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応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2014年 3月 9日（日）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。

※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。

【リージョン】映画　「永遠の0」　　3/16
映画　「かいけつゾロリ  まもるぜ！きょうりゅうのたまご」　

び よ り カ レ ン ダ ー3月
三原市芸術文化センター  ポポロ 三原リージョンプラザ 三原市

3/21・22 10:00~15:00
第３回みはら手しごと市　新聞紙一枚を広げた大きさの小さなお店が店開き。出店も募集中！

賀羅加波神社　 ０９０－７９７６－８４０７（尾道手工房  石川）

3/8  10:00~18:00
三原花遊祭  人気の美容・癒し・占い・雑貨など各メニュー最安値で楽しめるご褒美イベントよ！

レストラン山陽六角堂　 kayuusai.jp@gmail.com（花遊祭実行委員会）

1 行広告募集 !!「三原のみんな！こんなイベントがあるよ。」という方に、ぜひ使っていただきたい
びよりカレンダー。内容・費用は、広告文40字程度と日時・場所・連絡先を掲載して5,250円です。
0848-62-6677までご連絡下さい。HPからもお申込できます。

3月5日（水）・16日（日）  ①１０:3０ ②１4:00 ③１8:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

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人で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）

映画「永遠の0」

(  ) 内は割引券利用

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、うきしろロビー他

3/16上映分 ペア3組様プレゼント

映画「かいけつゾロリ 
　　　　　　まもるぜ！きょうりゅうのたまご」
３月２９日（土）  ①１０:0０ ②１2:00 ③１4:00 ④１6:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

前売り券800円（当日1,000円）
前売りペア券 1,500円
※フューレックカードの使用はできません。 
前売り券設置場所:リージョンプラザ・ポポロ・うきしろロビー・フジグラン三原・みどり書店ほか

ペア3組様プレゼント

みはら映画祭　田坂具隆
3月9日（日）9:00～
三原リージョンプラザ
文化観光課（0848-67-6014）

内容：映画の上映、女優  佐久間 良子さんによる舞台トーク

年会費  2,000円

※前売り券の販売はありません

3/9　10:00～17:00
第2日曜日は「きらきら1day☆コラボ」足の講座、ジェルネイル、整体。（予約優先）

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

3/22 13:00～17:00
毎月第4土曜日は、足のお悩み相談・カウンセリング・オーダーメイドインソール・靴の販売

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

ポポロクラブ（有料）会員のご案内 嬉しい5つの特典 !
ポポロ窓口・ポポロオンラインチケットにおいて、ポポロが指定する公演チケットを　   
　先行発売　 10％OFF（公演により割引率、会員価格でお求めいただける枚数が異なります。） 
　ポポロ１Ｆのカフェ・レストラン『maru2tasu』にて、4名様までお食事5％＆ドリンク
10％OFF 　 情報紙「ポポロ」をご家庭へ送付（隔月発行） 　アーティストグッズを抽選
でプレゼント     ※特典をご利用の際、必ずポポロクラブカードをご提示ください。

2
3

4 5

1

3月1日（土）～受付　 三原市芸術文化センタ－ ポポロ　 0848-81-0886

三原リージョンプラザ　4月の映画　
4/29（火・祝）5/3（土・祝）「映画ドラえもん 新・のび太の大魔境～ペコと5人の探検隊～」
みんな大好きな、ドラえもんの上映が決定 !!

biyorin  mama’ s column#25

 先日テレビで “高齢者のおしゃれ” なる番組を見ま
した。70～80代の街行くおしゃれな高齢者をキャッ
チして紹介する内容で、高価なブランド服ではなく、
共通するのは随所に若者の流行をさりげなく取り入れ
ながらも、重ねた年齢を味方につけた余裕のある装い。
若者には真似のできない格好良さに感心しきりでした。
 さて、これだけ寒い日が続けばぬか床も冷えるわけ
で、「ひゃぁ～つめた～い！」と言いながらもせっせと
ぬか床をかき回す我が家のめ以子は、家族一番の
オシャレ番長でもあります。お化粧やネイルにも憧れ
るけど、何より一番はヒールの高い「カタカタ靴」。
最近は子どもと大人のファッションに垣根がなくなった
かというくらい大人っぽい商品が溢れていて、娘も
昨夏、子ども用のミュールをどれだけ欲しがったこと
か。「走れない、危ない」という親の意向で結局買って
もらえず季節は変わり今年の神明市、お友達と約束
して縁日を回り帰ってきた第一声は「お母さん！負け

