未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

INTERVIEW

だるま行列復活は手探りの試行錯誤ですが、
地域の皆さんとつながれることが嬉しいです

医療の 山田記念病院に新型DSA導入
現場 から
脳のカテーテル治療も可能に

のいろんな地域の方が集まって構成されています。 観光協会にもってこられた写真がほとんど唯一の
私たち実行委員長は、進行や調整、実作業への

資料で、１枚の写真だけを手掛かりに、試行錯誤

参加のほか、人手が必要になる作業では学生に

というか、１から手探りで作っている感じです。

ボランティアを呼びかけて人を集めたりもしています。 山脇邸で皆さんに作業をしてもらう時も、私達も
実行委員会は 10 月に第１回の顔合わせをした後、 全くやったことが無いものを教えるわけなので、

復活 ! 三原だるま あの光景をもう一度

地域の有志や三原小学校 3 年生の協力で写真の光景を再現。
子ども達がだるまの張り子を着て神明市を盛り上げます。

2/6（金）13:00〜15:00

三原小学校→東町大だるま付近 ※雨天の場合は三原駅構内
問い合わせ先：（一社）三原観光協会 0848-63-1481

神明だるま行列の復活に向け実行委員長として

活躍されている、県立広島大学３回生の和田さ
ん、萱島さんに伺いました。

実習でお世話になったちゃんくすさんに「だるま
行列の復活を一緒にやってほしい」と呼びかけて
頂いて、関わらせてもらうようになりました。実行
委員会は、ちゃんくす、観光協会、竹ひごを作って
下さる方、三原小学校の３年生、県大生など、三原

成人式は衣裳専門店で !

H28 年度

伝え方が難しくて。紙を貼るやり方一つとっても
うまくいかないことがあったり。

だるまの製作作業は、まず10月下旬に本郷の竹林

成人式振袖レンタル展示会
成人式の振袖レンタル展示会を絶賛開催中。
華やかな最新柄からレトロで可愛い古典柄まで、豊富な品揃えで、
想い出に残る振袖選びをお手伝いします。

普段大学で勉強してるだけでは関わることが出来

竹から竹ひごを作って頂き、12 月には本町の山脇

ない地域の方とつながりを感じることができて、

邸で、地域の方や小学生と一緒にダルマの骨組み

すごく刺激になっています。知らなかった三原の

を作り、紙を貼る作業をやりました。

こと、
神明市のこともたくさん知ることができました。

これからダルマの面相描きをしますが、これには
いろんな意見があり、伝統的な三原だるまを描いた
ほうがいいとか、小学生に自由に描いてもらえば
上で、それ以外は子供たちの自由にと最終的にまと
まりました。お囃子、歩き方、踊りなど当日の演出は
現在協議中です。

シニアむけ

成人式振袖（フルセット）
+ ヘアーメイク着付け
+ 写真（1 ポーズ）

￥30,000〜（税別）
衣装のレンタルのみも可能。衣装
はお持ち帰り、お客様行きつけの
美容室への配達も行っております。
美容室のご紹介も出来ます。

当日は着付け、ヘアーメイク、写真
撮り全てポポロ近くの当店舗で
行えます。移動がないのでとっても
楽。準備後はそのまま式典へ。

ご成約特典

卒業式袴も

・前撮りと当日違う衣装が着られます。

お任せ下さい

・前撮り時の着物、着付けの料金はサービス。
（一着分）
・髪飾り、
またはショールをプレゼント。
（5 万円以上ご利用の方）

楽しみにしています。小学生の皆さんも今神明市や
だるまの勉強をしてくれていて、きっと頑張って
本番をやってくれると思います。みんなで協力して
作っただるまを着て子供たちが歩くところをたくさ

※インタビュー内容は、お二人のお話をもとに編集させて
頂いております。

パソコンを
もっと有効に
使いたい !

