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撮影協力モデル　YOPPI!

堀江宝飾店
リング￥12,600
5粒ネックレス￥12,600
3粒ネックレス（2WAY)￥15,750

ブル
ーサフ

ァイア、ルビー、マルチストーンが入ったジュエリー、キ
ラキラ

クリ
スマス

といえば
『シュトーレン』だよね !! 大人女子の私と

して
は

ＪＡ
Ｍの
クリ
スマ
ス！テー

マは「あかり」なんだって。

でカ
ラフル

でなんだか元気がでるような、パワーを感じるね。この
3 粒

ネッ
クレス

はハート型
にもなるんだって！ステキ！

クリ
スマス

にジュエリーって定番だけど、、、やっぱり欲しい～
っ

かね
しょう

さんのス
パイスのきいたシュトーレンが食べたいわ♡

なん
でも、

世の中い
ろんなお菓子があるけれど、焼き菓子にたど

り着い
た

玄人
さんに

オススメなん
だって。かねしょうさんの自信作 ! !

絶対
食べた

ーい !!モグモグモグ ......

暖か
いあ
かり
に包ま

れた、作家さんの手作りキャンドルや
オル
ゴー
ル
。

眺め
てる
だけ
でほの

ぼの～♡

お友
達へ
のプ
レゼン

トや、自分へのご褒美Ｍｙプレもいい
ナ～
!!

かねしょう

クリスマス
大人だって楽しみだよ

JAM
オルゴール￥1050
ライト￥1260～
手づくりキャンドル￥300～
クリスマスほのぼのシリーズ￥315～

こだわりコーヒーモーニング￥500
毎朝しております。
AM8:00～AM11:00
いろんなワークショップや体験教室を
してます。
例：ステンドグラス・シルバークラフトなど

シュトーレン（予約制）￥2,600
受け渡しは12月の第1、2週となります。

201３
12月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.22

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 0848-62-6677☎
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
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、三原リージョンプラザ、道の駅「みはら
神明の里」、「よがんす白竜」他約100店舗にご協力頂いております。また、
三原市立中央図書館にて閲覧可能です。
掲載料金、設置場所マップ、バックナンバーは三原日和 HPにてご覧
いただけます。

広告募集

投稿はメール又はハガキ・封書で

投稿募集
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。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。
川柳・俳句を募集しています。
オリジナルのお料理レシピを募集しています。

info@miharabiyori.net

三原市宮浦 6-30-1 三原日和 宛
723-0051

三原日和Facebookはじめました！
http://www.facebook.com/mhrbiyori
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『クリスマス』

『第0回佐木島100kmウォーク』お手伝いに行く
ビヨリ
取材記

 何故人はチャレンジするのか、100kmの向こうには何があるのか、日和記
者は10月19,20 日の二日間、風光明媚な佐木島で行われたこの大会でお手
伝いをさせてもらいました。夜からはあいにくの雨模様になり、寒さと眠気
と痛みと大会参加者は戦われていました。リタイアされた方も完歩された方
もそれぞれいらっしゃいましたが、どなたにも共通の説明不可能な感動を与
えて頂きました。試験的イベントではありましたが、新聞社の取材も来られ、
佐木島のみなさんにも大変お世話になり、どうやら来年正式に『第１回佐木
島100kmウォーク』開催になるそうです。皆さん選手と応援、どちらでも
結構です参加しましょう、今までにない感動に出会えますよ。

検 索三原日和

biyorin  mama’ s column#22

　恋人との別れは辛いもの。冬の恋人＝温いお布
団とのしばしのお別れに毎朝未練たらたらな子ども
たち。（と私。）でも娘に限っては今年は違います。
 「あまちゃん」以来、朝ドラにお熱い娘は、学校
から帰宅すると録画してある「ごちそうさん」を観な
がらおやつを食べるのが習慣となっています。
　「ごちそうさん」は、時は大正、とにかく食べる
ことが大好きな主人公「め以子」が、成長して恋を
して、「食べたい」という思いが「食べさせたい」に
変わり、嫁ぎ先の味の違いにとまどいながらも力
強く生きていくストーリー。
　次 に々出てくる美味しそ～なお料理に、娘の心と
お腹はぐっと持っていかれたようで、「苺ジャムを
ビンごと食べたい」、「卵５個のオムレツが食べたい」
と食べたい欲求は尽きません。砥石で包丁も研ぎだ
しました。そして、ついに「私のぬか床が欲しい」と。
　ぬか床！毎日必ずかきまぜなきゃいけない、手の
かかる、あのぬか床？(きっとすぐに飽きて、私が
世話をする羽目になるんじゃぁ…)と躊躇する母を

我が家のめ以子

【リージョン】
【三原日和】

【ポポロ】
応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　
締切：2013年 12月 2日（月）必着

読者プレゼント

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

「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。

「JAM」の500円分の商品券

※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。

宝くじ ふるさとわくわく劇場 in 三原

「JAM」 商品券
映画　「ペコロスの母に会いに行く」　
映画　「Workers ワーカーズ」　

日頃の感謝を込めて三原日和より
読者の皆様へプレゼント。
クリスマスが近づき、気分もクリスマ
スモード。「JAM」でかわいいグッズ
を手に入れて、素敵な一日を盛り上げ
ちゃってください !
Happy Merry Christmas!!

