
建設業の許可
広島県知事許可（般-22）第35519号

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

 熱帯魚の水槽をリビングと玄関の両方から見えるようにと提案して
下さり、実現してもらいました。リビングの土間と給排水設備は水槽
の水替えにも便利ですし、新しく仲間入りした愛犬のためにも活躍
しそうです。交代勤務があり昼に寝ることがあるのですが、リビング
の音が届きにくい寝室を設計してもらい、ぐっすり眠れるようになり
ました。中二階に大収納があり、アウトドアや釣りなどの荷物がた
くさん入るのもとても気に入っています。

こだわりの水槽ディスプレーや
土間のあるリビングを
自由設計で実現

タカシンホームのお客様インタビュー !

検 索タカシンホーム

尾道営業所
尾道市栗原町3195-1
0848-36-5791

タカシンホームは自由設
計で熱帯魚、ワンちゃん、
ネコちゃんなど動物好き
な方の夢も実現します。 
お世話もラクに、快適に
しましょう！

リビングの水槽が
玄関からも見えます

担当の細井さんは、プランニングから施工中まで
いつも親身になって対応してくれました。これか
らもずっといいお付き合いをお願いします。
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び よ り カ レ ン ダ ー10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。

三原日和 9月号掲載の『はろ～&すまいる Mart in 瀧宮神社 銀杏祭り』は中止となりました。

『三原日和11月号』発行日

10/11 10:00～18:00 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」美容・占い・雑貨・リラクゼーション・癒しの1日ご褒美イベント! 新規出店者募集 !

浮城祭り
10 月25日（土）13:00～20:30・26日（日）9:00～16:00　 
三原駅周辺と三原港周辺
【三原浮城まつり実行委員会（三原観光協会）】0848-63-1481　　　

天下の要塞として名を馳せた「浮城」三原城をテーマに、三原駅周辺と三原港で多くのイベ
ントが開催 !! 神楽や和太鼓演奏、人気の産直朝市など。

秋の夜のひととき・・・感謝祭
10月10日（金）18:00～21:00　※雨天決行
三原リージョンプラザ屋外広場　　0848-64-7555

琉球芸能　おもろ一座 三線ライブ　19:00～（無料）
屋台コーナー&ゲームコーナー  200円～　
お茶席　1席300円（お茶券総合受付で販売中）

映画「柘榴坂の仇討」
10月22日（水）・30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

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
割引券設置場所　   三原リージョンプラザほか市内要所
※フューレックカード使用できます

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

ポポロ冬の祭り

ウィンターイルミネーション
点灯式同時開催

気軽にライブ　
ピアノデュオ　セセディーユ　
        ファンタスティックコンサート
11月8日（土）開演18:45
三原市芸術文化センター ポポロ ホワイエ
0848-81-0886

全席自由 1,000円

ペア2組様
プレゼント

ペア6組様プレゼント

前売り券 1,100円 販売場所 /三原リージョンプラザ・ポポロ・うきしろロビー
　　　　　フジグラン三原・みどり書店

やっさ花火フェスタ

市民体育大会
10 月12日（日）9:00～　　　三原運動公園
スポーツ振興課（0848-64-7219）　　　

10/25  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）

お知らせ

今年のやっさ祭花火大会は台風接近で中止
となり、本当に残念でした。
でも吉報です。10月26日（日）、「やっさ
花火フェスタ」として改めて開催されるこ
とになりました。
大玉 22 発を含む約 5,000 発の花火が、
秋の夜空を彩ります。また、中国四国地方
最大級の2尺玉（直径60㎝）の巨大花火も
必見です。大玉のど迫力を体感しましょう！

10月26日（日）
19:00～19:45

やっさ花火フェスタ 開催

10/5 10:00～17:00
「きらきら1day☆コラボ」足の講座、ジェルネイル、マツエク、かいてき整体でリフレッシュ

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

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。

 運転免許の更新ハガキが届きました。あぁ、今回
もまたゴールドには手が届かず青色の私・・・
 さて、先日ショッピングセンターへ買い物に行き、
ほぼ満車状態だったにも関わらず障害者優先
スペースがきれいに空いているのを見た時、「あ、
さすがだな」と思いました。そう、他地方からきた私の
経験上ですが、三原は（広島が？中国地方が？）
ドライバーのマナーがとても良いように感じます。  
 市内を運転していても、無駄にクラクションを鳴ら
したり、黄色信号を突破したりなども少ないような。
そして脇道から出てきて並んでいる列に合流しようと
すると、大抵の場合サッと入れてくれます。歩行者
にも優しい。信号機のない横断歩道で待つこと、
多くても3 ～ 4 台目には停車してくれるのには、

