未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

8 週間の集中ダイエットクラス

INTERVIEW

作品に登場するなだらかな広葉樹の山並みは
生まれ育った三原の風景がベースになっています
三原出身で、大ヒットアニメ「妖怪ウォッチ」監督の

言われまして。なるほどと思い、最初は建設会社に
就職して現場監督の仕事をしていました。その後も

妖怪ウォッチが大ブレイクしています。
人気の秘密は。
アニメ作りは多くの人による共同作業ですが、その
中で「面白いかどうか」に徹底的に、妥協せずこだ
わっています。パロディが注目されることも多いです
が、実はベースになる物語とギャグの出来が良い事が
すごく重要で。寅さんの主題歌にそっくりな曲が流れ
たりして、子どもたちにわかるの？みたいな部分もちゃ
んとウケるのは、単にパロディというより、その場面

やはり自分はアニメの仕事しかないと思いまして、
アニメの製作会社にいきなり電話して、アルバイトでも
雑用でもなんでもいいから使ってくれと頼み込んで
転職しました。強引でしたね（笑）
アニメ作品の可能性は。

影響はもちろんありますね。関東には杉などの針葉樹
の山が多くて、アニメの中でもそういう山が多いです

から来ています。

作品の舞台は地方ですと尾道や竹原など、やはり

現在の道に進まれた経緯は。

コース。講座では太りにくく

作品を見ていたんですが、その中で押井守監督の
作品に感銘を受け、アニメ監督になりたいと考える
ようになりました。それを親に言ったら「良い作品を
作るにはいろんな人生経験を積んだほうがいい」と

目指します。同じ目標をもった

バイスをお願いします。

仲間と楽しくダイエットしま

スタンダードコース
日時：3/19（木）スタート
20:00〜1 時間程度

新たに上階層のモデルルームが公開されているとのこと

費用： 8 週間で ￥3,500
定員：10 名様
場所：港町会館

山陽本線高架下です
P

（三原市港町 1-1-11）

せんか？

「職業」からもう一歩踏み込んで「ポジション」を目標

東亜
不動産
ジョイフル

にすることが大切だと思います。
「プロ野球選手」が

どなたでも受講頂けます。まずはお気軽にご相談下さい。

受付時間
9:00〜21:00

TEL/084-931-4486

職業で
「ピッチャー」
がポジション。ケーキ屋さんでも、

ライフスタイルサロン

人ではポジションが違う。私は学生時代から生徒会長

セブン
イレブン

プラスワン（芳原） 福山市笠岡町 4-25

三原駅

会場：港町会館

三原市港町1-1-11

建物の無い半永久の前面空地の開放感を気に入っていた

仕事をしたいのか、それを具体的にイメージするほど、

サーパス宮沖二番館

だきました。すぐそばに学校、病院、商業施設がある利便

夢に近づいていけると思いますよ。

www.384.co.jp/miya2/

性、住環境も魅力となっています。建築資材が高騰する
なか、比較的ご検討しやすい価格帯である

ウシロシンジ 監 督 の
サイン色紙を2名様に
プレゼント ! ! 詳しい
応募方法は読者プレ
ゼ ント欄 を 見 て ね !

