
 「もう他の家には住みたくない」とユーザーの皆さんが口を
そろえる、健康住宅Ｆasの家。４回にわたってその魅力をお
伝えしてきましたが、まだまだ紙面では書ききれないメリット、
性能データ、設計者・施工者の思いなどがたくさんあります。
 「興味がでてきた」「もっと聞いてみたい」という方はぜひ、
大下建設の「すまいの相談日」をご利用ください。Ｆａｓの家
の詳しい説明はもちろん、他の工法での家づくりや、リフォーム、
土地探し、家のちょっとした修繕など、すまいに関するさま
ざまなご相談に対応しております。どうぞお気軽にご利用
ください。

検 索大下建設
『ファースの家』や健康住宅は

毎週土曜日は新築・リフォームお気軽相談会

三原市本郷町上北方4168-1
0848-86-2482

大下建設株式会社

「Fasの家に興味がある方や今の住まいをどうしようかな
と考えている方々に気軽に相談してもらいたいんです」

Fasの家
ご質問
受けます

※すまいの相談日ご利用の方に対し、ご希望に沿わない営業は一切行いません。
                                      開催日　毎週土曜日

時　間　午後1時～
場　所　大下建設1Fミーティングホール
予約はお電話にて伺います

     0120-862-487まで

本郷のレストラン山陽の近くで
駐車場もたっぷりある大下建設

フリーダイヤル

ファースの家

「どんな病気も同じですが症状のわかりにくい糖尿病は
　　　　　　　　　　簡単な血液検査からまず行ってください」

■糖尿病って怖い病気ですか？

 現代病、ぜいたく病と思われている面がありますが、
実はエジプト文明の時代から、日本では平安時代から
記録があり、たいへん古くからある病気です。両親や
兄弟姉妹に糖尿病が出ている方、食事の量が多い方
はリスクが高くなります。「尿の中に糖が出る病気」と
思われがちなのですが、本当の問題は血液中に糖分
が残ることです。糖分が血管に悪影響を与え、それが
合併症の原因になります。神経、網膜、腎臓の病気に
進行しやすく、神経では知覚の異常のほか、自律神経
に影響が出ると心臓や呼吸の異常で突然死を招くこ
ともあります。網膜では最悪のケースで失明、腎臓
では透析を受けることによって生活の質が大きく
下がってしまいます。

■自分で糖尿病になっているとわかりますか？

 自己診断での早期発見はできません。のどが渇く、
尿が近くなるというのが一般的な自覚症状とされて

山田記念病院　東儀宣哲副院長   

いますが、これが出ない人も多くいます。骨折で受診
して発覚したり、見え方が何かおかしいと眼科に行って
糖尿病と診断されたり、身体のだるさを歳のせいと
思っていたら実は糖尿病だったりといったケースが
多くあり、非常に病名を自覚しにくいです。
 このため診断された時にはインスリンの働きがすで
に半分から１／３程度まで落ちていることが多く、早期
発見、早期介入が非常に重要です。

■健康診断で引っかからなければＯＫですか？

 健康診断で測る血糖値は、他の内臓の検査などの
関係で空腹時の場合が多いのですが、糖尿病の初期
段階では空腹時ではなくまず食後の血糖値の変化に
異常が出ます。健康な人は食後２時間程度で食前の
値まで下がりますが、糖尿病になると食後の血糖値
の下がり方が健康な人に比べて遅くなっていきます。
空腹時の値に異常が出るのは、食後の値の悪化が
かなり進んだ後になりますので、健康診断で血糖に
異常がない、あるいは少なくても、糖尿病が進行し

ていないとは言い切れません。

■糖尿病の早期発見のためには？

 早期発見のポイントは、食後の血糖値の変化を検査
することです。健康診断や他の検査で血液検査を
する場合、支障が無ければ食後１時間程度の血液で
測ってもらうと糖尿病の発見につながることがありま
す。より確実なのは、糖尿病のチェックのためと目的
を明確にし、食事時間と検査時間を設定して血液検査
を行うことです。山田記念病院でもこうした糖尿病に
特化した検査を行っていますので、ぜひ積極的に
ご活用いただきたいと思います。