オレンジドライバー

今夏遊びに来た関東在住の私の姉など「ありえな
い～」と驚いたほどです。なぜなのか？瀬戸内の
のんびりとした気風からなのか？お年寄りが多い町に
備わったいたわりの精神なのか？と自分勝手に考え
ること抜きにしても、これはついつい“生活の利便性”
や“教育の充実度”などで測りがちな、形式ばった
データでは見えてこない三原の「街力」だな！と思
います。

 朱に交われば赤くなる。私の運転マナーもだいぶ
向上してきたのでは？と期待したいところですが
「お母さん運転中結構ブツブツ言うよねｂｙ子ども」。
赤までいかぬ、まだオレンジくらい？あ、青色だった。
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応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2014年 10月 8日（水）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。

共仕販が見つけたお米　5kg 華のらーめん
気軽にライブ   『ピアノデュオ　セセディーユ』

A B
D

絵本『風のせれなーで』 C
映画　「柘榴坂の仇討」E

おいし～いお米2名様プレゼント !

表紙の雨のやっさの写真が良かっ
た。花火大会が中止になり、残念
でしたが、少しだけお祭り気分
を味わえました。（城町 I 様）

知らなかったいいお店を発見でき、
毎号楽しみ。アイドル パステル
の情報は驚きました !

（南方 N様）

表紙の雨の中のやっさ踊り
の写真に対するご感想を多
く頂きました。踊り子さん
の笑顔は、皆にパワーを与
えてくれましたね。来年に
繋げていきましょう !

お便りありがとうございます～読者様のご感想より抜粋～
スタッフより

ゲート 歩行者専用大看板
P 駐車場観覧エリア 交通規制区域

歩行者侵入禁止区域

JR糸崎駅

JR三原駅

みはら神明の里
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三原市役所
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花火本部
迷子センター
AED

花火本部
迷子センター
AED

船舶禁止区域

打ち上げ場所

屋台

 はばたくネットは、全くパソコンを触った事のない初心者の方や、
昔パソコンをやっていたけど途中で挫折された方むけのパソコン教室
です。講師が 1～3 名様へ完全対応するので、自分のペースで、
基礎から好きな事を周りに気遣うことなく進めて頂けます。パソコン・
iPad の用意もありますので、お持ちでない方もお気軽にどうぞ。

パソコン教室  会員様募集シニアむけ
完全個別　少人数制の教室です

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

代表：湯淺　公伸年会費　6,000円　　
パソコン教室　１時間3,000円
（会員割引、2 名、3 名での割引、4回、8回セット割引あり）

〈料金〉

料金は、税別価格になっています
※パソコン体験30分程度、500円にて実施中です。

パソコン
購入やトラブル
対応もお任せ
下さい !!

詳しくはお問い合わせ下さい

三原で音楽を始めたきっかけは。

 私が学生の頃、楽器屋さんやヤマハさんなどが協力
して年に2～3回行われる「十万馬力コンサート」っ
ていう催しが三原にあって、私達もバンドを組んで
出てたんですね。当時は中学生で、キーボードを弾
いてました。その頃はなんとなくやっていたんですが、
高校生になって歌を歌うようになって、自分の音楽を
やりたい、と思うようになりました。学校の先生がジャ
ニス・ジョプリンを教えてくれて、すごく影響を受け
ましたね。

プロになったきっかけは。

 高校卒業したらバンドを組んでいっぱいライブがした
かったので、東京のほうがライブハウスがいっぱい
あるという単純な考えで東京に出ました（笑）バイト
しながら活動してたんですが、ライブの時たまたま
見に来ていたソニーの新人発掘の人が気に入ってく