4名様

尻目に、娘は父を連れてさっさと買い物を済ませ、
「私のぬか床」を作り始めました。
　それから一ヶ月、娘の朝は、母の「ぬか床の
お世話だよ！」の目覚めの声で始まります。「捨て
野菜を入れなきゃ」「水が出てきたっ！どうしよー」
「今日のきゅうりはまだ浅いな」など、家族も感心
するほどの熱心さでせっせとお世話をしています。
め以子の真似をして、ぬかの付いた手で洗顔もしま
すよ。そして今、ドラマはめ以子が嫁ぎ先の小姑に
いびられまくるシーンへ。「どうして？なんでこんなに
意地悪をするの？」という素朴な疑問に父母からの
答えは得られないまま、次なる挑戦は「洗濯のり
を作る」だそうです。さて娘の嫁修行はいつまで
続くのでしょうか？

検 索タカシンホーム

R185

あさひ軒しまなみ
信用金庫

スーパー
ジョイ

ニチエー

沼田川三原大橋

タカシンホームの設計部さんに聞きました
家族みんなが満足できるプラン作りのコツは？

建設業の許可
広島県知事許可（般-22）第35519号

三原市和田3-3 -1
0848 - 61-1020

株式会社　嵩 心設計・施工

タカシンホーム

 設計部の仕事は、資金計画の範囲で最大限ご要望を叶えるプランを考え、提案し、お客様と一心同体に
なって家の形、ご家族の暮らしの形を決めていくことです。
 プランニングで重要なのは、新しい家での住まい方、生活の様子を、出来る限り具体的にイメージ
すること。例えばお子様が勉強している姿を想像したとき、そこはリビングなのか、個室なのか、その
一点だけでもプランは大きく変わってきます。
 また、ご家族の思いがバラバラにならないこと、特にご夫婦の間で大きな食い違いがないようにする
ことはとても大切です。自分の希望だけにとらわれないで、ご家族全員で希望を出し合い、一緒に
イメージする。そうやってご家族の希望を尊重し合うことで「家族みんなの夢がかなった、幸せな家」が
実現しますよ。

設計企画　羽田 設計企画　山本

詳しい内容はこちらから

facebookもご覧ください。

ペア1組様プレゼント

三原市三原市芸術文化センターポポロ

とき :12月11日（水）
上映時間 /①１０:3０ ②１4:00 ③１8:00
ところ / 三原リージョンプラザ 文化ホール

三原リージョンプラザ

三原市円一町二丁目1番1号
0848-64-7555

詳しい内容はこちらから

映画「ペコロスの母に会いに行く」

http://mihara-regionplaza.net/

三原市宮浦二丁目1番1号
0848-81-0886

検 索三原リージョンプラザ 検 索三原ポポロ

2名様プレゼント 岡崎倫典　アコースティックライブ

三原イベントスケジュール

とき /1 月 26日（日）開演14:00
ところ / 三原市芸術文化センターポポロ
料金 / 全席指定 一般 2,000 円

とき /12月 20日（金）開演18:00
ところ / 三原市芸術文化センターポポロ　ホワイエ
料金/全席自由 一般 2,500円（ポポロクラブ会員2,300円）

宝くじ ふるさとわくわく劇場in三原

※前売券が完売の場合は、当日券の販売はありません。
※3歳児未満はひざの上の場合は無料、席が必要な場合は有料
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）

チケット取扱 / ポポロ

映画　割引券設置場所  
リージョンプラザ  中央公民館 三原市図書館　本郷生涯学習センター　
大和文化センター　久井文化センター　ポポロ　うきしろロビー  ほか

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  ほか

障がい者手帳をお持ちの方 1,000円　60歳以上 １,０００円　
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

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）

第1部　お笑いオンステージ
第2部　トーク「ふるさと、わが町あのひと、このひと」
第3部　ほのぼのコメディ劇場

華麗なテクニックを見た人々は彼を “職人” と呼ぶ。
しかし、その暖かく幻想的な、歌詞のない世界 ...
故に6本から流れるメロディーに触れた人々は感動し、時には涙を流す。
「大人のための子守唄」 とき / 12月15日（日）時間 /17:30～

