未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

INTERVIEW

ゴミステーションに出しても収集してもらえないゴミがあります。

婚活パーティーは、楽しみながら女子力・男子力が磨ける場。
安心して参加できるイベントとして、認知度も内容も向上させていきます。
みはら de 婚活プロジェクト実行委員長として、婚活
パーティーの企画運営に尽力されている、林大作氏

に伺いました。

組織と実施状況について教えてください。
まず三原市の婚活プロジェクト事業というものが
ベースにあり、それを具体化して実施する組織として
立ち上げられたのが「みはら de 婚活プロジェクト
実行委員会」です。委員は三原市、青年会議所、
三原臨空商工会、みはらウィメンズネットワーク、
三原商工会議所から選任されて実行委員会を構成
しています。私は商工会議所青年部会からの委員で、
現在実行委員長を務めさせていただいています。
この実行委員会の事業として実施されているのが
婚活パーティーで、一昨年度に３回、昨年度は４回
実施しました。１回のパーティーは約３時間。最初は
主催者の硬い感じの挨拶から始まりますが、そのあと
は楽しく１対１のトークタイム、大勢入り乱れての
フリータイムと進みます。その後、第一印象が良かっ
た３人を挙げ、また自分が誰にいい印象を持たれて
いるかがわかる「ファーストインプレッション」の発表

があり、さらにパークゴルフやカレー作りなど、回に

ありますね。市が関わっている事業なので安心感

より変わるいろいろなアトラクションを楽しみながら

があるという声が特に多いです。安心感は重要な

ス プリング の 入った 応 接 ソファ、
マットレス 類 、 マッサ ージ 機 など

ポイントなので、今後も大切にしていきたいと思い
ます。

これらの廃家電を処分するときは、家電を買った

これらの粗大ゴミもゴミステーションに出しても

業者や買い換えする業者に持ち込んで処分しても

収集してもらえません。三原市が指定する場所へ

今後の展望は。

らわなければいけません。もしくは家電メーカーの

個人で持ち込まなければなりません。

スタッフに渡し、
一致すればカップル成立となります。
参加した皆さんの様子や、カップルの成立状況は。
最初は皆さん緊張されている感じですが、交流が
始まるとパッと空気が変わって、特に女性の皆さんが
すごくかわいくなるんです、パーッと。サクラ咲く、
っ
て感じですね。男性も頑張ってる感じが出てきます。
なかなかきっかけがつかめない人にはスタッフが
フォローし、一緒にゲームに参加したりして、会話が
はずむように盛り上げていきます。
カップルの成立状況は、毎回参加者のおよそ４割、
４０人の場合で８組１６人程度です。今までにご結婚
されたカップルはわかっているだけで２組、現在結婚
に向けて準備中の方も１組おられます。報告の義務
はないので、実際はもっとあるかもしれません。

何度も回を重ねていますがまだ知らない方も多い
経験値が低いので何かと行き届かないこともあると
思いますが、年々改善していますし、これからも
もっと良くしていきます。
ろんですが、カップルが成立しなくても、楽しい時間

ひとときです。新郎新婦はもち

ファミリー
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衣装まで取り扱い有り。スタッフ

大阪王将 宮浦郵便局

がご相談に乗りながら、衣装

貸衣装
ユニクロ

こぐま屋

選びをサポート致します。

すき家
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することでマナーや心づかい、会話、TPO に合った

みはら de 婚活プロジェクト実行委員長
林 大作 氏

力、男子力アップの場としても、ぜひ活用して頂き
たいと思います。

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。

・ゲストドレス

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
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
ラインを見極めます。無料体験のお申し込みは、お近くの
KUMON 教室、または KUMON のホームページからどうぞ。

家族連れにも！ 揚げ立てサクサクの天ぷら専門店
家族で行ってきました「あつあつてっちゃん」！ 子供たちは揚げ立て
が一品一品運ばれてくる天ぷら屋さんは初体験。席に着けば自分用の