としての可能性はありますね。

どんな方が購入されているのでしょうか？

やはり全室南向きの陽当、筆影山を望む眺望、目の前に

目指す職業の中で、自分はどんな役割、立ち位置で

での小早川隆景の活躍などをみると、歴史物の舞台

３月下旬から始まるご契約者様へのお引渡しを前に、岡村
プロジェクトマネージャーにお聞きしました。

どのようなところが購入の決め手となっていますか？

ウシロシンジ監督でしたし（笑）

本屋大賞を取った「村上海賊の娘」や、大河ドラマ

あなた自身の目でお確かめください。

をお持ちの３〜４人家族が中心です。

きました。転職前の仕事も現場監督で、その時から

まちと思って生活してきましたので…でも、このたび

しまなみ海道も見えます。右手に沼田東、本郷方面まで、

30〜40代のご夫婦で、小学校中学年から高学年のお子様

だったので、ずっとアニメの「監督」を目標にやって

思います。三原は私も子供のころから大きな工場の

で、早速、日和記者も行って見ました。左手に沼田川河口、
正面には筆影山全体が一望のもとに。このパノラマ眺望を

R2

をやったり、皆の前に出てまとめ役をやるのが好き

雰囲気のよい観光地のまちが選ばれる傾向はあると

中学の頃、アニメが好きな友人に薦められていろんな

リバウンドしにくい体作りを

三原の子供たちに、夢をかなえる人生のためのアド

ケーキをたくさん売る人と、新しいケーキを開発する

故郷の三原が作品に影響することは。三原が舞台の

にすごくマッチした、盛り上がる演出だからなんです。 が、私の作品では低くなだらかな広葉樹の山が多い
子どもたちにも同じ日本人の感覚、DNA でわかるん です。これは生まれ育った三原の山並みのイメージ
ですね。

に！週に１回１時間程度の楽しい

「サーパス宮沖二番館の
購入のポイント教えます」

途中参加可能

帝人通り

ウシロシンジ氏に伺いました。

やせるメカニズムで驚きの結果

ことも大きいです。
快適なマンションライフが目前ですね。
新年度からの新生活がサーパス宮沖二番館
からいよいよ始まります。

「妖怪ウォッチ」監督
ウシロシンジ氏

ビヨリ記者と監督

三原
高校

和牛
信

興生
総合 フジ
ひまわり 病院 グラン

サーパス宮沖二番館

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

三原テレビ
沼田川

#23

若い方からシニアの方まで、読んで楽しく、暮らしに役立つ紙面を

がんばろう東日本！
がんばろう三原！

携帯電話・スマートフォンからも、ご覧いただけます。

作りたい。企業広告だけでなく、頑張っている人、まちのイベント
等にもスポットをあてていきたい。そして、三原をもっと明るく、住
みやすく、連帯感のあるまちにしたい。そんな思いで発行している

コンニチハ、モーリです ! 今回は最大 3 台が駐車

情報紙です。どうぞご支援のほど、よろしくお願い致します。

できる、広々フラットなエクステリア。純白の壁と
天然木がお洒落な家によく合うように、暖色のレン

三原の海の玄関口、
港町の異国風バル

天ぷらを美味しく食べるなら、何といっても揚げ

同等以上の耐風性・耐久性がありますよ。
そして三平と言えば「曲線」。全体的に柔らかな

メンタイなどの魚介 4 品と野菜 2 品がついた天ぷら

使い、単調にならず優しい印象になるよう心がけました。実はこちらの

広島の市場から買い付けしたものを、その日のうち

オーナーこだわりの数 10 種類のワインととも

お庭、私モーリがプランニングさせて頂いたのですが、取材中にご近所の

に調理してくれるという鮮度の良さなのです。瀬戸

に、アヒージョやバーニャカウダなどのイタリア
料理やスペイン料理がリーズナブルに楽しめます。
中でも本格的に焼き上げた地産野菜とみはら神明
minatomachi BAL

可能なので、これからの歓送迎会に是非利用し
たいですね。予算や人数など相談に応じくれる
とのことなので、幹事さん、チェックですよ！

三原市港町 1-6-16
マルヨシビル一階西館
R2
0848-63-0207
セブン
港湾
ランチ 11:30〜14:00 イレブン
ビル
※駐車場なし
ディナー 17:30〜24:00
日曜日 ※月曜が祝日の場合は日曜営業、月曜休

