定期預金 1 年もの店頭表示金利

犬がともに安心・安全・快適に暮らせる住まいづくりの専門家（検定
試験合格者）。このたびの試験では、３名が難関を突破し見事合格！

いですよね。
僕たちにも住みやすい家を作ってね!
三原大橋

企画・総務 高西です
飼っているのは犬、猫、うさぎ、
やどかり… 動物大好きです！

営業部 日川です！
子供の頃、野良犬を連れて
帰り、かわいがって飼って
ました。

スーパー
ジョイ

個人のお客さまに限ります。（個人事業主の方を含みます）

預

スーパー定期預金（※自動継続のみの取扱）

金

の

種

類

お 預 け 入 れ 金 額

しまなみ
信用金庫

設計・施工 株式会社

お預け入れ対象者

お 預 け 入 れ 期 間

沼田川
ニチエー

R185
あさひ軒

嵩心

タカシンホーム

お預け入れ時の条件等

三原市和田3-3 -1
0848 - 61-1020

建設業の許可
広島県知事許可（般-22）第35519号

川柳

びよりで

ビヨリ
取材記

1 回のお預け入れは 10 万円以上 1000 万円未満とします。
※しまなみ海道 2013（冬）へのお預け入れは、お一人さま 1 店舗のみと
させていただきます。

三原が音楽でいっぱいになった日

前日の雨がウソのように晴天に恵まれた平成25年10月6日、三原駅前
から帝人通り、そして三原リージョンプラザまでの界隈が音楽で賑わい
ました。今年で二回目を迎えた MMM でしたが、三原市民だけでなく、
遠方からも楽しみに来られた観客も居られて、記者も一日中アッチで
拍手、コッチでノリノリで、本当に盛り上がる一日でした。企画者関係者
ボランティアのみなさんゴクロウさま！

「しまなみ海道2013（冬）」のご相談・お問い合わせは、
お近くのしまなみ信用金庫 各本支店窓口までお問合せください。

HP

みんな、秋の空へと
最近本を読む時間がめっきり減ってしまいました。

されていない、生きた言葉を存分に味わうことが
できる、それはまさに読書の醍醐味です。
なぁんて、いかにもなことをつらつらと並べてしまい

して、暇さえあればつついている毎日に。気がつけ

ましたが、とにかく少しスマホに疲れてきた今、山崎

ば図書館や本屋さんへ出向く機会もぐっと少なく

さんの訃報は私の読書熱を再熱させてくれました。

なりました。そんな折です、山崎豊子さんの訃報が

それにしてもこの秋は訃報が相次ぎました。104 歳

流れたのは。

の大往生は主人の祖母、わが子たちもお世話に

空元気

ばるような” と称される、緻密な取材に基づいた

0848-62-6677

全てのお料理にひと手間かける事を心がけています。
ご予算に合わせて料理をおつくりいたしますので、
お気軽にお申し付けください。目でも舌でも楽しめる
一品をお出しいたします。

串の家 sazan

たいら

三原市宮浦 4-8-13
0848-38-7600
17:30〜22:00
月曜日
第 2・3 日曜日

ポポロ
ファミリー
マート

コグマヤ

ニチエー
かつはら エディオン
学園通り
au

GEO

ファミリー
マート

三原駅

三原市城町 1-4-1
0848-36-5120
17:30〜L.O.22:00
日曜日

駅前
広場

R2

イオン三原

三原
郵便局
ヤマダ
電機

「今日ね…( 泣 )」実家の愛猫までも。嗚呼…。

・・

・・

・・

・

投稿募集

読者プレゼント

info@miharabi y ori . ne t
72 3 -0 0 5 1

道の駅

4 名様

みはら神明の里内

【三原日和】 「ルマーダ」「パン工房」お食事券
※どちらでもご使用頂けます。

【リージョン】映画 「くじけないで」

「漁師と農家の台所 Kitchen ルマーダ」
※ご希望の上映日をご記入ください。
の 500円分のお食事券 【ポポロ】
「パン工房 小麦本舗」
稲垣潤一 アコースティックライブ 2013
応募方法：E メール , ハガキ・封書にて
日頃の感謝を込めて三原日和より
締切：2013 年 11 月 1 日（金）必着
読者の皆様へプレゼント。
「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
涼しくなり、お出掛けにちょうど良い
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
季節になりました。まずは、道の駅
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。
によって ... 道の駅内にある、
「ルマー
ダ」でごはんを食べて or「パン工房」
でパンを買って ... からの出発進行 !!!