おしゃれ魔女め以子
たぁ～！」「？？」「○○ちゃん、めっちゃ可愛い洋服
着とった！黒い革のブーツ、リボンもついてるの！カタ
カタ鳴るやつ。わたし、負けたぁ～」ときました！私は
大笑いするやら呆れるやら感心するやらでしたが、
なかなかじゃぁどうぞというわけにもいかないもの。
（ケチすぎ？）するとよほどお友達のブーツが素敵だっ
たのか、娘は諦めきれずにとうとう自作のカタカタ靴を
作り始めたのです。カバーソックスのかかと部分に積み
木をイン、テープで固定しハイソックスと重ね履きして
飾りは神明市でゲットした宝石たち。願いどおりにカ
タカタ鳴らしながら、何故か私のストールを羽織り、
すまし顔で家の中を楚 と々歩き回っていました。老いも
若きも茶目っけのある洒落っけは周りも幸せにします
ね。私も見習わねば！

テープ
で固定

!

「め以子ブランド第一号？！」

三原市城町2-9-1-1002
0848-67-1688
9:00～18:00
不定休

はばたくネット
シニアむけパソコンクラブ

 現在お使いの、windows XPは、2014年4月9日をもって
サポートを終了します。パソコンの買い替えに伴って、各種設定
等、「はばたくネット」がサポートします!お気軽にお電話下さい。

・パソコン設置・基本設定　１台 5,000円
・メール設定・ソフトインストール・プリンタドライバーインストール等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   設定、１項目  3,000円

（価格は全て税抜き価格です）
※期限2014年 4月9日まで   ※当サービスのみどなたでもご利用できます

料  金  表

パソコン買い替え  設定キャンペーン#3

はばたくネットは個別出張型
パソコン教室です。
パソコン体験30分程度、
500円にて実施中
詳しくはお問い合わせ下さい。

第4回 みはら花遊祭

ジェルネイル・まつげエクステ・ヘッドマッサージ・ハンドマッサージ・
ほぐし・マインドブロックバスター・カード・シータヒーリング・
オーラソーマ・カラー・その他占い・施術

施術ブース 一律2,500円

物販ブース

お申し込み・お問い合わせ：花遊祭実行委員会
メール /kayuusai.jp@gmail.com（会場担当：桑田）

日時：3月8日（土）10:00～18:00
場所：レストラン山陽  六角堂（以前と場所が変わりました）
入場料：通常980円 → 入場無料

革細工・樹脂ねんど・スワロフスキーアクセサリー・パワーストーン・
ハンドメイド小物雑貨・台湾・バリの雑貨・その他ワークショップ

福山・神辺・山口・松江・笠岡・井原で人気のイベント。
女性が喜ぶ内容盛りだくさんです。只今、三原の出店者様募集中 !

隔月 第2土曜日
みはら花遊祭は

次回5/10
開催予定

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。

25号、いかがだったでしょうか？ 紙面ですご～く書き
たかったのですが、発行日の関係でお知らせできな
かったイベントを、終了後ではありますがご紹介します。
商店主さんや事業者さんが講師になり、まちのあちこ
ちで無料の教室が開かれる「まちゼミ」。商工会議所
青年部会の主催で、2月の中旬に三原で初めて開催
されました。このまちゼミ、参加者の満足度が高く、
まちの活性化にも効果があるとして、全国で爆発的に
広がっているそうです。日和スタッフも1人が参加さ
せてもらいましたが、予想以上の盛り上がりで、家族
で楽しい時間を過ごせて大満足だったとか。今後も引
き続き開催されるそうなので、期待しましょう！ 次は日
和スタッフも講師になれるかなぁ？

