー治療は脚の静脈の中に細いファイバーを入れてレーザー

行われるようになってきています。従来の手術に比べて、治療時間

社会福祉法人松友福祉会

松友トータルケアセンター

メーカーによる見本の展示、案内の他、各種セミナーも催さ

による保険適用の治療を開始しています。

主な業務内容です

松尾内科

7月20日
（土）
、リージョンプラザで開催された山陽建設主催

初となる「下肢静脈瘤血管内レーザー装置（ELVeS レーザー）」

事業所 0848-61-5153

訪問介護かもめ

の「リフォーム博」。会場では水廻りや外壁材などの国内有名

2012 年１月より、当院は広島県の三原・尾道・竹原エリアでは

本 社 0848-64-376６（代）

うきしろ

くすのき・
めぐみ苑

「日和記者がリフォーム博を見学取材」の巻

気です。立ち仕事の方や出産を経験した女性に多く見られます。

遠慮なくお電話下さい。

帝人通り

本町派出所

見学・相談のお問い合わせ/職員の募集等は

下肢静脈瘤は、血液の逆流を防ぐ静脈の弁が壊れることが原因

静脈

本町郵便局

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

で、脚の血管が蛇行するように浮き出、痛みやかゆみが生じる病

静脈

冨士写真館

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

ヤマダ電機

レーザーで血管を閉塞

冨士写真館にお電話ください！

東町郵便局

神明大橋

急速に進む高齢化社会は , 核家族化による単身や、夫婦のみの高齢化世帯の増加を伴って一層深刻化
してきています。しかし老人保健施設や特別養護老人ホーム、グループホームなどの施設への入所待機
者は年々増加の一途をたどり、施設不足も大きな課題になりました。そこで 2011 年 10 月に創設さ
れた制度が『サービス付き高齢者向け住宅』なのです。

保 険 適 用 で 日 帰りレ ー ザ ー 治 療 が 受 けら れ ま す

私たちと共に働きませんか ?!
スタッフ募集しています。

赤十字病院

関西
薬局

27 ㎡以上の部屋（浴室・トイレ・キッチン・洗面・クローゼット）13 室
18 ㎡以上の部屋（トイレ・キッチン・洗面・整理箪笥）20 室

下肢静脈瘤でお困りではありませんか ?

レーザーの進行方向

先着５０名さまにプレゼント。

三原市東町2-8-18
0848-62-2963

法人名 ：松友福祉会
建物総称：松友トータルケアセンター
事業名 : 地域密着型小規模特別養護老人ホームくすのき・めぐみ苑
くすのき・めぐみ苑ショートステイ
くすのき・めぐみ苑法人ショートステイ
くすのき・めぐみ苑デイサービスセンター
サービス付き高齢者向け住宅『うきしろ』
サービス付き高齢者向け住宅うきしろ

ファミリー
マート

宮浦郵便局

卍

善教寺

「まごころ込めた医療」で、
地域の医療を支え続けている松尾内科病院に併設された「松友トータルケア
センター」の最上階に位置する「サービス付き高齢者向け住宅」。施設に配置された職員による安否確認
や生活相談サービス、食事提供（有料）を受けながら、自宅に居るのと同じような環境で暮らすことが
できる高齢者向けの賃貸住宅です。部屋は全室キッチン・
トイレ付きで、介護が必要な方でも一人で、また
は親子や夫婦で一緒に暮らすこともできます。最大のメリットは、病院併設であるため緊急時の医療体制
が整っていること。全室に緊急通報（ナースコール）が備えられており、例えば部屋で一人で転倒してしま
三原駅
った！というような場合でも早い段階で医師の診断を受ける
ことができるというのは何よりの安心でしょう。
「くすのき・
イオン三原
駅前広場
三原
めぐみ苑 うきしろ」では随時見学を承っております。ご本
郵便局
R2
人様もご家族様もお気軽にお越しください。
三原港

三原 イオン三原
郵便局

2015年振袖レンタル早期試着祭 医療器具・福祉用具・販売・レンタル

対象：平成 6 年４月２日〜
平成 7 年４月１日生まれの方

学校法人 龍松学園

私立幼稚園 昭和園

「うきしろ」
『サービス付き高齢者向け住宅』

H27 年度 成人式振袖レンタル展示会開催
展示会期間 7/27 土 〜8/18 日

H26年度

粘土をこねこね、子どもたちの大好きな
粘土を使って造形活動をします。
保護者の方とご一緒に楽しんで下さい。

松友トータルケアセンター

想い出に残る振袖選びをお手伝い

最新柄に古典柄と種類も豊富なレンタル振袖。価格帯や当日の着付け、
ヘアーメイク、写真撮りの有無まで、お客様のご希望に合わせて対応
させて頂きます。どうぞお気軽にお越し下さいね。

