
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。

三原日和は、新聞折り込みの地域では毎月第4週末に折り込みにて、その他の地域は月末頃までに店舗設置やポスティングにて配布されています。

美肌実感モニター募集 !!
新規の方限定。2ヶ月間集中してワミレスのモニター体験をしてみませんか?

ワミレスのEXF（エクスフォリーエーション）体験とは
普段のお手入れでは取り切れない老化角層を指で取り除きます。
機械を使わないので低価格でご提供する事ができるのです。

モニター条件
・期間中必ず4回サロンケアに来られる方
・期間中、ご提案するホームケアで必ずスキンケアをして頂ける方
・セルフメイク、サロンメイク、トラブル部位の写真撮影と掲示が可能な方 三原

郵便局

広島銀行

イオン三原

1000円
カット

三原駅

三原市城町2-5-13  2F
090-9738-1167

ワミレスサロン三原
　　　　  STAY GOLD

mail:
staygold2008.257
　　 @ezweb.ne.jp

モニター料金通常料金

先ずは一度体験を・・ という方は、お試しご優待価格2,100円もございます。

32,000 円  →  21,000円

ホームケア4step +サロンケア4step
モニター料金

手芸店2F

美肌を目指して私たちが心を込めて
施術させて頂きます。

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

着地型観光の企画立案、「しまのわ」への積極的参加など
自然環境も大切にしながら取り組んでいきます

三原観光協会会長　福島偉人氏

２５年６月より三原観光協会会長として観光振興に
尽力されている、福島偉人氏に伺いました。

現在までの状況をお願いします。

 ６月からの半年で、２つの新しい事業が進んでい
ます。観光協会が「旅行業」をやっていくというの
がまず新しい動き。県の助成金を活用して採用した
３人の職員のうち１人が「３種旅行業」の資格を取得
します。３種は募集行為等に一定の制限があります
が、観光協会がツアーを企画し、旅行会社と提携
して募集、という流れが作れる。そこで力を入れて
いくのが「着地型観光」。魅力ある特典を用意して
三原に宿泊していただき、そこを拠点に三原全域は
もちろん尾道、瀬戸田、竹原なども巡るツアー企画
を立ち上げていきます。
 二つ目が、瀬戸内しまのわ2014。３月から１０月
まで、広島県と愛媛県の瀬戸内エリアで行われる
大きな観光キャンペーンで、宮島でオープニング、
今治でフィナーレとなります。この「しまのわ」でも
積極的に三原をＰＲしていきます。最終日の１０月２６日

は今治がメインですが、広島側の最終イベントの
一つとして１１月のうきしろ祭りを前倒しでやって
ほしいというお話を頂いていて、前向きに取り
組んでおります。

今後の展開は。

 個人的に考えているのは、周遊券。三原は空港の
あるまちなのに、JR西日本旅客鉄道株式会社の
広島支社と岡山支社のはざまになっていて、周遊券
の範囲外です。広島は東広島・安浦まで、岡山側
からは尾道まで。区間延長や新規設定を、三原駅
長、三原地域鉄道部長とも連携しながら働きかけて
いきます。その他鉄道関連では「瀬戸内さざなみ線」
が愛称の呉線。幸崎は特に夕日が美しく、観覧停車
も実施されていますが、列車そのものもデザインや
内装などで観光客にアピールするものをやれないか、
検討してもらいたいと考えています。
 それから、私は仕事上、樹木や緑化が専門なので、
自然を大事にした観光ルートの開発にも取り組んで
いきたい。たとえば佛通寺のモミジの樹勢が弱い

のは、もともと影が多いところに大勢の人が地盤を
踏んで歩くせいでもあります。街中の街路樹も同じ
で、たとえばケヤキは、ほうき状になった姿に自然な
美しさがありますが、細い枝を落としてしまうと
それが台無しになってしまう。樹木は環境資源で
あり、古くなれば文化財、歴史的財産にもなる。
駅から街へ出て、美しい樹々があるのとないのと
では大きく違う。陰になる、葉が落ちる等も言わ
れますが、皆さんの理解と協力を求めて行きたい。
縁あって樹を専門にやっている私が会長になった
わけなので、持っている知識はすべて投入して
いきます。
 それから、今後も大事になるのが、市民ひとり
ひとりの「おもてなしの心」。行政等に要望するだけ
でなく、自分自身はこんなおもてなしができる、こう
いう環境作りができると、そういった皆さんの意識が
本当に大きな観光資源になります。皆で一緒に取り
組んで、三原の観光を盛り上げていただきたいと
思っています。

