
三原日和は三原市内で30,000部発行。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。広告掲載のお申込は、0848-62-6677まで。

 晴天に恵まれた今年のG.W.、しまのわプロジェクト
も相まって、全国から集まったサイクリストで賑わう
しまなみ海道サイクリングへ出かけた旦那と息子を
見送った私と娘は、異例のヒットでこれまた賑わう
「アナと雪の女王」を観に映画館へ足を運びました。
 噂に違わず映画は素晴らしく、案の定影響されや
すい娘は、その日までブームだった朝の連ドラ「花子
とアン」の女学生を模した自作の袴衣装（フリース
毛布を裁断して縫って袴を作っていた）からアナの
ドレスの世界へ羽ばたいています。そんな娘を見て
いると、「アナ雪」はきっとこれから作られる彼女の
映画史の中で最初に印象に残った作品になるだろ
うな、と感じます。そう、私が丁度今の娘の年頃に
観に行った「南極物語」のように。

記憶の中の映画

 今のように各地にシネコンがなかった時代なので、
連れて行ってもらった先は東京・上野の映画館。
上野駅から上野公園の前を歩いて向かう途中の道で
初めて目にしたのは、アコーディオンを弾いて通行人
から金銭をもらう、片足のない傷痍軍人の姿でした。
その姿とアコーディオンの悲しげなメロディーは子ども
心に強烈に印象に残り、以来、「南極物語」と聞くと
あの傷痍軍人が思い浮かぶし、大人になってからも
私にとって上野はどこか悲しげなイメージがついた
場所なのでした。
 娘が将来「アナ雪」からどんな記憶を呼び起こす
のか。本当は一緒にサイクリングに行きたかった寂し
い思いかな？母としては、ウキウキではしゃいで食べ
たフードコートのペッパーライスだったら嬉しいな。
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び よ り カ レ ン ダ ー6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

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5,000円（税別）
です。0848-62-6677までご連絡下さい。HPからもお申込できます。

6/15  10:00～17:00
「きらきら1day☆コラボ」足の講座、ジェルネイル、コラージュワークショップ（小物or財布）

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

6/14 10:00～18:00

6月19日（木）  ①１０:3０ ②１4:00 ③18:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

映画「武士の献立」

※前売り券の販売はありません
1,100円均一
春（上戸彩）は人並み外れた料理の才能と味覚を持っていたが、勝ち
気過ぎてたった1年で婚家から離縁を言い渡される。加賀藩で料理方
を務める舟木伝内（西田敏行）に料理の腕を見込まれた彼女は、彼の
たっての願いで伝内の息子安信（高良健吾）のもとへ嫁ぐことに。だが、
包丁侍の家に生まれた跡取り息子の夫は料理が大の苦手で・・・・・

映画「瀬戸内海賊物語」
6月29日（日）  ①１０:3０ ②１4:00 
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 １,1００円
50歳以上夫婦お二人で２,2００円  フューレックカード提示 1,300円

前売り券1,000円

割引券設置場所　   三原リージョンプラザほか市内要所
前売り券　販売場所　三原リージョンプラザ、ポポロ、フジグラン三原、うきしろロビー　ほか

※前売り券の販売あります（当日販売もあり）

『三原日和7月号』発行日

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

6/15 13:00～15:00 リージョンプラザ小会議室 0848-64-8139（デリッシュヘア・木下）
アンチエイジングのための表情筋レッスンで気になる顔の若返り術  費用：1000円（予約不要）

歯ーモニーフェア　in  みはら
6月7日（土）  13:30～16:00　　サン・シープラザ（3階）
保健福祉課（０８４８-６7-6061）

内容：歯科健康診査、歯科相談、ブラッシング指導、フッ素洗口の実施指導、
　　　口の中の細菌観察、歯によい料理の展示・試食、歯科技工物の展示

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） (  ) 内は割引券利用

6/29 10:00～17:00 アンジェローズ　 0848-62-4435（奥村）  次回 8/24開催 !
「薔薇パーティー」お手頃価格でリンパ・マツエク・パーマ・メイク・ネイル・足ツボが体験できる！

6/30 10:00～15:00
夏越大祓祭りにて手しごと市を開催。新聞紙１枚を広げた小さなお店が集まります。出店も募集中♪

賀羅加波神社　 ０９０－７９７６－８４０７（尾道手工房  石川）

『舞台トーク』あります
10:30～　
大森研一監督・阿藤快さん（俳優）
14:00～大森研一監督　
※阿藤快さんは10:30からのみ
※終了後上映開始

トリニティ・アイリッシュ・ダンス

7月26日（土）14:00開演
三原市芸術文化センター　ポポロ
0848-81-0886

全席指定（税込）
S席6,000円（ポポロクラブ会員5,500円）
A席：4,500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
※A席はポポロ・ポポロオンラインのみ取扱い

ペア2組様プレゼント

ペア3組様プレゼント

ペア3組様プレゼント

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、
　　　　　　 ハママツ楽器（東広島）、啓文社新浜店（尾道）、スガナミ楽器本店（福山）

世界中で感動の嵐を巻き起こすタップ
ダンスエンターテイメント待望の来日 !