南方郵便局

各種定食は全てごはん、味噌汁、
お漬物付き。魚介はその日の仕入れ
によってネタが変わります。

ブライダルを熟知した
スタッフが衣装に関す
る相談に丁寧にお答え
しますので、安心して
ご来店下さいね。

大阪王将 宮浦郵便局
こぐま屋
すき家

R２

本郷カントリー
倶楽部

竹原カントリー
倶楽部

全てお任せプラン

三原市本郷町南方 8727-1
0848-86-5160
11：00 〜 20：30（L.O.20：00）
年中無休

成人式振袖（フルセット）

￥30,000〜（税別）

￥50,000〜（税別）

ベルフィーユ

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。

info@miharabiyori.net

62-6677

・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）

ソノフェリーチェ . の きらきら 1DAY ☆ コラボ 1 周年
3/15 日 10:00〜17:00

biyori NEWS

呼吸法などの要素を取り入れた独自のエクササイズ『デュークズウォーク』でお馴染み

１

30 分￥1,000

・お悩み別プチ足のトレーニング

15 分￥500

※他、メニューに関してはびよりカレンダー
をご覧ください。毎月第 3（日）きらきら
1DAY☆コラボ・第 4（土）ソノフェの日

三原市宮浦 6-30-1
080-1943-8705

（ソノフェリーチェ . 安田）

山田記念病院
広島
トヨタ

２

AR 動画

会場：スタジオ A

花兆

R2

丸亀製麺
すき家

日和動画アイコン

iPhone の方は「AppStore」で「junaio」を検索し、インストールしてください。
インストールが終わりアプリを開いたら、

左の「SCAN」をタップし、こちらの QR コードをスキャンします。
junaio が三原日和モードになり、画面に三原日和ロゴが表示されます。
※一度スキャンした後なら

この QR コードをスキャン！

写真に近づけてアップにすると… AR 動画がスタート！

そい

くまさん

より

AR 動画にてご紹介します！ぜひご覧ください！
名付けて『稲妻早い！布団カバー掛け！』

おいしいコーヒーを入れて
まってるにゃー

他にもたくさんの色・柄を取り揃えています
ポポロ
ニチエー
エディオン
GEO

→ 履歴 → miharabiyori の操作でも OK ！

３ 「AR 動画アイコン」のある写真にスマートフォンををかざしてみよう！

春のおさ

今回、その「掛けふとんカバーの簡単な掛け方」を、

AR動画

さらに 1 周年の感謝を込め
てご来場の方全員にプチプレ
ゼントをご用意しています！

・ウォーキングエクササイズ

Android の方は「GooglePlay ストア」で、

只今メガネサロンくまのでは、新しい

の春をどうぞ。

無料 AR アプリ「junaio」をダウンロード

宮浦大通り

ご予約を頂いた
先着 20 名様に
福山バラード
『赤いバラジュース』
をプレゼント !

三原日和に
デューク登場 !

デューク更家のウォーキングエク
ササイズ 中国新聞文化センター
イオン三原教室 4 月から受講者
募集中（ 0848-62-9111）
毎月第 2、4 金曜日

しませんか

扱い方法についても丁寧に説明しています。

AR動画

のデューク更家公認プロフェッサー、陣内千鶴さんをきらきらにお招きします！

AR動画

三原日和 AR 動画視聴方法

を迎えました。今回のコラボは、気功や運動生理学、武道、ヨガ、バレエ、ピラティス、

『正しく歩いて元気に美しく』

AR動画

女性にきらきらしてもらいたい ! との思いで始めたきらきら 1DAY☆コラボが 1 周年

三原日和がAR動画に対応しました！

気持ちをウキウキに

の新生活に向けてメガネ美人でワクワク

たくさんご用意しています。
お求めの際には、カバーの簡単なかけ方や、寝具の取り

AR 動画

道路側に柱がないのは大き
なメリット。太いフレームで
高級感もあります

三原市皆実 1-14 -11
0848-63-1301
10:00〜19:00
水曜日

フレームが入荷しております。これから

始められる方のために、元気な朝を迎えられる布団セットを

・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です。当店の衣装何にでもお使い頂けます。）

シンプルな縦ラインの門柱に
鮮やかなオレンジのポストで
明るく元気な印象に

三平商事有限会社

新しいメガネで

寝具専門店「寝・生活館よしなが」では、この春、新生活を

・前撮りと当日違う衣装が着られます。・前撮り時の着物、着付けの料金はサービス。
（一着分）

曲線がユニークで、道路側の高さが変
化する花壇。低い方に回って覗き込み
たくなる？

春がちかづいてきました

新生活を迎える方に、元気な朝をお届けします！

ご成約特典

取り扱い商品
ウエディングドレス、カクテルドレス、白打掛、色打掛、引き振袖、タキシード、紋付、モーニング、留袖、
訪問着、中振袖、子供衣装、初着、祝着、卒業式袴、礼服、ゲストドレス、ブラックフォーマル、喪服など