建物内にシマトネリコという樹木が葉をひろげている待合室がある歯科がオープンしました。治療も完全個室で
プライバシーを重視。他の方の前でお名前を呼ばれることもありません。
男性歯科医と女性歯科医の両方が常勤しているので利用者の希望に応じて対応いたします。

歯の痛み・悩みは「ホワイトデンタルクリニック」に、どうぞご相談ください。

土曜・日曜日の診察、月水金は夜 8時まで診察します。

ホワイトデンタルクリニックの扉を開けてみてください、そこには・・ホワイトデンタルクリニックの扉を開けてみてください、そこには・・

R２

こぐま屋

すき家

中国銀行

宮浦郵便局

三原警察署

丸亀製麺
ダイソー

　ホワイトデンタルクリニック
　　　　三原市皆実2-2-4

0848-64-8660

火曜日及び祝日

診

10:00～13:00. 15:00~20:00
　　　　　　　 （月・水・金）

10:00～13:00. 14:00~17:00
　　　　　　　 （木・土・日）

予約開始 1月 5日

※電話がつながりにくいことがありますのでご容赦ください。

VOL.3

I WILL 土居写場
三原市東町2-3-6
0848-62-2984
9:00～18:00
水曜日 第1・第 3火曜日

元気な0~5歳のお子様を大募集！
土居写場が無料で撮影いたします！
先着6名様電話にて受付致します。
ふるってご応募ください。
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三原駅

三原
郵便局

HOTEL
TODAI

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま

くまのメガネサロン
三原市城町2-3-6
0848-62-7773
10:00～19:00
木曜日

 只今メガネサロンくまのでは、冬のフレーム新作キャンペーン
を行っています。NIKE などのカジュアルなブランドから
GUCCI・Dior はもちろん、中村勘三郎と言った至極の逸品

来年の新しいお顔をメガネでつくりましょう。
くまのは新年もにぎやかです！　

いつもにぎやかでとっても素敵なファミリーちゃん
登場です。こんなメガネもあるんですね！

まで続々新作が入荷致して
います。来年の新しい『お顔』
をメガネでコーディネート
してみませんか。

KURASH I通信山陽建設の

三原市宮沖1-13-7
0848 - 62-2115

山陽建設株式会社

 今回のお客様は、本郷のお好み焼き店「若あゆ」
さん。尾道で和食の料理人として働く息子さんが、
通勤距離は長くなるものの、ご夫婦で本郷に戻ら
れ両親との同居を決断。当初は敷地内に別宅を
建てる案もありましたが…調査の結果、現在の
建物が築３3年ながら重量鉄骨造で大変しっかり
しており、広さも十分だったため、２世帯住宅への
リフォームが決定しました。
 新しい家の玄関は１つですが、キッチン、バス、
トイレは別。プライバシーを確保しつつ、程良い
距離感を保ててます。そして、もう１つのポイント
は１階北側に位置するご両親の部屋。従来は暗
い空間でしたが、窓を増やして内装色も工夫す
ると…なんということでしょう！明るさ大幅アップ！
 「若い人たちがなかなか地元に残らない昨今、
息子夫婦が帰って来てくれることは本当にあり
がたいこと」としみじみ語って下さったお父さんの
言葉には、梶白さんも記者も思わずグッと来て
しまいました (T^T)
 幸せな２世帯家族の誕生に一役買った梶白さん。
う～ん、今回も良い仕事されましたね！

「家族のつながりをいつも大切に」の巻「家族の絆、劇的！リフォーム」の巻 リフォーム編

0848-62-2115

リフォームのご相談も
お気軽にお電話下さい。

店舗併用住宅

若あゆ焼き　
ボリュームたっぷりで
旨い！ ¥800
( ネギのせ+30円 )