三原市宮浦3-6-26
0848-62-0011
9:00～19:00
水曜日

寝・生活館 よしなが

 近年は暑い夏が多く、寝苦しい夜も増えていますよね。そこで人気なのが、暑い夜も涼しく眠れる
「涼感寝具」。最新の涼感素材から、本麻などの天然素材を活かしたものまで、ひんやり涼しい寝具を
幅広く取り揃えています。敷パットでは、温度調節機能を持つ素材「PCM」を使った商品の人気が
高く、新発売の「アイスジュレ」もおすすめです。また、掛け寝具では今治産のタオルケットの人気が
上昇中。厚手で高品質なので、洗濯にも強いですよ。
 よしながでは、実際に様々な商品に触れてひんやり感を体験していただけますので、ぜひ気軽に
試しに来てくださいね！

暑～い夏に向けて、涼 感 寝 具 が勢揃い！

ニチエー
GEOエディオン

au

ポポロ

こぐま屋

人気商品は夏には品薄に
なる事もありますので、
お早目のご準備をオススメ
します！

最新の涼感素材が
揃ってます！
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三原西部住宅団地「あやめケ丘」のお問い合わせは三原市財務部管財課　　TEL0848-67-6012ま
で

 今の季節、園の周りでは鳥のさえずりがたくさん聞こえるんですが、都会から
来られた方が「テープですか？」と言われたんです。普段あたりまえと思って
いることが、とても恵まれた環境なんだと気づくことがたくさんあります。外
に出てお散歩をするときも、山の草地でごろごろしたり、葉っぱでお皿を作っ
たりといった山遊びができますし、ひみつ基地を作ったり、親の世代が子供の
頃に自然の中でしていた遊びを、子供も同じように体験することができます。
地域の皆さん、とくに高齢者の方には、みまもり、声かけ、自然とのふれあい
や遊びの指導など、たいへんお世話になっています。子供たちが、地域の方々
や、豊かな自然環境に囲まれて過ごせることは本当に素晴らしいと思っています。

わたしたちのあやめケ丘『あやめが丘保育園』

ボクたち、ワタシたちの沼田西『三原市立沼田西小学校』
 沼田西小学校では毎週金曜日、「わくわく縦割り班遊び」と称し、学年を縦に６班に分け、班ごとに遊ぶ時間を設けています。
「かくれんぼ」「おにごっこ」「こおりおに」…何をして遊ぶかは子どもたちが事前に話し合って決めます。校庭に全校児童65
名が班ごとに集合。高学年の児童が低学年の児童をおんぶし、また低学年児童がお兄さんお姉さんを追って所狭しと駆け回り
ます。沼田西小にチャイムは鳴りません。各自が時計を見て時間が来れば教室に戻り次の授業に備えます。しかも５分前行動。
自ずと主体性が備わって行きます。良く掃除された教室、廊下。整然と並んだ靴、ランドセルが目を引きます。続いて授業を
拝見しました。先生を要に扇型に並んだ机。先生からすべての児童に手が届く距離です。落ち着いた雰囲気のなか、粛々と授
業が進められます。水曜日には全校集団下校が行われます。時には上級生が新一年生のランドセルを持ち、弟、妹のように手
を引いて帰る姿が見られます。
 「学校全体が一つのファミリー」。龍光寺校長は、小さい学校だからこそ、学年を超えた交友、家庭間の交流ができると言います。
エヒメアヤメを通じた地域住民との交流も沼田西小の大きな特色です。

三原西部住宅団地「あやめヶ丘」に住んでいます 沼田西地区には13町内会、444世帯、約1,500人がいます。
旧来からある町内会のほか、あやめヶ丘など新興団地３町内会
も加盟しています。 沼田西はエヒメアヤメ、ホタルといった
他に誇れる地域資源があります。特にエヒメアヤメは沼田西
連合町内会全戸が保存会会員となり、地域一体で保護に取り
組んでいます。あやめヶ丘の人たちも積極的に参加しています。
 こうした活動を通じ、新旧住民が活発に交流することで地域
の連携と一体感が醸成されています。
 またとんどや猪子（いのこ）、お宮の祭りなど伝統行事も盛ん
で、子どもたちの情操を育んでいます。