場所 / 三原市芸術文化センターポポロ
入場料 /2,000 円（1,500 円）
　　　  高校生以下 1,000 円（800円）

※（　）内は前売り料金
前売り券販売場所/ ポポロ、各文化センター、
　　　　　　　　  うきしろロビーほか

第16回三原市民ミュージカル
“パイレーツ・オブ・むらかみ”
村上水軍のお話

三原市民ミュージカル実行委員会事務局
（電話67-0369）

特別前売り券1,000円

認知症の母と僕  愛おしくてホロリ切ない　介護喜劇映画

（　）内は割引券利用

とき :12月23日（月・祝）上映時間 /①１０:3０ ②１3:30 
ところ / 三原リージョンプラザ 文化ホール　　　　

映画「Workers ワーカーズ」
みんなで働く　みんなで生きる　あたらしい働き方のはなし

とき /12月 8日 (日 )  10:00～15:00  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200円
ミニフードフェスティバル　焼きそば・ぜんざい・ピザ・ラーメン・ワッフル・ホットドックなど
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）

もちつき体験大会

（当日1,300円）

2名様プレゼント

とき/１２月７・８日（土・日）
開催場所 /
尾道商業高校（本店）
尾道駅前緑地帯（支店）

第2回  尾商デパート
尾道商業高校の生徒たちが
学校で学んでいることを実践 !

※オードブルプレート&1ドリンク付
※限定65席  ※未就学児入場不可

笑福亭仁鶴

チャーリー浜

上方よしお・西川のりお

広島銀行
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50インチ プラズマテレビ

家電、家具、事務・厨房用品、趣味娯楽品、小物雑貨
商品券、貴金属その他 新品中古品問わず、
まずはお気軽にご相談下さい。

引越による不要品

￥88,000
PMT-5040XG　2010年製

HDD 内蔵（250GB）

出張

※製造から５年以上経過している家電品、大型家具など
   買い取り出来ないものもあります。

三原市皆実1-5-23
0848 - 67 - 4564
10:00～19:00
水曜日
http://www.yolozuya.com

営
FAX

休

よろずや

HP

買い取りします

1台限定 !!

エコで 賢いリサイクル活用
今年最後の年末セール開催
12/6（金）より5日間
豪華賞品が当たるクジ引き抽選会
もあるよ。詳しくは、12/6（金）
朝刊折り込みで

？

 最近、巷では相続税増税で大変！という情報がよく出回っており、財産をたくさん
お持ちの方のご相談はかなり増えています。でも実は「うちはそんなに財産ない
から」というご家庭にも関係あるかも!? 税制改正で平成27年 1月 1日以降、
例えばご自宅に一人で暮らしておられたお母様が亡くなられ、相続人がお子さん
一人ですと3600万円（改正前は6000万円）を超える財産に相続税がかかって
きます。
 ここで注意すべきは、生命保険金や個人年金も加算されるケースです。財産が
3000万円であっても、生命保険金などが2000万円あれば合計5000万円に
なってしまい、90万円程度の相続税がかかってしまうのです（注：あくまで一例
です）。一度身近な専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

三原市城町1-25-6 
マリンビル３Ｆ
0848-61-2244

七川雅仁
公認会計士・税理士事務所

一般家庭で相続税がかかる？

解説：公認会計士・税理士 七川雅仁さん

JAM
三原市城町2-3-10
0848-64-0616
8:00～18:00
木曜日

寝・生活館 よしなが
三原市宮浦3-6-26
0848-62-0011
9:00～19:00
水曜日

ニチエー
GEOエディオン

au

ポポロ

コグマヤ

定休日も貸し切りにて対応可能です。

三原市港町3-3-1
0848-64-3210
10:30～15:00 
17:30～21:30
年中無休
【月・木・日ディナー休み】

かねしょう

R２

三原駅

三原
郵便局

広島銀行
イオン三原

ヤマダ電機

紳士服はるやま

堀江宝飾店
三原市城町2-13-1
イオン三原店1階
0848-62-8821
10:00～19:30

R2
三原港湾ビル

フェリー桟橋

帝
人
通
り

R２

三原
郵便局

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま

三原駅

モデルさんのお布団【寝・生活館　よしなが】
マニフレックス フラッグＦＸマットレス　￥92,400
トップアスリートも愛用する、世界70カ国で人気のイタリア製マットレスです。
高反発フォームにより、 理想的な体圧分散を実現。ノンスプリングで快適な寝心地です。

西川リビング　スーパーソフトダウンピロー　￥13,650
羽毛布団に使われるダウンを90％も使用した、限りなくやさしい柔らかさのプレミアムな羽毛まくら。
頭も首も肩も背中も、ふんわり包みこんでくれます。

頼れる先生Q&A