三原市宮浦六丁目 30-1 三原日和 宛

映画 前売り券販売場所
リージョンプラザ ポポロ フジグラン三原
うきしろロビー みどり書店 ほか

映画 「くじけないで」 三原市老人クラブ連合会
明治から平成までを生き抜いたひとりの女性が
90 歳を過ぎてから詩を書き始め、
その言葉は多くの人を勇気づけた
。

推奨映画

各日 2 名様プレゼント

とき :11月18 日（月）上映時間 /①１０:3０②１4:00③１8:00
:11月25 日（月）上映時間 /①１０:3０②１4:00③１8:00
:11月29 日（金）上映時間 /①１０:3０②１4:00
ところ / 三原リージョンプラザ 文化ホール
特別前売り券 1,000 円

①一般 1,800 円
（1,500 円）
②大学 1,500 円
（1,300 円）
③3 歳から高校 1,000 円
（800 円）
障がい者手帳をお持ちの方 1,000 円 60 歳以上 １,０００円
（ ）内は割引券利用
夫婦５０割引き ２人２,０００円 フューレックカード提示 1,300 円

リージョンプラザ

フリーマーケット

雨天中止

ット
とき /11 月 3 日 ( 日 ) 時間 /10:00〜14:00
リーマーケ
区最大級フ
ところ / 三原リージョンプラザ 屋外広場 備後地

検索
三原リージョンプラザ
http://mihara-regionplaza.net/

ヤマダ
電機

R2

田野浦
小学校
宗郷町
デンタル
クリニック

R185

セブン スーパー
イレブン ジョイ

『クリスマス☆カップリングパーティ』
〜運命の人に出会いたい方々に・・・〜

和ウエディング

お色直しや写真撮りで取り入れて、日本の良さを味わって !
ベルフィーユでは式場やお写真、美容室のご案内も可能。
県内外への衣装の配送サービスも行っております。

稲垣潤一

第30回記念白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会

ペア 2 組様プレゼント

アコースティックライブ 2013
デビュー 31 周年を迎え、輝き続けるレイニー・ボイス
大人のためのラブ・ソングをお楽しみ下さい

とき /11 月 4 日（祝）
時間 /10:00〜
場所 / 白竜湖スポーツ村公園
内容 / マラソンの部 3km、5km、10km、20km
ウォークの部 ふれあいウォーク 4km
スポーツ振興課（電話 64-7219）

とき /11 月 10 日（日）開演 17:00
ところ / 三原市芸術文化センターポポロ ホール

料金 / 全席指定 一般 5,500 円（ポポロクラブ会員 5,000 円）
※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。
※会員価格でのお求めはお 1 人様 4 枚まで

チケット取扱 / ポポロ、ポポロオンライン、
うきしろロビー、フジグラン三原、啓文社新浜店（尾道）、
スガナミ楽器（福山）
、
ローソンチケット（L コード：67122）
、
チケットぴあ（P コード：206-219）
、イープラス

①“夢を開こう” 小・中学生弁論大会
②中学生英語スピーチコンテスト

カルロス・ルルフィ楽団
本場アルゼンチンより来日!タンゴの名曲で贈る情熱のリズムと哀愁の調べ ...