三原の情報紙を

一緒に三原びよりを作りませんか？
ライター・広告作成・営業・企画・撮影 募集中 !
大学生・主婦の方・未経験者歓迎します !!

三原市宮浦 6 丁目 30-1

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。

トヨタカローラ広島

一緒に作りましょ

募集要項
・三原日和を配ってくれるポスティングスタッフさん（宮浦・宗郷）
・文章を書くライターさん
・制作スタッフさん（イラストレーター・フォトショップが使える方）
・お客様と打合せをする営業さん
・写真を撮ってくれるカメラマンさん

ヘアーメイクこだわりプラン

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）

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

ユニクロ

本郷店

三万石

R２

スタッフ募集 !

あつあつ揚立てっちゃん

R2
安部店長

呉線

ユーホー

成人式は衣裳専門店で ! 成人式振袖レンタル展示会

バレンタインの 翌日、 幸 せ 気 分が盛り上がるなか 挙 式されたのは、
ラーメン康の宮浦店を経営されている二代目オーナーカップル♪
オフホワイトで揃えたウエディングドレス & タキシードが若 い お二 人
らしくて素敵です。三原で愛されるお店を仲良く続けていって下さいね !
貸衣装

検索

ローソン

正社員・パート・アルバイト
募集中！お気軽にお問い合わ
せください。

ご結婚おめでとうございます♪

ファミリー
マート

三平商事

や三種類の塩で味の変化も楽しめます。

芝生
広場

帝人通り

です。店内は意外に広く、収容人数は 25 名まで

と言って下さいました！ やった〜、感激です！

定食 880 円など定食メニューも豊富。自家製天つゆ

三原駅

FRANKY

奥様が通りかかって「キレイなお庭が出来ましたねー、デザインがいいワー」

内産の魚介を厳選した瀬戸内定食 780 円やとり天

フランキーピザ ￥1,400
久井の梶谷農園の野菜と
みはら神明鶏の本格ピザ

この辺の
広びろ感が
イイんです !

カーブを多く使っていますが、花壇とアプロ―チ部分は特に積極的に

定食は何と 680 円の良心価格！しかも魚介は毎朝

ような、港町風情漂う異国風のお店です。

2015 年 2 月 15 日 三原国際ホテル挙式
藤井直也様、恋様

2 本ですが、強度は十分！一般的なタイプと比べても

くれる話題の天ぷら屋さん。タチウオ、イカ、キス、

屋号の通り、フランク
（気軽）に立ち寄りたくなる

ピザランチ (850 円〜 ) はサラダとドリンク付き

敷地全体も広く感じます。2 台分の大きさに柱は

揚立てっちゃん」は、揚げ立てを一品ずつ配膳して

国道 2 号線沿いの港町にオープンしたフランキー。

またランチ営業も嬉しいところ。パスタランチや

カーポートは、前側に柱がないものを採用。車の
出し入れがとっても楽で、駐車スペースだけでなく

立てが一番。週末には家族連れで賑わう「あつあつ

今回びよリ〜ナがお邪魔したのは、昨年 11 月に

鶏のフランキーピザは大人気メニューとのこと。

ガとカラーコンクリートを組み合わせました。

揚げ立てをどうぞ！魚屋さんが経営する天ぷら屋さん

こぐま屋

au

寝・生活館 よしなが
三原市宮浦 3-6-26
0848-62-0011
9:00〜19:00
水曜日

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