ここを
チェック！

5 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

お申し込みはお近くの教室、
または KUMON のホームページへ。

くもんいくもん

ハイッ、モーリです ! こちらのコーナーでは曲線を取り入れたお庭をたくさん
ご紹介していますが、今回はビシッと直線基調のエクステリア。お家の壁の

検索

ピンコロ石、砂利なども白黒のモノトーンにこだわって選んでいます。
コンクリートはべったり施工せず砂利部分と組み合わせていますが、こう
する事でコンクリートの施工費用が抑えられ、水はけ、デザイン性も向上する
など、さまざまなメリットが得られます。
さて注目はこちら、全面タイル張りのテラス。キッチリ水平な作りとほどよ
い段差は、ちょっと腰掛けたり、物を置いたり、作業台としても重宝します。
汚れても水でざーっと流せてお掃除も楽。ウッドデッキに比べて熱や火の粉にも
強く、BBQ が好きなお施主様にピッタリ！

とも…あきらめる前にぜひご相談ください。出張見積無料です。

違うコースを頼んだお父さんと「これおいしいよ、食べてみて！」な

趣のある引き戸を再生しカフェの入口に
三原市役所

リージョン

ファミリー
マート

フジ
グラン
三原

ボリュームも満点で、みんな満腹、大満足。休日の楽しい家族イベ

三原市宮沖 2-3-1
0848-62-2371
komatsu.jpn.com

花遊祭

福山・神辺・岡山・井原・出雲・
山口・米子で人気のイベント。
女性が喜ぶ内容盛りだくさんです。
日時：5月9日（土）12:00〜18:00
只今、三原の出店者様募集中 !

場所：山陽ドライブイン 六角堂
入場料： 入場無料

施術ブース

ジェルネイル・メディカルアロマ・ﬁore エステ・耳つぼエステ・
ブラジリアン WAX 脱毛・足つぼリフレ・ヘッド・ハンドマッサージ・
整体・タロット・四柱推命・手相・その他占い・施術

物販ブース

革細工・樹脂ねんど・パワーストーン・大人デコ・バスボム・
ハンドメイド小物雑貨・アジアン雑貨・その他ワークショップ

お申し込み・お問い合わせ：花遊祭実行委員会

んて少しずつ交換したり、コミュニケーションもはずみます。

小松木工株式会社

ントになりましたよ！

デンライフを楽しんでくださいね！

基礎学力

すべての教科の
要となる読解力や計算力
kids と
元気イッパイの
v
記念撮影 !（^ ^）

あつあつ揚立てっちゃん

“皆さま ２９年間 本当にありがとうございました”

有限会社 三原ターミナルホテル
代表取締役 佐藤 恵美子

三万石

R2
竹原カントリー
倶楽部

本郷カントリー
倶楽部

国道 2 号線沿いの駐車場も広くて、
大きな天ぷらの看板が目印です。

血管外科・胃腸内科』開院

金行先生の地域一の

苦痛のない胃カメラ、

幸せなクリニックを

大腸カメラを今後も

つくるという言葉に

継続してまいります。

感銘を受け、静脈瘤

特に、大腸カメラは

日帰り治療を含め今後

これまでの豊富な経

とも地域の健康維持

験を生かして早期癌

のお手伝いを全力で

発見に努めてまいり

させて頂く所存です。

土肥俊一郎 先生

●下肢静脈瘤治療 ●循環器治療
●糖尿病治療 ●胃カメラ・大腸カメラ検査

三平商事有限会社

受付期間 5月1日
（金）
〜5月31 日
（日）

金行祥造 先生

ます。

みはらえきまえクリニック

０歳〜２歳台の
お子さまとお母さま

ローソン

三平商事

三原市城町 1-8-7
0848-63-5000
9:00〜12:30 14:00〜17:30
日、祝、土曜午後

国際
ホテル

こだま

R2
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トヨタカローラ広島

四半世紀を超えるキャリアの
メガネの専門員がいます
近視や老眼など、視力の低下は誰にでも起こりうる

ケーキと一緒に「Birthday Photo!!」

こと。それらを解決するのがメガネの役目ですが、

子どもにとってお誕生日は特別な日でしたよね ?