もうすぐ完成、ビフォーアフター　
建物の奥側まで明るい
日差しがさんさんと入り、
とても爽やかに成りました。

before

after

家族で仲良くハイ！ポーズ！！    って梶白さんまで（笑）

【下肢静脈瘤症状例】【年代別静脈瘤の頻度】

検 索土肥病院

下肢静脈瘤でお困りではありませんか?
下肢静脈瘤Q&A

Q  

土肥病院院長　 土肥俊一郎

当院では、2012年に保険適用となった最新のレーザー治療
を含めた静脈瘤の日帰り治療を、現在10~20件／月で行って
います。どうぞお気軽にご相談下さい。

13% 55% 61% 75%
15～29歳 30～49歳 50～69歳 70歳～

三原市城町1-14 -14
（ヤマダ電機ナナメ前）
0848 - 64 -1212（代）

医療法人清幸会 
　　　土肥病院

0848-64-1212
ご予約・お問合せは

まで

A
：下肢静脈瘤の症状はどのようなものですか？
見た目が悪いという美容的な問題のみの方から、足がむくむ、
だるい、重い、痛む、ほてるなどの症状が出る方もいます。症状
が重くなると、こむら返り、湿疹、色素沈着、潰瘍などを起こ
すこともあります。

:

Q  
A
：静脈瘤ができやすいのはどのような人ですか？
妊娠をきっかけとして女性に多くみられ、（男性でも）
美容師、調理師、店員、看護師など立ち仕事に従事する
人に多いです。加齢とともに頻度は増え、50 歳以上
の方の 60% 以上にみられます。皆さんも膝下の内側
にこぶはありませんか？

:

〈出典〉アルケア（株）メディカルブック
『下肢静脈瘤、その原因と治療』

インターネットをしていると、右のような「パソコンが危険！」などと
警告が出ることがあります。ビックリしますよね。でも、実はこれ
ただの広告。何の問題もない新品のパソコンで見ても出るのです。
迷惑ですね～！ クリックすると、悪質なソフトが入って逆にパソコンが
おかしくなってしまうことも…インターネットの広告枠に表示される
これらの表示は、絶対に相手にしないようにしましょう！

アモさんのWindows ワンポイント！！！
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ユーホー

ローソン

呉線

トヨタカローラ広島

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

 コンニチハ大です。今回のご紹介は、古くなったウッドデッキを、
メンテナンスの手間が少ない、レンガのオープンテラスに変更
したリガーデン。色合いの鮮やかな古窯レンガで明るく仕上げ
ました。傷みの少なかったウッドデッキのフェンス部分は再利用
され、テラスのゾーニングにしっかり役目を果たしています。
 ポイントはこちらの収納庫。目立つところに置いても雰囲気を
損ないません。こうした「見せる収納庫」には木製タイプも多い
ですが、こちらの「カンナキュート」は木に見える部分も実は樹脂。
メンテナンスフリーで長持ちですヨ。
 古くなったウッドデッキは再施工することもできますが、ライフ
スタイルの変化に合わせて違ったタイプのお庭に生まれ変わら
せるのもオススメです。いろんなアイデアがありますので、相談
してみて下さいね～！

お庭でゆったり、コーヒー
タイムはいかが？

BEFORE

AFTER

#16

半円形のステップは、上側も
ピンク色の石を使ってやさしい
雰囲気です

検 索三平商事

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
おかげさまで創業40余年、広島県三原の大下建設株式会社は
ファース工法（ファースの家）、FAS加盟店です。   注文住宅、
オール電化住宅、健康住宅、新築住宅、増改築、リフォームを
ご提案します。お気軽にお問合わせください。

0120-86-2487
お問い合わせは

 地球環境はどんどん変化しつつあるようで、暑さ寒さが年々
厳しくなっているようです。我々の生活ではアレルギーや
ちょっとした体調不良に悩む方が増加しています。空気中に
含まれる汚染物質の問題も深刻化し始め、地球全体が悲鳴を
上げ始めているような気がします。そんな日々を送る中、せ
めて家に帰ったらほっとしたい、家の中だけでも良い環境を
作りたいと思うのはあたりまえのことではないでしょうか？

ファースの家

「ファースの家」をごぞんじですか？
過ごしにくい時期を快適に過ごしたいと言う発想から生まれた
「冬ぽっかぽか」「夏サラサラ」の高性能住宅です。

！ファースの家は
公的にも認められた
住宅です

！ ファースの家の
工法は多くの特許や
実用新案を取得

家族一人一人の生活時間帯も
多様化する中、「帰りたくなる
ような家」「家族で集まりたく
なるような家」弊社はそんな
家づくりを目指しています。

代表取締役社長 大下知男

専門スタッフによる即時対応で安心サポート

月末2 ま
で

ご予約セール

品質で
すべてを語りたい