れて、声をかけられたのが最初のきっかけです。

ふるさと大使として、三原への思いは。

 三原が大好きなんです。今は両親もみんな東京です
けど、広島に来たら絶対三原に帰りたい！といつも
思ってます。仕事だと広島泊まりなんで、なかなか
三原に寄れないんですけど。三原に育ったからこそ、
都会でわかることもありますね。若いときは「田舎は
何もなくてやだな」と思ってましたけど、都会で大人
になってくると良さがすごくわかって。ウチらは誰で
もこんにちはーなんてあいさつしてたのに、そういう
のがホントないなーって。東京だと隣に誰が住んでる
かもわからない。友達になるといい人が多いんです
けどね。それに、三原の自然の豊かさは都会に行っ
てもずっと好きですね。
 私は、中学校の時にライブができる環境をつくって
くれてた、当時の大人の人たちにすごく感謝してる
んです。いまそれに永田さんが取り組まれているわ

けですけど。だから、行政の中にいる皆さんも含めて、
もっと私たちより上の世代の人たちに、頭をもっと
もっとやわらかくしてもらって、若者の意見を取り入れ
てもらえるようにお願いしたいですね。私は音楽で
ふるさと大使に任命してもらえたので、音楽に関して
自分の立場でできることは、積極的に各方面に協力
をお願いしていこうと思っています。

広島県三原市出身。1999 年に仲井戸 “CHABO” 麗市
プロデュース作品「オレンジ」でデビュー以来、忌野清志郎
や G.LOVE を始めとした多数 の国内外アーティスト、
ミュージシャンと交流を深めながら、そのOne&Only な
ヴォーカルによってオリジナルの世界観を表現し続けてい
る。ソロ、デュオ、バンドと様々なスタイルでライブを展開中。
この度メジャーデビュー15周年を迎え、バンドセットで
の凱旋ライブとなる

三原市ふるさと大使” Leyona”（レヨナ）にインタビュー

永田敬士と Leyona は
三原の先輩、後輩の仲間
ミュージシャンなのだ

www.queseraserafestival.comにて
Leyona のステージ情報を検索してください。

BAR CARLTON
三原市城町1-5-4
0848-63-6755
17:00～02:00
不定休

歴史が薫る三原のＢＡＲの原点

カールトンは建築家の浦辺鎮太郎の設計
により三原初の本格的なバーとして１９
５７年に誕生し、半世紀を超える歴史を
重ねてきた。そのカウンターを受け継ぐ
当代バーテンダー、加納さんも四半世紀
を超える経歴のベテラン。見事な所作に
思わず見とれてしまうのだが、本人いわ
く「まだまだ日々研鑽です」と向上心を
失わない。近年は若い後輩バーテンダー
から刺激を受けることが多いのだとか。

加納裕毅彦Bartender

BAR FLAT
三原市城町1-19-3
0848-36-6775
11:30~14:00 20:00~LAST
不定休

「大人の隠れ家的BAR」

谷原新平Bartender
FOOD&BAR 
　　モヒカンマン
三原市城町1-20-14 2F
0848-36-5059
1９:00～LAST
火曜日

能宗宏亘Bartender

趣味のアイテムを集め、まずは自分が
一番くつろげる場所を作ったという
「モヒカンマン」バーテンダーの能宗
さん。店名にはちょっとびっくりだが、
１人で来店されたお客様と楽しくおしゃ
べりしてくれる優しいマスターだ。好
きなものはカープ、魚釣り、マンガ、
映画で、店内にはマンガがずらりと並
ぶ書棚もある。一品料理、パスタなど
食事のメニューも豊富なので、おなか
をすかせて入っても大丈夫。

名前にびっくり、でも中は優しい空間

Boonies Cafe Safari
三原市城町1-10-15
0848-63-2133
11:30~15:00 18:00~LAST
日曜日

シャンデリアきらめく異空間」

新田正樹Bartender

喫茶&BAR ウッディ
三原市港町1-5-30
0848-64-8486
17:00～03:00
火曜日

異色？「ありのままの」バーテンダー

水戸一見Bartender

BAR Seven Luck
三原市城町1-6-11
0848-67-7177
19:00～03:00
日曜日

我が師匠の背中を追いつづけていきます

豊島光宣Bartender

Cocktail＆Diner D.I.J
三原市城町1-11-1 2F 
0848-38-1515
19:00～03:00
月曜日

足を踏み入れると５０～６０年代のアメ
リカンカルチャーに包まれるＤ．Ｉ．Ｊ．
の店内は、３６名収容の広々した空間
だ。マグカップやお皿もファイヤーキ
ングと、徹底したこだわり。「バーテン
ダーとは『バーの優しい相談相手』と
いう意味。その言葉にふさわしい立ち
居振る舞いや、役割をしっかりと演じ
て行きたい」と言われる花戸さん。そ
んな彼の所作やビジュアルも大きな
魅力。