9 月 7 日（土）10:00〜11:00

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。

広島銀行

三原 イオン三原
郵便局

〈必要なもの〉
着替え・履き替え用の靴・帽子（日よけのため）・タオル・ビニール袋等
必要と思われるもの・保護者の方も必要と思われる物をご用意下さい。

0848-62-2963

三原駅

広島銀行

7 月 27 日（土）10:00〜11:00

園庭にビニールプールを出して、洗濯遊び、バケツで水運び、
シャワー等大好きな水遊びをたっぷり楽しみましょう。

何を作ろうかな ?

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

限定品！広島チョコラ

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

第5回

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

城町イオン店では毎月 22 日を『ショートケーキの日』として一日限りの

いろんなスイーツがあってうれしいですね！

メガネサロンくまの

水遊び楽しいな !

がんばろう東日本！
がんばろう三原！

おいしい夏をお届けします

いつもステキな斉藤店長

予約不要・無料です!（駐車場あり）

願 書を郵 送 致します 。
（取りに来て頂く事もできます。）

オーネを使ったケーキ。来月は『ベリーのショートケーキ』の予定です。

三原駅

第4回

（対象：幼稚園就園前の園児）

仏教精神にもとづき、生命を大切にする心、感謝の心、明るく優しい心、やりぬく根気を育てます。

オリジナルケーキを限定にて製造販売しています。今月はみずみずしいピ

メガネサロンくまのでは 8/18（日）まで、
サマーセール開催中 !! 期間中は特別価格
にてご提供致しております。ぜひこの機
会に、ご自分に似合うメガネやサングラ
スを試してみませんか？ GUCCI・Dior
などブランドメガネを豊富に取り揃えて
お待ちしています。

にこにこクラブ

〈やっさ祭りホームページ参照〉
好評な「ひとつぶのマスカット」の他にもおいしいがいっぱい！

皆さんお誘いあわせの上、お気軽にご参加下さい。

おともだちがいっぱい !

募集人員

（H２3.４.２〜H２4.４.１生 )

第 38 回三原やっさ祭りのキャンペーンテーマは
『咲かせよう やっさで笑顔の人の華』。
やっさ祭り実行委員会では、“咲かせよう” という
言葉から自らが祭りを楽しもうという気持ちと、
そういう気持ちで祭りに参加する事で、笑顔になる、
また笑顔にする。やっさ祭りは自分だけが楽しむ
祭りではなく踊り手が観客を、観客が踊り手を笑顔
にする祭りになるように思いを込めて、今年度は
このキャンペーンテーマを採用しました。

お問い合わせは、三原やっさ祭り実行委員会

齢

満３歳児

R2

三原市民ひとりひとりが 200 円から
やっさ祭りに協力できます。
この記念ハガキは、ご協賛に対する
御礼のしるしとして
特別に作成しております。

暑中お見舞い申し上げます

C

広島銀行

C コース

土 踊り 日 花火

協賛するともらえる
記念ハガキセット

屋台村は駅の
ロータリーです !

しまなみ信用金庫

8/9・10・11
金 踊り

小早川隆景像
三原城跡

お子様とご一緒に昭和園で遊んでみませんか ?

私立幼稚園

もみじ銀行

やっさの主役は、やっぱり「踊り」。その原点
に帰り、今年は踊りにもっと注目してもらえる
形をたくさん取り入れました。メイン会場を駅
前芝生広場に移動。芝生広場中央のレッドカー
ペットは、左右から大勢の視線を浴び、踊りコー
スの中でも最高に盛り上がるポイントです。ま
た、各チーム数名の選抜されたメンバーには、
ステージ上でも踊りを披露して頂きます。しっ
かり見て、見られる今年のやっさ。踊り手の皆
さん、最高の踊りをよろしくお願いします！

ゆっくり 芽を出せ 柿のたね」

昭和園
平成 26 年度園児募集

IC

三原やっさ祭り

「しっかり 根をはれ 柿のたね

土肥病院

三原駅

検索

福祉会館

P

三原
郵便局

イオン三原

医療法人清幸会

土肥病院

R２

ヤマダ電機

［JR三原駅から徒歩3分］

予約

三原市城町 1-14 -14
0848 - 64 -1212

リフォームのご相談も
お気軽にお電話下さい。

0848-62-2115

山陽建設株式会社

三原市宮沖 1-13-7
0848 - 62-2115