病態により、
「開頭手術が必要な場合」
「血管内治療
が必要な場合」
「どちらかを選択できる場合」「両方

治療を行うことであり、これを「脳外科手術」と言い

を併用して行う場合」に分かれますが、今までは血

ます。一方でカテーテルと言いまして、血管の中に細い

管内治療が必要な場合にはヘリコプターや陸路で広

管のような器具を入れて治療する方法があります。

島や福山に搬送しなければならないこともありま

心臓の疾患や足の血管の治療でご存知の方も多いと

した。しかし今後は、三原地域の中で上記のいずれ

思いますが、
２０年くらい前から、脳の領域でもカテー

の治療も可能になります。

テルによる治療が出来るようになってきていて、これ

特に、心臓から流れてきた血栓で脳の血管が詰まる
まとめますと、脳を治療するための武器が増えた
脳塞栓などの場合、時間との戦いになりますので、 ことで「治療の質が上がる」「幅が広がる」「今まで
搬送が必要ない事は大きなメリットになります。
また、 三原で困難だった治療が可能になる」という事に

を「脳の血管内治療」という風に表現します。その
これを今回刷新し、診断のための撮影にのみ対応し

一般的にカテーテル治療は切開手術に比べ患者さん
の体の負担も少ないですから、２つの方法が競合

となりました。

する場合は双方のメリットデメリットをご理解いただ

血管内治療に対応した DSA は大都市圏の病院で
は一般的になりつつありますが、三原のようなコン
いう大切な医療機械がこのたび山田記念病院に導入

科、カテーテル治療を行うのは循環器内科と別の

されたという事になります。

科に分かれており、それぞれ非常に専門性が高い

ファミリー
マート
ユニクロ

こぐま屋
すき家

R２

・各種設定（メールなど） 3,000 円〜
・個別出張教室 1 時間 2,550 円〜
・トラブル解決 5,000 円〜

※上記は会員価格です。（要年会費 6,000 円、会員になって頂いた方
には上記より１点サービス、その他会員むけサービスあります）
※パソコンの販売、設定、トラブル解決なども致します。
※価格は税別です。

はばたくネット
代表：湯淺

公伸

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

ここを
チェック！

2 月無料体験学習の POINT!

自学自習力

自分からすすんで机に向かい、
学び取っていく力

集中力

ひとつのことに
夢中になって取り組める力

くもんいくもん

いただきたいポイントをお教えします。
リビング・ダイニング・・
広さや開放感、キッチンとの距離、天井の高さを感じてください。
キッチン・・ 準備から後片付けまでの流れ、収納や使い勝手、シンク前からの視野を
チェック。ダイニングや洗面との動線も確認を。

基礎学力

マンション全景。もうすぐ完成です。

すべての教科の
要となる読解力や計算力

収納・・

荷物は増えていくもの。収納スペースをしっかり確認。

駐車場・・

平面駐車場で車の出し入れは快適。サブエントランスもチェックを。

ドレッシングルーム・バスルーム・・
三面鏡をあしらった洗面台。親子で入れるバスルーム。

検索

受付期間 2月1日
（日）
〜2月28 日
（土）
０歳〜２歳台の
お子さまとお母さま
くもんオリジナル絵本と CD で、親子の楽しいことばのやりとりを。教室で先生とのコミュニケーション
タイムも。今なら 2 週間無料でお試しいただけます。会費 /1 ヶ月 2,160 円（税込）※入会金不要