60's を楽しむアメリカンダイナー

花戸和也Bartender

BAR  M・A・S・H
三原市城町1-11-18
0848-62-4656
18:00～02:00
不定休

河野文治Bartender

夢を語り、楽しい気分になって欲しい

大人の時間
今宵、優しく流れる
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店のテーマの一つが「夢を語れる雰囲気」。
そのテーマ通り、実際に「俺こう思うん
だよ」と熱い思いを語られるお客様も多い
のだとか。バーテンダーの河野さんは「僕
より、まず店の雰囲気を気に入ってもらっ
て、お客様同士の会話を楽しんでもらえ
れば」と控えめだが、お客様の心の状態、
酔いの状態には常に細かく気を配る。来
た時より楽しい気持ちで帰って頂く、と
いうのがポリシーだそうだ。

広く明るい店内のせいか、バーテンダー
の人柄のせいか、ウッディには少し声を
上げてワイワイ話せる雰囲気がある。「華
やかに魅せる姿に憧れもあるんですが」と
言いつつ、あえて気取らない素の人柄で
明るく接してくれる水戸さん。「カウンター
越しにお客様とバーテンダーが話すのは
当然のこと。もっともっと気兼ねなく話
しに来てほしい」という言葉が、彼のス
タイルの原点かもしれない。

4

3

5

9

三原の新しいおしゃれスポット「Safari」。
カウンターの他にどっしりと配置された
ソファ席はゆっくり寛げること間違い
ない。その風貌からか巷では「King」と
いう呼称をもつ新田さん。「やりたい事
がたくさんあって、その一つがバーテン
ダーで。駅前に来たついでにちょっと
寄って行こうかな、って気軽に来てくれ
たら嬉しいです。」と、何だかぐいぐい
ひっぱっていってくれそうな頼れる
兄貴だ。ランチも人気。

8

お店のスタッフとの漫才のような掛け合い
で爆笑の取材だったのがここSevenLuck。
飄々とした雰囲気の豊島さんだが「バー
テンダーの魅力ですか ?う～ん、何かが
あるから好きになれる。その何か、続け
ながら探します。」と、ひとたび語りだす
とその深さに宇宙を感じてしまう。生地
から手作りするピザなど、美味しい食事
メニューも魅力。お腹を空かせて一軒
目からでも行きたいお店だ。

2

三原にもっと楽しい空間をと、今年5月に
オープンしたばかりの FLAT。どこか懐
かしさを感じさせながらも洗練された
古民家風のBAR。
「バーはコミュニケーションの場所。バー
テンダーには、お客様が求めている雰囲
気・空間をドリンクというツールとして
提供できることに魅力を感じます」谷原
さんの優しいお人柄そのもののお店は女
性も一人で立ち寄れそうな雰囲気。ラン
チ営業も嬉しい。

7

落ち着く空間であなたも笑顔にしたい

6

三原だからこんなに楽しい空間があります。BARTENDER 特集

2014
10月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.32

Bar New Pot
三原市城町1-7-12
080-3872-2723
20:00～02:00
月曜日

真殿晋也Bartender

バーテンダーに憧れてこの世界に入り
約10年。大阪等で腕を磨かれて三原
で開業してもうすぐ2年を迎えようと
している。おいしいカクテルをつくる
ことは当たり前のことで、明日への活
力になれるようお客様に接しているこ
とが何より大切だと。クールで落ち着
きのある店内と美しい所作で静かな空
間だが、その中でときおり少年のよう
な屈託のない笑顔を見せる真殿さんの
優しさがお店の雰囲気を一つ上げる。

スタッフ募集中 !

スタッフ募集中 !

S様邸