どんなふうに「見える」ことが良いのでしょうか？

大きなケーキにろうそくが灯り、一気に吹き消した後のなんとも言えない嬉しそ

実は「よく見える」ようにすることは、単に視力の

うな表情。見ているだけで幸せになります。そんな幸せな 1 シーンを残しませんか ?

数値を上げる事ではありません。その人その人に

ケーキはスタジオがご用意します。ご予約の際にケーキのプレートに入るお名前

合った「見える」があり、同じ近視でも職業が

をお聞かせ下さい。

運転手さんの場合と事務員さんの場合でレンズは

参加費

変わります。お子様の場合は成長過程や部活動

毎月 2 組限定（ご予約が入り次第受付終了とさせていただきます。）

老眼鏡で何を見たいかが違ったり…本当にそれ
ぞれなんです。
メガネサロンくまのの「メガネの専門員」は、こう

いきます。ですからお客様といっぱいお話がしたい
のです。趣味を聞いたりお仕事を聞いたり、すこし
おしゃべり好きのくまのだけど、実はそんな理由も
あったんです。あなたも一緒にお話、しませんか！

：5,000 円（税別）参加費の中にケーキ代と 2L 写真代が含まれております。

参加年齢：1 歳〜12 歳までのお子様

にも合わせなければいけませんし、高齢者の方も

キャリアを生かし「本当に合うメガネ」を選んで
さかなや道場

検索

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

「Happy Birthday !!」

“メガネの専門員”って
ご存知でしたか？

したお客様のライフスタイルを知った上で、豊富な

三原駅

血管外科・胃腸内科

呉線

ユーホー

誰もが良好な視力を保ちたいものですよね。でも

マリンロード

昭和 61 年 3 月 25 日 桜の花咲く頃、三原ターミナルホテルはオープン致し
ました。オープン以来、２９年間 地域住民の皆さま、企業の皆さまには大変
お世話になりましたがこの度、平成 27 年 3 月 25 日をもちまして廃業させて
頂く事と致しました。永年にわたり大変可愛がって頂きました皆さまに、
心より感謝致しお礼を申し上げます。“本当にありがとうございました”
そして、私と共に一生懸命働いて頂きました従業員の方々、そして・・そして・・
29 年間私と共に一生懸命頑張ってくれた三原ターミナルホテルの建物自体
にも感謝をしつつまた新たな一歩を踏み出して参りたいと思っております。
これからも皆様の益々のご繁栄とご健勝を、そして、私の大好きな “まち”
“みはら” のさらなる発展を祈念致しております。

南方郵便局

5 月 7 日 木曜日
NEW
OPEN 『みはらえきまえクリニック

メール /kayuusai.jp@gmail.com （会場担当：桑田）

ありがとうございました

本郷店

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

側面までタイルが施工されたテラスは、
シンプルな美しさがあります。
ノンスリッ
プで濡れても滑らず安心

「5 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。

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

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。

打ちっ放しコンクリート風の
ブロックを使った門柱。
家の壁とおそろいです

元気いっぱいのお子様たちと一緒に、ガー

ている様子です。そうこうしているうちに、最初の野菜が運ばれてき
ました。ふーふー冷まして一口食べたら「サックサクだ！」の第一声。

三原市久井町坂井原 253
0848-62-1381

#24

小さなバットや３色の塩が目に入り、それだけでテンションが上がっ

自由自在。古い建具や家具には、価値の高い木材が使われているこ

R2

を無料で体験していただけます。英、国、算・数のすべてが

※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。

有限会社 グリーンアース

コンクリート柄に合わせ、門柱やお庭全体をコーディネートしました。ポスト、

5 月18 日
（月）
〜5 月31日
（日）の 2 週間、教室での公文式学習

※バッグ、アクセサリーをお付けすることができます。

えらせたり、新しい家や家具の一部として使用したりと、活かし方は

宮沖交番

5 月「無料体験学習」
「まずは行ってみよう！」

￥12,000（税別）〜

0120-097-530 へ

英語 , 国語
算数・数学

新学年にも慣れてきた時期に、
KUMON の学習を体験
してみませんか。

KUMON の学習を無料体験してみませんか ?