料金 / 全席指定 一般 4,000 円（ポポロクラブ会員 3,500 円）

とき /11 月 9 日（土）
時間 /①9：15 〜 12：25②13：30 〜 16：30
場所 / 本郷生涯学習センター
内容 / 夢、家族、友達などについての意見発表
学校教育課（電話 67-6155）

チケット取扱 / ポポロ、ポポロオンライン、うきしろロビー、
フジグラン三原、啓文社新浜店（尾道）、スガナミ楽器（福山）

三原市宮浦二丁目1番1号
0848-81-0886

詳しい内容はこちらから
検索

三原ポポロ

貸衣装

ベルフィーユ

水曜日 第 1・第 3 火曜日

リトミックバレエしませんか？ 毎週水曜日 15:30~
３歳〜5歳の生徒さん募集します
『音楽と動きの自然な関係を意識する』
リズムの楽しさや音の変化で、自然に身体を動かす
こと、反応することをバレエにくみ込んでいます。
リズムに合わせて飛んだり回ったり！楽しく踊
りましょう！女の子も男の子も大歓迎ですよ！

先月号の読者プレゼントの応募締切日に間違いがありました。申し訳ございません。読者の方から多数のご指摘を頂き、ありがとうございました。

ポポロ

コグマヤ
すき家

R２

・留袖 ￥15,750〜
・モーニング ￥16,800〜

※衣装に関する小物は一式お付けします。
※レンタル期間は、ご希望に応じます。

秋は夕暮れ、、、
そうだ、うどんを食べに行こう！
自家製朝打ち熟成ゆでたて麺に美味い

ペアシティ
三原西館

だし、そのだしが染み込んだ具材の

さぬきうどん

天霧 三原店

三原市宮浦 3-35-9
0848-64-6725
11:00 〜 21:00

三つ揃い。

R2

アツアツの麺をフゥフゥさせて口へ運ぶ

三原シティバレエ

間も、
鍋の中ではより一層味が染み込み、

三原市港町 1-2-18 4F
080-4897-7001

ファミリー
マート

宮浦郵便局

さぬきうどん
「天霧」の鍋焼きうどん

三原駅

mail:contact@mihara-ballet.com

大阪王将

あったか鍋シーズン到来

50 分間のレッスンです

リトミックバレエとは

クラッシックバレエの生徒さんも随時募集しています。
詳しい内容や料金などお気軽にお問い合わせしてください！

facebook もご覧ください。

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

帝人通り

詳しい内容はこちらから

三原
郵便局

挙式はチャペルがいいけれど、流行の「和」も気になる・・・

※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。

三原市

もちつき体験大会

三原市円一町二丁目1番1号
0848-64-7555

三原市宗郷 1-4-11
11:30〜14:00
17:30〜21:00
木曜日

イオン三原

洋の世界感をプラスした色打掛や本振袖はいかがでしょう ?

E メールアドレス：info@miharabiyori.net
住所：723-0051 三原市宮浦 6 丁目 30-1 三原日和 宛

三原市芸術文化センターポポロ

とき /11 月 17 日（日）開演 15:00
ところ / 三原市芸術文化センターポポロ ホール

ところ / 三原リージョンプラザ屋外広場
参加者募集 / 個人参加・グループ参加 （詳細はお問合せください）
飲食コーナー（焼きそば、ぜんざいなど）ゲームコーナー（射的など）きて！みて！つくって！体験コーナー
（展示ホールにて）
ポン菓子、ワッフル、ホットドッグなど人気の移動販売車が大集合

駅前
広場

鶏そば なんきち

お客様のご希望に沿えるようブライダルに詳しいスタッフが

ベスト・タンゴ !

