
の紙がモンテシオンからモンテルキアに変わりました !
モンテシオン、モンテルキアは日本製紙石巻工場より震災復興支援商品として登場した印刷用紙です。
26 年7月号より、より鮮やかな写真をご覧いただける「モンテルキア」を採用しております。三原日和
では、長期にわたって支援につながるよう、今後ともモンテシオン・モンテルキアを使用してまいります。

 気軽に、リーズナブルに天ぷらを食べたいときは「あつあつ
揚立てっちゃん」へ。
 毎朝広島の市場から買い付けされ、お店で調理、提供され
る魚介は鮮度抜群！注文して席へつくと、目の前で揚げて
くれた天ぷらを1品づつお皿に盛ってくれるので、最後まで
アツアツサクサクを味わうことができます。
 サラリーマンや主婦、家族連れといったお客様の中、意外
にも女性一人での来店が多いのは、店のスタッフの方々の
優しい接客によるものでしょうか。また11:00から夜までの
通し営業は、「ちょっと小腹がすいたなぁ～」というおやつ
タイムにサクサクっといけちゃうのもまたウレシイですね。

 新鮮でおいしいお寿司をリーズナブルな価格で
提供し、長～く三原の皆さんに愛されている小僧寿
し。にぎりや手巻きのファンの方が多いと思います
が…実はそれだけじゃないんです！ 小僧寿しでは、

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。

いつでも新鮮、いつでも揚げ立ての天ぷら専門店春はお弁当の季節です！
お花見に、会合に、
小僧寿しの仕出し弁当をどうぞ。

国道2 号線沿い美味しそうな
看板が目印です

サクサク
あつあつ !

「さがの」　1,000円（税込）

あつあつ揚立てっちゃん 
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

本郷店
南方郵便局 三万石

本郷カントリー
倶楽部

竹原カントリー
倶楽部

R2

小僧寿し宮浦店
三原市宮浦6-7-25
0848-64-8007
9:30～19:00

子供会や敬老会など、春のイベント・会合にピッタリの仕出し弁当を
800円から種類豊富にラインナップ。前日１３時までに注文すればＯＫ
なので、急な日程や直前の人数調整に対応できるのも、幹事さんには
嬉しいポイントです。
 暖かくなってきたら、お弁当の季節。「小僧寿しのお弁当持って、どこ
行こう？」考えるだけでワクワクしてきませんか？
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biyori NEWS 三原日和がAR動画に対応しました！
三原日和AR動画視聴方法

１

２　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 　　 →　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！
　　写真に近づけてアップにすると… AR動画がスタート！このQRコードをスキャン！

日和動画アイコン

無料ARアプリ「junaio」をダウンロード
　　Android の方は「GooglePlay ストア」で、
　　　iPhone の方は「AppStore」で「junaio」を検索し、インストールしてください。
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 ４月よりリンパマスター養成講座の３期生募集いたします。開業を目指して
いる方は勿論、ご自身やご家族の健康を保つため、食事、温熱、経絡リンパ
のご指導いたします。上記案内のスタートの日にちが難しい方には、全８回の
日程の調整や補講もおこなっていますのでお気軽にご相談ください。

～間違いだらけの健康法 ! 目からうろこのお話いっぱい～

三原市本町2-4-1
0848-62-4435
10:00～19:30
土曜日

Ange Rose
（アンジェローズ）

三原小学校

お茶の
平野園

三原駅

三原城跡

中医経絡リンパマスター養成講座のご案内

ー本町の気になる赤い看板ー

日　時：４/12（日）スタート

料　金：￥38,000
教材費：￥4,600〔認定証発行〕

理論　３時間×６回
実技　３時間×２回
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薔薇パーティーを覗いてみよう

4/5（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・
メイク・ジェルネイル・耳ツボ
エステ・パステル・占い
が体験できる！
他カフェ・雑貨もあるよ !