まで

2月末

バルコニー・・南向きでリバービューの明るさと開放感、爽快感を実感してください。

⇒ＡＲ動画で是非眺望をご覧ください！
サーパス宮沖二番館

AR
動画

2015 年 1 月 17 日より
衣装展示会を当スタジオにて
随時開催中
ersa
20th Anniv

専門スタッフによる即時対応で安心サポート

三原小学校
お茶の
平野園

品質で
すべてを語りたい

ＡＲ動画で店内が見れるよ !!
冬の特別感謝セール実施中！
すべてのメガネを特別価格に
させていただきます

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

三原駅

広島銀行

HOTEL
TODAI

三原 イオン三原
郵便局

ry

特典

※撮影用ネイルチップ 無料プレゼント
※ネイリストコラボ企画

AR
動画

アンジェローズのホンネノトコロ

三原市本町2-4-1
0848-62-4435
10:00〜19:30
年中無休

沼田川

お気軽にお越しくださいませ。

1/25（日）10:00〜17:00
「薔薇パーティー」お手頃価格
でリンパ・マツエク・パーマ・
お陰様でアンジェローズも今年で 11 年目を迎えます。本当にありがたく、
ネイルケア・ヘアーアレンジ
皆様に感謝申し上げます。当サロンでは、リンパマッサージとフェイシャル
教室・耳ツボエステ・パステル
エステをしておりますが、私の最も得意とする分野は、実は「心のケア」です。
が体験できる！他雑貨もあるよ !

（アンジェローズ）

三原テレビ

振袖衣装展示会

感謝価格にて全商品をご提供致します

0848-62-6155

Ange Rose

興生
総合 フジ
ひまわり 病院 グラン

祝 ご成人

冬のメガネフェア「特別キャンペーンのお知らせ」

ておりますのでご家族、ご友人お誘いの上

( 三原商工会議所 )

三原駅

和牛
信

ていただきます。人気商品も多数取り揃え

三原市皆実 4-8-1

三原城跡

三原市宮沖 5-9-34
0120-361-384
10:00〜18:00
火・水曜日（祝日は除く）

三原
高校

サロンくまの全商品特別価格にてご奉仕させ

みはらバル実行委員会

頑固な事を「頭がかたい」と言いますが、頑固な人は本当に頭がカチカチなんですね。

サーパス宮沖二番館

いつものご愛顧に感謝をいたしまして、メガネ

チケットが余ったらあとバルで楽しもう！

5,500 円 → 2,900 円 (3 月末まで )

現在、建物内６タイプのモデルルームを公開中。チェックして

お申し込みはお近くの教室、
または KUMON のホームページへ。

「2 月無料体験学習」の後、継続して学習される場合
●月会費 6,480 円（1 教科 / 幼児・小学生の場合）です。中学生 7,560 円、高校生以上 8,640 円。※英語学習開始時には、専用リスニング機器「E-Pencil」
6,480 円（税込）をご購入いただきます。●会費は教材費、消費税を含みます。●公文式の教室は入会金が不要です。●教室での学習は週 2 回です。

チケット 1 枚でバルメニューを堪能。チケット 5 枚中 1 枚は
指定されています。残りは自由に選べます。お店によってバル
提供時間が異なるので注意。

大好評の「奇跡の美容液」とエレクトロポレーション最新機器
導入致しました。是非お試し下さい。

サーパス宮沖二番館からスタートしませんか。

KUMON 教室、または KUMON のホームページからどうぞ。

ご予約セール

マップから行きたいお店を選びます。【参加店舗 31 店】

冬の乾燥肌対策

快適なマンションライフがもう目の前です。新年度からの新生活を

ラインを見極めます。無料体験のお申し込みは、お近くの

のご案内

まず 5 枚つづりのバルチケットとマップを購入。￥3,500

単に痩せたいとか、綺麗になりたいだけではなく、なんだか毎日つまら

サーパス宮沖二番館は、いよいよ３月下旬から入居が始まります。

テストも無料なので、現在の学力がわかり、お子さまのスタート

小学校標準服・学生服・セーラー服

バルメニュー提供期間 2/20 金 〜22 日

ないな ! と思われている方も是非お越し下さいませ。

「サーパス宮沖二番館
モデルルームはココをチェック」

学習可能で、最大 3 教科を 4 回まで受講できます。学力診断

シニアむけパソコンクラブ

R２

すき家

を無料で体験していただけます。算・数、英、国のすべてが

パソコンをお持ちでない方も大丈夫 ! こちらでご用意致します。
〈料金〉

ポポロ

山田記念
病院

2月16日
（月）
〜2月28日
（土）の 2 週間、教室での公文式学習

みはらで食べ歩きイベント開催!期間中チケットでお店の特別メニュー
（お料理 +1ドリンク）が楽しめます。気になるお店に行ってみよう !