とき /12 月 8 日 ( 日 ) 10:00〜15:00

三原市城町 2-2-8
0848-64-0400
17:00〜23:00
日曜日

お待ちしておりますので、お気軽にご相談下さいね。

内容 / こども用品・和服・洋服・食器類・電化製品・おもちゃ・本など。
おやじバンドフェスティバル 入場無料

とき /11 月 23 日（祝）10:00〜 ところ / 三原リージョンプラザ 文化ホール

ファミリー
マート

三原駅

自分らしく愛らしく

三原イベントスケジュール
三原リージョンプラザ

酒菜処佃や

ラーメンはもちろん、店内全品化学調味料不使用。
鶏の旨味を引き出した自慢のスープは、豚、牛、魚介
などを一切ブレンドしない純粋な鶏ガラスープで、
本郷・実広醤油の良さが活きています。

開催日時：2013 年 12 月 21 日（土） 14:30~17:30 【お問い合わせ先】
開催場所：三原国際ホテル
有限会社チアーズ（担当：山根）
〒710-0001
参加条件：25 才〜45 才までの三原市内に
岡山県倉敷市三田 76-1
在住または在勤の独身男女の方
TEL:086-484-0020( イベント専用ダイヤル）
※女性は市外の方でも可
ホームページ：http://cheer-s.com/131221
募集定員：男女各 25 名（合計 50 名）
【主 催】
※応募者多数の場合は抽選となります。
みはら de 婚活プロジェクト実行委員会
参 加 費：男性・女性 3.000 円
（三原青年会議所・三原商工会議所・三原臨空商工会
※アルコールの提供あります
みはらウィメンズネットワーク・三原市）
締 切 日：11 月 18 日（月）

・・

・・

・・

・・

中国の赤い大 地で祖 国に思いをはせながら、

よりご確認くださいませ。

楽しみながら美味しいお酒を飲んで頂けるよう、旬
の食材を意識してお料理を提供しています。
これから年末にかけては、牡蠣や白子を使ったあた
たかいお料理もございます。

NICE
EVENT

・・

・・

・・

・・

ケニアのサバンナで獣を狙うハンターと化し、時には

設置店舗情報は、三原日和 HP【http://www.miharabiyori.net】

・・

も場所も超えて主人公になりきり、時には夜明けの

神明の里」他約 100 店舗にご協力頂いております。

鶏にとことんこだわった一杯です。

三原ですてきな出会いを求める楽しいクリスマスパーティが開催されます。
気軽な気持ちであなたも是非参加してみてはいかがですか？

心情の描写は至ってシンプル。それでも私達は時代

三原市芸術文化センターポポロ、三原リージョンプラザ、道の駅「みはら

※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。

オススメコースは、
【前菜、
野菜サラダ、
8種類の串揚げ、
+飲み放題￥4,500
（4名様以上）
おむすび、
みそ汁、
香の物】
串揚げはもちろん、最後の〆まで喜んで頂けるよう、
お米にもこだわってご用意しています。

鶏そば（味玉入り）

吉野葛を入れてあんにも一工夫

今旬の、いちぢく・よもぎふのきのこあんかけ

待ち構えているわけでもありません。登場人物の

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

投稿はメール又はハガキ・封書で

鶏の旨味を引き出した料理

レンコンまんじゅう

れんこんのくわ焼

エビ・アスパラ・秋鮭といくら

今時期は、松茸や取れたて秋鮭がいいですね!

があるわけでもなく、わかりやすい感動シーンが

三原日和は、30,000 部発行し、市内の各所に店頭設置型の配布を行う

オリジナルのお料理レシピを募集しています。

得意とするもの

創作料理

biy
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m
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a
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・
o
・
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・
i
・
・

チャコ

呑ん助

駅から徒歩二分

須波

明神

円一町

城町

社会派小説は、読者をあっと驚かせるような仕掛け

川柳・俳句を募集しています。

得意とするもの

南 和則 36歳
ラーメン屋

三原大橋

スマホのアラームで起床して、LINE して、ネット

お問い合わせ先

三原の人、
ペット、
子供さんなど笑顔の写真を募集しています。

料理人

マリンロード

三原日和 Facebook はじめました！
http://www.facebook.com/mhrbiyori

忙しくなったわけではありません。その時間がスマホ
をつつく時間に代わってしまっただけのことです。

なりました、やなせたかしさん、憧れのコラムニ

三原市宮浦6丁目30-1 三原日和 宛

魚料理

マリンロード

当日はライブだけでなく、講演に映画上映、フリーマーケットに屋台など
がアチコチにあったり、商店街の人たちも休日返上で営業してくれたりと、
なんだかドンドン楽しみな、来年に期待する盛り上がりでした。