ご両親様やゲストの方の着物、
お洋服も豊富に取り揃えています。

※レンタル期間は、ご希望に応じます。
※返却時はクリーニングに出して頂く必要はありません。

・留袖　￥15,000（税別）～
・モーニング　￥16,000（税別）～

・ゲストドレス　￥12,000（税別）～
※衣装に関する小物は一式お付けします。

※バッグ、アクセサリーをお付けすることができます。
三原市宮浦6-20-22
0848-60-1515
10:00～18:00
水曜日

貸衣装 ベルフィーユ

R２
こぐま屋

ユニクロ
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マート

宮浦郵便局大阪王将

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

サーパス宮沖二番館

沼田川

三原
高校

和牛
信 三原テレビ

興生
総合
病院

フジ
グランひまわり

瀬戸内海を一望。パノラマビュールーム大公開
〈一見の価値ありです。皆様自身の目でお確かめください〉

サーパス宮沖二番館

www.384.co.jp/miya2/
携帯電話・スマートフォンからも、ご覧いただけます。

 花の香りがたちこめる季節に
なりました。サーパス宮沖二番館
では入居が始まり、新生活が
スタートしています。
岡村プロジェクトマネージャー
にお聞きしました。
完成おめでとうございます。
「ありがとうございます。おかげさまで入居される方のお引越しも順調に進んでいます」
新たに上層階のモデルルームを公開中だそうですね。
「筆影山・瀬戸内海・しまなみ海道を一望できる自慢の眺望はもちろん、家具、調度品を置いて実際
の生活をシミュレーションしていますから、ゆとりの広さと使い勝手を感じていただけます」
駐車場やセキュリティーは？
「全戸分の平置き駐車場をご用意しています。また先進オンラインシステムで24時間365日、
火災や事故、防犯に対応しています。」
この季節、急に転勤や転居が決まるということもありますが…
「今ならローンなど条件が整えば、即入居も可能です。売るのも買うのも買い替えも、オーナー様
を安心のサポートで支えます」

『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
三原市久井町坂井原253
0848-62-1381

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。

我々グリーンアースには遺品整理士がいます。
遺品整理士とは一般社団法人遺品整理士認定協会の民間
資格です。資格者はリサイクル物や廃棄処分品を法規に
基づいて正しく処理を行います。もっとも大切なのは故
人の残された想いを誠意をもって供養し、ご遺族のお手
伝いをさせていただくということです。

遺品整理士をご存知ですか？

故人の残されたものは想い出の他に衣類、家具、電化製
品、生活雑貨などさまざまなものがあります。それらの
処分をグリーンアースは行っております。

故人の想い出を大切に整理する
もう季節は春です。進学、就職、転勤などであたらしい
住まいに移られた方も多いのでは？これもあれもと思っ
ていたものが案外必要でなかったり。そんな方々の不必
要なものを処分いたします。お気軽にお電話ください。
見積もりを無料でいたします。

新生活を始められる皆様へ

話題の「断捨離」とまでは行かなくても、家の中に不要
だけど処分していないもの、実は結構ありませんか？か
たづけ隊のスタッフが無料で見積もりに伺います。プロ
のかたづけ術も教われるかもしれませんよ。

気分一新されたいかたへ

T-POINT

0120-097-530へ
フリーダイヤル レスキューならごみゼロ

楽々セット
少量のかたづけ向け
（運賃・処分費・作業員2名の費用込み）
　

18,000円～

ポイントもつくよ！

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

困っている人が笑顔になる手助けを。
　　　　　　　　美容師である私にできることとは。

「デリッシュ・ヘア」オーナー

病気やケガなどが原因で髪の毛を失った子ども達に
無償でウィッグを提供する「ヘアドネーション」
活動に賛同されている美容室「デリッシュ・ヘア」の
オーナー木下民江氏に、その活動について伺い
ました。

「ヘアドネーション」について教えてください。

 「ヘアドネーション」とは、「髪の毛を寄付する」と
いう意味です。NPO法人 JHDAC（ジャーダック）
が行っているボランティア活動で、病気やケガなど
で髪の毛を失った18歳以下の子ども達にウィッグを
無償で提供する活動です。一つのウィッグを作るに
は、長さ31センチ以上の20～30人分の髪の毛
が必要なんですよ。髪の毛は 31 センチ以上さえ
あれば古くても、またくせがあったりパーマをあてた
もの、染めたもの、白髪でも大丈夫です。
 私達のような全国の賛同美容室は、寄付を希望され
たお客様の髪をカットさせて頂き、定期的にJHDAC
へ送ります。ウィッグを希望される患者さんはあらか
じめ JHDAC へ申し込みが必要で、順番に提供を

受けるといった流れです。
 賛同美容室は髪を送って終わりではなく、完成され
たウィッグを本人に直接あてて手直しをし、その後
もシャンプーやお手入れもします。現在広島県内で
1名、全国で約 40名の子どもさんが待っていると
聞いています。

活動状況はいかがですか。

 この活動に賛同したのは昨年の11月からですが、
当時広島県で賛同美容室は 2店舗しかなく、その
うちの 1店舗でした。JHDAC のホームページを
みると、今はだいぶ増えてきたようです。当初はお
店のブログや店舗内で発信するくらいでしたが、今年
の 1月に新聞に掲載され、続けてテレビの取材が
入り放映されると、一気に問い合わせが増えました。
驚いたのは、近くに賛同美容室がないからと、福山
や呉からのお客様が多かった事です。先日は因島
からも来られました。以前切って保管していたという
髪の毛を持ってこられた方や、数年前に小学生の
娘さんを亡くされたお母様が、他人事ではない、と