三原市宮浦6-2-1
0848-67-4767 R２

山田記念
病院

すき家

ファミリー
マート

ポポロ宮浦郵便局

大阪王将

糖尿病専門医の山田記念病院東儀宣哲副院長にインタビューさせていただきました。

1954年広島生まれの東儀副院長は日本内科
学会認定医・日本糖尿病学会専門医・日本医
師会認定産業医でもある。非常に物腰の穏や
かな方であり、素人にもわかりやすく今回の
インタビューにこたえていただきました。

医療の
現場から

医療法人　社団　明清会
山田記念病院

三原市宮浦4-9-18
　　　　（エディオン横）
0848-64-8139
9:00～20:00
月曜日　第1・3火曜日

デリッシュ・ヘア

 福祉美容師の資格をもつ「デリッシュ・ヘア」のオーナー木下さんは、体の自由が
利かず、介護を要するなどご自分で美容院へ出向くことが困難な方にも綺麗に
なって欲しいとの思いから、自宅や施設へ出張する訪問美容に力を入れています。
 この日は「サンライズマリン瀬戸」の入居者の方の出張カット＆カラーリング。
「短めに切りましょうね。カラーは春だから明るい色にしてみましょうか。」と
会話も弾みます。

訪問美容サービス美容院へ行けないあなたへ

カット/2,500円～3,000円
※パーマ・カラーも承ります。ご自宅・施設まで

訪問美容いたします 0848-64-8139お問合せ先

 初夏にかけて気持ちの良い気候になってきました。
髪を整えて気持ち新たにお出かけしませんか？

美容院での施術を希望される方へ…車椅子対応の福祉車両で無料送迎いたします。

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

「毎年、友達と一緒に行ったな、楽しかったな」と
            子どもたちの心にずっと残る祭りにしたいですね
５月の開催に向け、準備が進むさつき祭り。実行委員長
として企画や準備に精力的に取り組んでおられる、
泉田義博氏にお伺いしました。

今年の企画はいかがでしょう。

 役員の皆さんに頑張って頂き、徐々に形になってき
ているところですが、今回変わるところ、チャレンジ
しているのはパレードです。「さつきパレード」は
毎年、初日の土曜日に宮浦大通りで行われ、祭りを
盛り上げます。色々な団体が参加される中で、参加
者に小さなお子さんたちの姿が少なかったのですが、
今回は幼稚園や保育所の子どもさんたちが参加して
下さいます。特別な演技をするというものではなく、
みんなで歩いてもらうという形ですが、いま企画中
なのは、例えばさつき祭りのイメージキャラクターを
考えて、子どもたちが自分で色を塗ってお面などを
作れるようにし、身に着けて歩いてもらったり、園に
よっては仮装パレードをしたりできないか、などですね。  
また、これをきっかけに、さつき祭りに限らず小さな
お子さんたちがいろんなところへ登場するようになって

さつき祭り実行委員長 泉田義博氏

もらえればとも思っています。
 グラウンド広場では、消防署、警察、ＪＲ、自衛隊の
皆さんが制服姿で来られます。車両の展示のほか、
一部には子供たちのサイズの服も用意してもらい、
制服を着て写真撮影できるようなコーナーも設ける
予定です。
 交通安全協会からは、自動車運転シミュレーターを
出展していただきます。危険回避や安全運転のコツ
など、ハンドルを握って実際に体験しながら楽しく学ん
でいただけます。それから、近隣のご当地キャラクター
たちもたくさん？来てくれますよ。

祭りを支える人たちについて教えてください。

 中心となる実行委員会は、地元の事業者さんを中心
とした三原の方々で、例年二十数人程度。元々宮浦
の祭りだったので宮浦の方が多いですが、今は宮浦
に限らず、三原から広くご参加いただいています。
10 万人の来場者を迎える祭りですので、もちろん
実行委員会だけでなく、県立広島大学の学生ボラン
ティアの方々が 200 人体制で貢献して下さってい

ます。今では学生ボランティアなしにはさつき祭りは
考えられないほどです。こうした地域貢献活動が大学
のカリキュラムの一環ともなっているそうで、われわれ
としても大変感謝しております。
 開催を支える資金については、市内を中心に毎年
約300社の皆さんにご協賛頂いています。ありがとう
ございます。今後も広くご協力を求めて参りますので、
皆様どうぞよろしくお願いいたします。