ひらがなを習う中国残留孤児と化すのです。記号化

スト・天野祐吉さん、そして先日母へ電話すると

E メールアドレス：
info@miharabiyori.net
住所：723-0051

得意とするもの

揚げ物全般

宮浦大通り

ひと言の小 言の後の倍 返し

プレゼント娘に貰い倍 返し

ジジババに孫は笑 顔で倍 返し

チロルチョコ百 倍 返しと笑う君

biyorin mama’ s column

山崎豊子さんは、宮本輝さんと並んで私の読書熱

応募方法：E メール,ハガキ・封書にて
「①川柳・柳号（ペンネーム）②住所
③氏名④電話番号」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「川柳投稿」
と入力してください。

得意とするもの

料理人

佃 直昭 36歳
和食居酒屋

38歳

三原市港町1-8-1
0848-62-7311
http://www.shimanami-shinkin.jp/

を高めてくれた大作家です。よく “地面を這いつく

お 題 は『 クリスマス 』
採用された方に 500 円の
図書カードをプレゼント !!

谷原 一平
和食料理店

しまなみ信用金庫 本店営業部

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！
料金など詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

次回の “びよりで川柳” の

料理人

藤井 祐作 32歳
串揚げ専門店

※新規にお預け入れいただく資金に限ります。
※当金庫にお預け入れいただいています流動性預金および定期積金からの振替は
対象となります。
※当金庫にお預け入れいただいています定期預金からの振替は対象となりません。

#21

☎

料理人

しまなみ海道 2013（冬）へお預けいただく際には次の資金
に限らせていただきます。

※しまなみ海道2013（冬）の特別金利は、初回満期日までの適用となります。
※初回満期日以降は、継続日のスーパー定期預金または大口定期預金の店頭表示金利での自動継続となります。
※しまなみ海道2013（冬）の利息は、満期日以後に一括してお支払させていただきます。
※満期日前に解約された場合には、お預け入れ期間に応じた当金庫所定の中途解約利率およびお預け入れ日から解約日の前日
までの日数により利息を計算させていただきます。

三原ミュージックマーケット『MMM』

広告募集

三原が美味しい！
若き料理人たちをご紹介します。

1 年間（元金または元利金の自動継続）

お題

『倍返し』

vol.21
TAKE FREE

※お取扱期間中であっても、募集総額 90 億円に達した場合は、お取扱を終了させていただきます。

いた愛犬家。大切な愛犬のこと、やっぱり犬が大好きな人に相談した

営業部 林です！
愛犬のトイプードル
と一緒に暮らして
います！

+ 0.20 %

お取扱期間：平成 25 年 11 月 1 日（金）〜平成 26 年 1 月 31 日（金）

そのうち２人は現在も犬と暮らし、残る１人も子供の頃に犬を可愛がって

タカシンホームでは、今後も愛犬家住宅コーディネーターの資格取得者を

11月号

し ま な み 海 道 2 0 1 3（ 冬 ）

タカシンホームに在籍する「愛犬家住宅コーディネーター」は、人と

増やしていく予定です。愛犬家の皆様、どうぞご期待ください！

201３

定期預金

検索
タカシンホーム
愛犬と快適に 暮 ら す 家 の こ と な ら
新築もリフォ ー ム も 、 タ カ シ ン ホ ー ム に お ま か せ ！

ポポロ
ニチエー
ファミリー
マート
デオデオ
ユニクロ

鍋底の最後の一口まで味わいたい天霧
鍋焼きうどん ￥690
（単品）

の鍋焼きうどん、今年も始まります。

コグマヤ

au

GEO