※衣装に関する小物は一式お付けします。

レスキューならごみゼロ

フリーダイヤル

三原市ＨＰ「収集しないごみ」
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/23/gyoumu13.html

5 月18日（月）〜5 月31 日（日）

・留袖 ￥15,000（税別）〜
・モーニング ￥16,000（税別）〜

修理や部品交換はもちろん、表面を再処理して新品のようによみが

建具のがたつき修理・家具の
再塗装、表面素材の張り替え・
金物の交換・椅子の張り替え・
テーブルを座卓に…etc

ただいま
受付中 !!

お見積もりは無料です。

環境省「いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル！」
https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle.html

さい。

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。

きているけど、捨てたくない…そんな悩みを小松木工が解決します。

木製品を復活させるプロの技。
愛着ある品といつまでも…

許可」を持つ正規の業者です。安心してお任せくだ

要となります。

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

長い年月を共に暮らし、愛着のある建具や家具。ガタが

（有）グリーンアースは「一般廃棄物収集運搬業の

※通常の収集運搬料金のほかにリサイクル料金が必

ベルフィーユ

建具や家具を再生、リメイク。

下記の
ホームページも
参考になるよ !

必要です。

身だしなみなど、多くのものが磨かれますので、女子

個人で持ち込まなければいけません。

ゴミのことで困ったらグリーンアースへ

法に基 づく「 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業の許 可 」が

点はスタッフ一同意識して取り組んでいますし、参加

県内外への衣裳配送サービスを行っています。

ろん、ご親族、ゲストの方の

お任せください。お見積もりは無料です。

れますが、廃家電の収集、運搬には、廃棄物処理

を過ごしてもらってまた来て頂けるように、という

取り扱い商品
ウエディングドレス、カクテルドレス、
二次会用ドレス、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

ご両親と選ぶのはとても幸せな

ご自宅へのお引き取りから処分まで、安心して

りから処分まで、すべてお任せください。お見積
よく空き地が廃家電置き場になっている事例が見ら

方も多いので、評価して頂いているという感触は

ドレス選び。特別な一着を彼や

（有）グリーンアースにご連絡ください。お引き取
もりは無料です。

パートナーを見つけるために参加して頂くのはもち

もえるゴミは清掃工場（久井町はエコワイズセンター）へ、個人
で持ち込まなければいけません。

お引き取りから処分まで、（有）グリーンアースがお伺いします。

（有）グリーンアースにご連絡ください。

運ぶ車もない。どうしよう…

引越しや大掃除，庭の刈り込みなどで一度に
たくさん出たゴミ

こんなときにもお気軽に（有）グリーンアースにご連絡ください。

ない。困ったなあ…

でも廃 家 電は重たくて 一 人じゃ抱えられないし、

ので、認知度を上げていきたいです。主催者側の

3

もやさないゴミ、資源化ゴミ、大型ゴミも、不燃物処理工場へ、

でも一人で抱えるのはとうてい無理。運ぶ車も

指定引取り場所へ持ち込なければいけません。

参加者アンケートでの満足度も高く、リピーターの

最も楽しみにされているのが

みはら

2

最後の告白タイムでは気に入った相手の番号を

結婚式の準備の中で花嫁さんが

和箪笥の改修

〔冷蔵庫・冷凍庫〕
、
〔洗濯機・衣類乾燥機〕
、
エアコン・テレビの４品目の廃家電

コミュニケーションケーションを図っていただきます。

「嬉しい」
を分かち合いたい ― 夢膨らむドレス選び

komatsu
mokkou
works

1

お客様の “気持ちよく見える” を
お手伝いします

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

《参加されるお父様、お母様へお願い》
お誕生日を迎えられたお子さま宛に直筆メッセージをいただいております。撮影
した写真にメッセージを付けたものを作成しプレゼント。可愛いメッセージ付き
写真をお部屋に飾ってくださいね。
※メッセージはご来店時、スタジオにあります専用用紙にご記入いただきます。

常時受付中 !!

（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）
三原 イオン三原
郵便局

急募 ! 女性カメラマン &

女性デザイナーを募集 !

入り写真例
メッセージ

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