ご自分の髪の毛を切って送付されたり。今約2か月
で20名分の髪の毛が集まったので寄付金と一緒に
送ろうとしているところです。
 
活動に対する思いと今後の課題は。

 私は以前から高齢者や障がい者など美容院へ来る
ことができない方へ向けて、訪問美容サービスや
美容院までの無料送迎サービスを行っています。
それに対する思いとヘアドネーションへの思いは全く
一緒で、やっぱり私の腕一本で喜んでくれる人がい
るから続けたい。それだけなんです。
 課題としては、この活動を知らない方がまだたくさん
おられます。まずは知っていただかないと。そのため
には私も色んな場所に出向いて発信していきたいし、
寄付の窓口である賛同美容室も増えてほしい。裾野
を広げて長く続けていきたいです。

木下 民江 氏

学習塾ペガサス  みどり宮浦教室

小学校４年から、算数が大の苦手に。何とかしないと…
それで、個別指導の「学習塾ペガサス」に通い始めたんです。

検 索学習塾ペガサス　三原

三原市宮浦6-7-35
0848-62-1151 
受付時間　火～金曜日（祝日を除く） 15:00 ～ 20:00

http://www.midoris.co.jp/juku

お母さんも「本当に勉強嫌いだったのに、ここに来た
ことでスイッチが入ってくれたと思います。面談も多い
ので様子がわかって安心です」と感謝されていました
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タブレットで楽しく学習し、プリントで「書く」ことを学ぶ。まったく新しい
小学英語講座「ＥＥ中学英語準備コース with Tab.」が始まります。
「ペガサスの個別指導」＋「44単元の中に約300ものステージを備えた豊富
なスモールステップ・コンテンツ」により、お子様の英語力を着実に育て
ます。学習指導要領にも対応し、中学校につながる英語学習を行います。

今なら期間限定で専用タブレット特別価格
5,400円がなんと０円に！（2015年 9月末まで）

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

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

三原駅

三原
郵便局

HOTEL
TODAI

広島銀行
イオン三原

く
ま
の

ボクはメガネサロンくまのさんで
メガネをおねがいしました

 メガネサロンくまのは創業26年のメガネ
専門員のいる眼鏡店です。どんなフレー
ムがお似合いか、レンズはどのタイプが
良いのか、かけごこちに不備はないかな
ど、その実績と経験でお客様に合うメガ
ネの自信をもって親切丁寧にBEST1を
お選びいたします。

くまのの購入価格より
さらに 1,000円割引有り！
（購入価格 1万円以上のお客様）

補聴器や他の
商品も割引だぞ！

４月末日までのあいだ、新商品含め全品特別価格にて

ご奉仕いたします。そしてさらに新卒・新入学の方々を

メガネサロンくまのは応援しま～～～す！

特別企画「Happy Birthday!!」
参加費　：5,000 円税別　

    （Birthday ケーキ＋2L額付き写真プレゼント）

参加年齢：1歳～12 歳までのお子様

限定 2組（予約が入り次第受付終了とさせていただきます。）

特別企画「Happy Birthday!!」
参加費　：5,000 円税別　

    （Birthday ケーキ＋2L額付き写真プレゼント）

参加年齢：1歳～12 歳までのお子様

限定 2組（予約が入り次第受付終了とさせていただきます。）

ろうそくに火を付け、Happy Birthday の歌を歌い、いっきに
吹き消す何とも言えない子どもの表情。そんな可愛い写真に手
書きのメッセージを入れ、プレゼントしてあげてください。きっ
と素敵な贈り物になると思いますよ！

4月 5日（SUN) AM10:00電話にて受付開始
（電話がつながらない、すでに終了の場合はご容赦ください）

「Happy Birthday !!」「Happy Birthday !!」

急募 ! 女性カメラマン&
女性デザイナーを募集 !

 計算がとにかく苦手で、小学校４年の１００マス計算に３０分
かかっていたというN君。お母さんも本人も「何とかしない
と」と思いながらも家庭学習では無理だと感じ、個別指導の
ペガサスに入塾することに。「塾は怖い雰囲気のもの」と思っ
ていたのにペガサスは全く怖くなく、友達もできて楽しかった
そうです。そして学習の結果は…１カ月で１００マス計算は
３０分から５分と、６倍のスピードに！
 しっかりわかるまで次に進めない仕組みのため、壁にぶつ
かった時は涙が出るほどつらいこともあったそうですが、そ
の分壁を越えたときの感動は最高なのだとか。
 中学３年までペガサスで学び、見事高校に合格したN君。「塾
のおかげです！来てよかった！」と笑顔で語ってくれました。

お弁当ラインナップをこちらからご覧いただけます
http://miharabiyori.net/p/3801.pdf

 挙式はチャペルがいいけれど、
厳かな「和」スタイルも気に
なる・・・
 打掛や本振袖のような花嫁様
ならではのお着物は、お色直し
や写真撮りで一着取り入れる
という方法も !
 桜や新緑など、四季の美しさを
背景に思い出に残るひと時を
お過ごし下さい。

品よく、おしゃれに伝統の衣装をまといたい !
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

ミセスの方、シニア世代の方にも好評です。
お呼ばれ衣装を購入してもなかなか使う機会がない…
小物まで一式揃う、レンタルゲストドレスは魅力的。