 今から14年前に三原西部住宅団地「あやめヶ丘」に引っ越し
てきました。私がもともと沼田西の出身なので落ち着いた
環境で暮らしたかったのでこの団地はとっても私の思いに
ピッタリでした。 日々の暮らしは静かでゆったりと時が流れ、
敷地も割と大きい区画なので主人は趣味の野菜つくり、私は
ガーデニングを楽しんでいます。 そしてなによりも有り難い
のが子供を「安心して外に出せる」ことや「まわりの住人の
方々が家族のように接してくれる」こと。
 わたしにとっては最適な住環境ですよ。（森澤沼田西連合町内会長）

「エヒメアヤメで地域交流も活発」

（三原西部住宅団地「あやめヶ丘」にお住まいの中谷さん）

（あやめが丘保育園の保育士さんたち）

 新築や土地購入をご検討中の皆さん、三原市が販売する安心の分譲
地をご存知ですか？エヒメアヤメやホタルなど、豊かな自然に囲まれた
三原西部住宅団地「あやめヶ丘」が、坪単価6.6～8.8 万円、一区画
399万円台から好評分譲中です。ショッピングセンターや病院が充実
した本郷エリアにも近く、沼田西小学校まで800m。団地内には一時
預かりに対応する保育園もあり、子育て世代にもやさしい、三原エリア
屈指の大型団地です。

人と自然が調和する「あやめヶ丘」に暮らしませんか？

検 索三原市　管財課

詳細はホームページでご覧になれます。

検 索三原市立沼田西小学校

詳細はホームページでご覧になれます。

検 索あやめが丘保育園

詳細はホームページでご覧になれます。

沼田西の自然はスバラシイ！ 住んでる人たちはもっとスバラシイ！

沼田西小のみんな
　　　一生懸命観察してます

エヒメアヤメの観察

いつも元気な園児たち

わたしたちに是非
お問い合わせくだ
さい！　
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三原西部住宅団地「あやめヶ丘」

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

そんなシニアの方もご安心ください。はばたくネットは個別出張型なので
自分のペースで、好きなことから始めることができます。わからないこと
はわかるまでお教えします。パソコン、ipadの用意もありますので機器を持っ
ていない方も大丈夫ですよ。会員同士のつながりや、安心メールサービスも
喜ばれております。使い方サポート　1時間3,000円パソコン基本設定
　5,000 円の他、パソコン購入やトラブル対応もお任せください！

パソコン教室  会員様募集シニアむけ

※パソコン体験30分程度、500円にて実施中です。

年会費6,000円（税別）

興味はあるけど何か
ら始めたらいいか・・・

以前パソコン教室へ
通ったけどついてい
けず挫折・・・

始めてみたいけど
パソコンを持って
いないし・・・

パソコンやipadを使って楽しく活動的で便利な生活を送りましょう。はばたくネットがサポートします。

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

 別の大手メーカーでかなり話が進んでいた
のですが、知人のすすめもあり、話だけ聞く
つもりで相談しました。どちらも同じ自由設計
だったのですが、大手メーカーよりさらに
細かい部分も自由に決められることがわかり、
タカシンホームに決めました。希望を伝えて
から提案までに時間がかかることもありまし
たが、話を聞くと私たちのために一生懸命
考えてくれたんだ !と納得できる内容でした。
 お客さんとしてだけでなく、仕事でも会社に
出入りさせてもらっていますが、皆さんの
挨拶や見送りなど、対応が親切であたたかい
のがとても嬉しいです。

大手メーカーの自由設計より
もっと自由に家づくりが
できました！

タカシンホームのお客様インタビュー !

担当営業：松渡

夢をかなえる家づくりには、
間取りの自由だけでなく、
様々なオーダーへのきめ細
かい対応力が大切。タカシン
ホームは本物の自由設計で
お客様の夢を応援します！

検 索タカシンホーム

尾道市栗原町3195-1
0848-36-5791

応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2014年 6月 8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。

映画　「武士の献立」「共仕販が見つけたお米　5kg」
前号に引続き、2名様プレゼント !

映画　「瀬戸内海賊物語」　 トリニティ・アイリッシュ・ダンス
A B
C D

N様邸