さつき祭りに対する思いは。

 私自身は「子どもたちが楽しめる祭り」というイメー
ジを強く持っています。５月のよく晴れた空の下、
たくさんの子どもたちが集まって来るイメージですね。
「さつき祭りに行こう」と友達や家族を誘って、お金
もそんなにかからずに、毎年毎年来て一日、あるいは
二日遊んで。
 そうして子供たちの心にしっかり残って、大人になっ
てからは「友達と毎年行ってたなあ」という、懐か
しい、良い思い出が残るような祭りになってほしい
ですね。

予約開始4月29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.7

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

I WILL 土居写場は「三原
から笑顔を世界に発信！」を
テーマに三原の元気っ子を
大募集。0歳～6歳のお子
様を毎月6組無料撮影中！
三原日和さんを通してたく
さんの「笑顔」をお届け
します。ふるってご応募
ください。予約当日、お電話
が繋がりにくくなってお
りますが皆様の笑顔に出会
えること、スタッフ一同、
心よりお待ちしております。

「SMILEキッズ大集合☆」

色んな表情を見せてくれた「きらり」ちゃん
今度は海で遊ぼうね！

とっても仲良し「かりん」ちゃん＆「さくら」ちゃん
無邪気な笑顔にスタジオ中が明るくなりました。

木琴の音にはまった「ケイカ」ちゃん。素敵な音を
奏でてましたね。見ているだけで幸せになりました。
カワイイ笑顔をありがとう。また遊びに来てね！

まん丸お目めの
「ゆうひ」くん。
パパにそっくり
でしたね。
カープの服も似
合ってたぞー！

イケメン「りょうた」
くんは動きも活発でし
たね。笑った笑顔が眩
しいくらいキラキラし
てたよ。
また一緒に遊ぼうね！

とびっきりの笑
顔を見せてくれ
た「けんと」くん。
これからもみん
なにたくさんの
笑顔を振りまい
てね！

整体の技術を美容に応用 !
オガワセイタイの顔リフトアップコース

検 索オガワセイタイ

ちっちゃいおっちゃんのつぶやき 「顔」のコースとご予約下さい。
Amebaブログ

よしなが

エディオン

au ヤマト
運輸

ポポロ

コグマヤ

三原市宮浦3-29-24
0848-64-0625
10:00～20:00
水曜日

オガワセイタイ

 オガワセイタイさんの新メニュー !なんと
整体の技術を美容に応用してお顔のリフト
アップをするとのこと。まずは、手技でお顔
をほぐし、その後、微弱な電流（マイクロ
カレント）を流して細胞を活性化させる。
サボっているお顔の筋肉を筋トレするイメー
ジだそうです。エステとはちょっと違う
アプローチでお顔のリフトアップを試して
みませんか？気になる効果はブログにて→→

顔リフトアップコース￥3,000
手技時間合わせて30分程度です。

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

 就学時健診や会社健診にてメガネが必要と
言われた皆さん、メガネ、コンタクトを扱って
25年のキャリアがある町のメガネマイスター
くまのさんが専門家としてジャストフィット
してくれますよ！ R２

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

「就学時健診の視力検査でメガネが必要と言われたら」

視力もピッタリ！　お顔にもフィット！　価格もグッド！

「メガネサロンくまのはメガネの専門員」

※還付金アリの場合

片付けなどでお困りの時には『ごみのレスキューかたづけ隊』に
　おまかせください！

有限会社グリーンアースでは、処分に困った家財や捨てきれないゴミの片付けなどを
キチンと処理いたします。見積もり無料でTポイントも貯まりますのでお気軽にご相談下さい。

日和的
オススメ

セット内容（おおよその目安にして下さい）

お電話でのお問い合わせ

下見訪問（無料です）

※Tポイントが貯まります。

お申し込み

作　業

終了確認後、お支払い

▲
▲

▲
▲

▲

弊社は三原市の一般廃棄物収集運搬業
の許可を取得している専門業者です。
作業スタッフも研修を受けたプロの
スタッフですので安心しておまかせ
ください。

まかせて安心の許可業者です！
弊社に片付けの依頼をいただきますと
（100円につき1ポイント）Tポイント
を付与させていただきます！

片付け依頼でTポイントが貯まる！
お部屋の下見・お見積もりを無料で
実施させていただくだけでなく、
下見・お見積もり時にはTポイント
30pt を付与させていただきます。