ると驚くほどよく眠れるようになります。お腹や下半身が冷えると心も冷えてしまいます。

三原市宮浦6-2-1
0848-67-4767

KUMON の学習を無料体験してみませんか ?

みはらでちょい食べ歩き ! みはらバル開催

だから、頭を柔らかくする。そうすると考え方も柔軟になります。
「腹がたつ」とお腹が硬く

宮浦郵便局

「まずは行ってみよう！」

仕事などでパソコンで悩んだら…
その時ははばたくネットがサポートします !

ファミリー
マート

大阪王将

2 月16日（月）〜2 月28 日（土）

市内

・フルセット
（袴・着物・小物）
￥25,000〜（税別）

なるので、お腹を柔らかくしていくと気持ちも穏やかになります。眠れない方は背中を緩め

山田記念病院

明清会

www.384.co.jp/miya2/

・袴のみ
￥10,000〜（税別）

ペア 1 組様
■チケットの販売所
プレゼント
・三原商工会議所（皆実 4-8-1）
・うきしろロビー（三原駅前交番隣）
・各参加店舗（取扱い店舗のみ）

社団

川本仁志副院長

1966 年、広島県呉市生まれ。日本脳
神経外科学会専門医、日本脳血管内治
療学会専門医（更新中）

携帯電話・スマートフォンからも、ご覧いただけます。

貸衣装

大阪王将 宮浦郵便局

医療法人

2 月「無料体験学習」

です。当店の衣装何にでもお使い頂けます。）

三原市宮浦 6-20-22
0848-60-1515
10:00〜18:00
水曜日

山田記念病院

算数・数学
英語 , 国語

新学年に向け、
KUMON の学習を体験
してみませんか。

・10,000 円チケットプレゼント（式後から使用戴けるチケット

ベルフィーユ

尽きると思います。

いたうえで、患者さんの希望を考慮した治療もできる
心臓の治療では開胸して手術するのは心臓血管外

パソコンは何を買ったらいいか、
設定はどこに頼んでいいか…。
パソコンの調子が悪いけど
どうしたらいいのか…。

一つ増えたというより、診療科が一つ増えたと言える

ようになります。

パクトな街ではまだ当たり前とまでは言えない。そう

ただいま
受付中 !!

ものです。同様に考えれば、単に脳外科の機械が
ほどの幅の広がりが実現したと言えます。

ていたものから、血管内治療にも対応した新しい装置

会員制パソコン教室 会員様募集

分からない事を中心
に自分のペースで
パソコンを学びたい

成人式振袖（フルセット）

￥50,000〜（税別）

私達は神明市に行くのも実は初めてなので、すごく

と思っています。

資料が本当に少ないんです。丹下さんという方が

脳神経外科の主な仕事は、脳血管障害や脳腫瘍、
頭部の外傷や先天的な異常などに対して手術による

為の医療機械が「脳血管撮影装置（DSA）」です。

神明市の本番に向けてメッセージは。

んの人に見てもらって、今後にもつなげていければ

苦労したところ、面白いところは。

ヘアーメイクこだわりプラン

全てお任せプラン

でも、いろんな方と協力して進めてますので、

に竹を取りに行きました。崎本さんという方にその

いいなど様々でしたが、ある程度の基準を設けた

立ち上げから、現在までの状況は。

神明だるま行列の復活に向け実行委員長として活躍中 !
県立広島大学３回生の萱島さんと和田さん

月に１回程開催して、その時点での疑問点や改善点
などを話し合っています。

■DSA により何がかわるのでしょうか。

■DSA とはどのようなものでしょうか。

成人式当日用に着物に合わせてジェルネイル作成 !!
割引券使用で本格ジェルネイルがなんと 3,０００円 !

ご予約はすでに始まっています。まずはお電話を。

振袖レンタル

当日着付 + ヘアセット + メイク + 小物
草履 + バッグ + ショール + 写真 1P

全てセットで

￥21,000 から

ヘア、メイク相談会も行っています。

※100 点を超すプレタレンタルからオーダーレンタル
まで当スタジオ内に展示中。あなたに合う、とっておきの
振袖が見つかるはずです。

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