広告募集
三原日和Facebook
http://www.facebook.com/mhrbiyori

検 索三原日和

編集後記

教育ローン　特別金利キャンペーン

「教育ローン」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。

キャンペーン期間：平成25年10月1日（火）～平成26年3月31日（月）

三原市港町1-8-1
0848-62-7311

しまなみ信用金庫 本店営業部

HP http://www.shimanami-shinkin.jp/

キャンペーン
特 別 金 利

ご 利 用
いただける方

商 品 名

保 証 料

資 金 使 途

ご融資限度額
ご 融 資 期 間

担 保・保 証 人
必 要 書 類

そ の 他

年0.48%（一括先払い）

○本人確認書類　○年収確認書類（ご融資額100万円以下は不要）  ○資金使途確認書類（学校発行の振込用紙）など

500万円以内※6年制大学は1,000万円以内

不要

3ヵ月以上10年以内※6年制大学は3カ月以上16年以内（元金返済据置期間は卒業予定月まで）
当金庫の営業地区内にお住まいの方または事業所に勤務されている方で、次のすべての条件を満たすことができる方

しんきん教育ローン
当金庫会員の方 :2.10%（固定金利）

:3.25%（固定金利）当金庫会員以外の方

お申込人様またはお申込人様の子弟・孫・扶養されるご親族にかかる次の資金
①就学する学校等への納付金（最長1年分）
　※「学校等」は、国内・海外を問わず学校（教育施設）と呼称されるものを指します
　※「納付金」には、寄付金、学校債、いわゆる滑り止め受験で合格した学校等への入学金を含みます
②就学にかかる付帯費用（最長1年分、100万円以内）
　※「付帯費用」は、受験費用、教材費、下宿費用（敷金・礼金・家賃）、交通費、入学・卒業に伴う引越費用等を指します
③お申込人様が①または②を使途として、当金庫を含む金融機関・日本政策金融公庫・信販会社（消費者金融は除く）から
　借り入れられたローンの借換資金および借換に伴う繰上完済にかかる手数料
①および②は、申込日時点で支払日から3ヵ月以内のものに限り支払済資金も可

①満 20歳以上の方
②安定継続した収入のある方
③不渡り、延滞債務などの事故がなく、（一社）しんきん
　保証基金の保証が受けられる方

①繰上げ完済を行った場合には、残高・期間に応じて保証料の払戻が発生することがあります
②原則として、ご融資金は当金庫より支払先への振込が条件となります
③具体的な返済額については、各営業店窓口・福山ローンセンターで試算いたします

建設業の許可 広島県知事許可（般-22）第35519号

尾道営業所三原本社

株式会社　嵩 心設計・施工

タカシンホーム

三原市和田3-3-1
0848-61-1020

 ホームページで「20代からの家づくりを応援」の言葉を
みて、連絡させてもらいました。まわりの人に「やめたほ
うがいいのでは」と言われたL字型の敷地だったのですが、
検討していた他の敷地より広く、庭もしっかり取れそうだっ
たので、「プランがうまく行ったらここにしよう」と決めて
タカシンホームさんに相談しました。その結果、明るい LDK
と和室にしたいという希望を、敷地の形をうまく生かした
プランで実現していただきました。憧れだった対面キッチン
も、子どもたちが遊ぶ様子をほほえましく眺めながら家事が
出来ますし、本当に思い通りの家になりました。

L 字型の敷地を上手に
使ったプランで、
明るいリビングになりました！

タカシンホームのお客様インタビュー !