下見からお見積もりは無料！

不用品 1 点の少量の片付けから、遺品の整理、片付け後の簡単なお掃除もお受け致します。お気軽にご相談下さい。

ここに
注目！

片づけゴミ収集作業にあたっての特記事項
・収集エリアは、三原市内を対象とさせていただきます。
・上記記載の価格は、目安の金額となっております。廃棄物
　の内容や条件により追加料金が発生する場合が有ります。
　お問い合わせ下さい。

・家電リサイクル品につきましては別途料金がかかります。
  金額が異なりますのでお問い合わせ下さい。

0120-097-530へ サービスの流れ

下見やお見積もりに伺う日程等を
打ち合わせさせていただきます。

※Tポイントが貯まります。

お見積もりのご依頼（無料です）

※実際の作業日程等を
決めさせていただきます。

※完了確認をしていただきます。

※Tポイントが貯まります。

楽々セット
少量の片付け向け

運賃＋処分費用＋作業員2名
18,000円～

※みかん箱25箱分くらい（ワゴン車）

安心セット

運賃＋処分費用＋作業員2名
 28,000円～

たまってしまったゴミでも安心
※みかん箱100箱分くらい（2トン車）

おまかせセット

運賃＋処分費用＋作業員2名
48,000円～

※みかん箱200箱分くらい（4トン車）

プロにまかせてお家がスッキリ

お問合せはコチラ

三原市久井町坂井原253
0848-62-1381

グリーンアース
有限会社

フリーダイヤル レスキューならごみゼロ

粗大ごみ

ソファー

タン
ス

ベッ
ド

T-POINT

T-POINT

ゴミの片づけで
Tポイントサービスは
当社が三原初！

「積立名人」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。

三原市港町1-8-1
0848-62-7311

しまなみ信用金庫 本店営業部

商 品 内 容
預 金 種 類 スーパー定期積金
期 間 10ヶ月以上 5年以下（1ヶ月単位）
販 売 対 象 個人の方に限ります
掛 込 周 期 毎月または2ヶ月に 1回
掛 込 方 法
掛 込 金 額

ATMでの入金または預金口座からの自動振替
1,000円以上

そ の 他 その他の取扱は一般の定期積金に準じます

契約期間 3年未満　店頭表示金利　+  0.10％

今、しまなみしんきんの定期積金商品「積立名人」をご契約のお客さまに

契約期間3年以上　店頭表示金利　+  0.20％
ただし、ATMでの掛込または預金口座からの自動振替の場合に限らせていただきます。

ATM入金・自動振替専用定期積金

積立名人 -つみたてめいじん-

ビッグ
チャンス

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

赤十字病院
関西
薬局

まつの
ストアー

善教寺
卍

東町郵便局

神明大橋
三原市東町2-8-18
0848-62-2963

学校法人 龍松学園
私立幼稚園 昭和園

おともだちがいっぱい !

にこにこクラブ

予約不要・無料です!（駐車場あり）

はじめまして !

5月10日（土）10:00～11:00

第1回

お子様とご一緒に昭和園で遊んでみませんか?
皆さんお誘いあわせの上、お気軽にご参加下さい。
（対象：幼稚園就園前の園児）

おうちの方やお友達と一緒にのびのびと園庭
で遊びましょう。（雨天時はお遊戯室）

楽しく遊ぼう!

6月21日（土）10:00～11:00

第2回

おうちの方と一緒に体を動かして楽しく
遊びましょう。どんなことをするのかな？

昭和園の

三原日和は、復興支援紙「モンテシオン」を使用しています。モンテシオンは、日本製紙株式会社の主力工場の一つ、宮城県の石巻工場で開発された印刷用紙です。 同工場は６メートルを超える津波によって大きなダメージを被り、約半年間、全く操業ができない状態となりました。日本製紙株式会社では、震災後に石巻で誕生したモンテシオンを復興のシンボルと位置づけ、その売上の一部は復興支援に役立てられています。三原日和は、このモンテシオンを採用することで、東日本大震災の被災地を応援しています。