担当営業：松渡

M様邸 完全自由設計のタカシン
ホームなら、変形の敷地
や狭小敷地にも快適な
プランをご提案できます！
是非ご相談ください。

検 索タカシンホーム

尾道市栗原町3195-1
0848-36-5791

現在の国道2号線

西国街道
レストラン山陽数えきれない旅人たちが

ここを歩いたんだね。

宗長神社境内にある石棺。
墳丘はすでに壊されて
現存していません。

二本松古墳

貞丸1号古墳

貞丸2号古墳 御年代古墳

梅木平古墳

二本松古墳

貞丸1号古墳

6世紀末ころに建造された
と思われる円墳。
眺めの良い場所にあります。

丘陵地にそのまま残されている
ような古墳。手つかずの雰囲気
が歴史を感じさせます。

古墳時代末ころにつくられた
二室に分かれた石室。もしか
してご夫婦ですか？

広島県最大の横穴式石室です
古代の豪族の勢力はスゴい！
この広さわかりますか～？

なんだ
か細い

道だな
～

眺めが
いいな

～

梅木平古墳

御年代古墳

貞丸2号古墳

「サンドラにいく？」が合い言葉

「本郷の西国街道はけっこうスゴイ古墳の里でもありました
昔の旅人がテクテク歩いた「街道」を、僕らもテクテク歩いてみよう。歴史を体感できるポイントがたくさんありますよ！

「本郷の西国街道はけっこうスゴイ古墳の里でもありました！」
昔の旅人がテクテク歩いた「街道」を、僕らもテクテク歩いてみよう。歴史を体感できるポイントがたくさんありますよ！

2014
3月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.25

おぼえてますか
？

ファミリーレストランもコンビニエンスストアも無い頃、24時間営業のコーナーで天かすいっぱいの
うどんでお腹を満たし、ゲームコーナーのUFOキャッチャーで伊勢エビをつり上げ大にぎわい！
昭和の三原を盛り上げた通称「サンドラ」。皆さんも想い出がいっぱいなのではありませんか？

三原日和記者が早春に
テクテク歩いた 2時間
歴史の本郷紹介第一弾！

「レストラン山陽」が開業50年を迎えます
本郷の国道2号線沿いでみんなに愛され続けているレストラン山陽の「祝！50周年感謝フェア！」のお知らせ

50年前当時、誰もが大好きだった『Bセット」
特製ソースのハンバーグ、海老フライに白身魚の
フライ、ジューシーチキンソテーにたっぷりサラダ
ハム、ナポリタン、ポテトサラダも欠かせない。

開催期間：平成26年3月8（土）・9（日）・10（月）　※復刻メニューは3月末日まで

器もなつかしいまま
定番ハヤシライス。

中華そばとにぎり寿司って
相性いいんですよ。

具だくさんでボリュー
ム、栄養満点の中華丼。

特典その1
3月8・9・10日の3日間にレストラン山陽にて食事をされた
皆様それぞれに次回から使える「500円割引券」プレゼント！
（有効期間は2014年 3月末日まで）
特典その2
3月8・9・10日の3日間にレストラン山陽の『ドリンクバー
50円』にてサービスします！（通常380円）

特典その3
3月8・9・10日の3日間にレストラン山陽およびフードコー
ナーにて食事をされた皆様に記念品進呈！（先着1.000名様）

復刻
限定
メニュー！

復刻
限定
メニュー！

復刻
限定
メニュー！

復刻
限定
メニュー！

復刻
限定
メニュー！

復刻
限定
メニュー！

復刻
限定
メニュー！

復刻
限定
メニュー！

950円Bセット

1000円1000円中華そばセット中華そばセット中華そばセット

750円750円中華どんぶり中華どんぶり中華どんぶり

690円ハヤシライス

三原市民の皆様はもちろん、遠方からのお客様もドライブのご家族から長距離トラッ
クの運転手さんまで２号線沿いのドライブインとして多くの皆様に愛されてきた「レ
ストラン山陽」がこのたび開業５０年を迎えます。５０年の感謝の気持ちを込めた「感
謝フェア」では、たくさんの特典をご用意。割引券プレゼントの他、当時の味を再現
した復刻メニューも登場します。懐かしいあの味に出合いに出かけてみませんか？

山陽レストラン
三原市南方3-9-1
0848-86-2520
11:00～14:00 17:00~21:00（月～土）
11:00~21:00( 日・祝）

幸福の鐘を鳴らそう！

沼田川

県道33
山陽新幹線

R2

マックス
バリュ

本郷駅

感謝フェア
ありがとう

5050th
anniversary


