
新連載
コラム

●ピヨピヨママ
よちよち歩きの女の子の新米ママで、
イラストレーター。愛情あるあった
かい子育てを、周りの皆のおかげで
のんびりと無理せずがんばってます。
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び よ り カ レ ン ダ ー5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

5/17 10:00～17:00
「きらきら1day☆コラボ」足の講座・靴・鞄の販売・パワーストーンで作るブレス他・ネイル・耳つぼ

「林家木久扇 三遊亭円楽 二人会」おなじみ人気落語家二人会 !「笑点」メンバーによる本格落語。
スタジオA　  080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

5/17 開演15:00 三原市芸術文化センター ポポロホール　  0848-81-0886

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。

5/23  13:00～17:00
「ソノフェの日」足のカウンセリング・オーダーインソール・プチ足のトレーニング・靴・鞄の販売

スタジオA　　080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

宇根山天文台　無料開館&観望会
5月5日（火・祝） ①10:00～17:00 ②18:00～22:00
宇根山天文台
【生涯学習課】0848-64-2137【宇根山天文台】0847-32-7145

内容 :①プラネタリウムや大型テレビによる星空の案内、瀬戸のしまなみの観望
　　  ②木星、金星、春の星座の観望
※高校生以上は有料（大学生以上310円、高校生210円）

『三原日和6月号』発行日

5/30（土）・31（日）

5月5日（火・祝）  ①１０:3０ ②１3:00 ③１5:30
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
夫婦５０割引き　２人で２,2００円    フューレックカード提示 1,300円

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）

映画「ドラえもん のび太の
　　　　　　スペースヒーローズ 宇宙英雄記」

(  ) 内は割引券利用

ペア3組様プレゼント

※前売り券の販売はありません
※フューレックカード使用できます

割引券設置場所:リージョンプラザ、中央公民館、三原市図書館、本郷生涯学習センター　
大和文化センター、久井文化センター、ポポロ、うきしろロビー他

5月6日（水・祝）  9:30受付開始
三原リージョンプラザ　主・副体育館     0848-64-7555

■個人部門1人￥500■チーム部門1組（3名1組）￥500
■アトラクション 参加費無料（個人部門・チーム部門に参加した人）
お問合せ・お申込み先　三原リージョンプラザ　0848-64-7555

第8回  おり紙ヒコーキ大会 -GWスペシャル夢飛行　2015-

ギネスチャンピオン
戸田さんによる

「おり紙ヒコーキ教室」
開催

5月23日（土）  ①１０:3０ ②１4:00 ③１8:30
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
夫婦５０割引き　２人で２,2００円    フューレックカード提示 1,300円

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）

映画「マエストロ !」

(  ) 内は割引券利用

割引券設置場所:リージョンプラザ、中央公民館、三原市図書館、本郷生涯学習センター　
大和文化センター、久井文化センター、ポポロ、フジグラン三原、うきしろロビー他

ペア3組様プレゼント

※前売り券の販売はありません
※フューレックカード使用できます

応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2015年 4月 29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 映画『どらえもん のび太の
          スペースヒーローズ 宇宙英雄記』A B

映画『マエストロ !』C さつきコンサートD

おいし～いお米2名様プレゼント !

5月24日（日）  9:00発～17:00着予定
【集合場所】8:45三原リージョンプラザ　屋外広場（現地集合不可）
【撮影場所】湧永満之記念庭園（安芸高田市）※雨天決行
【参加資格】デジタル一眼レフカメラ・コンパクトカメラをお持ちの方※小学4年生から参加可
【参 加 費】おとな6,000円　高校生以下　4,000円（※資料・貸切バス代・保険代込）
【定　　員】40名（申込み順）【持  参 物】デジタルカメラ（予備バッテリー・メモリー）
【内　　容】自然と花を綺麗に撮るフレミング、アングルなど伝授　基礎も復習（人物撮影など）
　　　　　 お問合せ・お申込み先　三原リージョンプラザ　0848-64-7555

リージョンプラザ写真教室
講師　
川西正幸（三原市出身）

陸上自衛隊第13音楽隊
さつきコンサート

5月30日（土）14:00開演
三原市芸術文化センター　ポポロ
0848-81-0886

入場無料/往復はがきによる申込が必要です。
※当日駐車場はございません。公共交通機関にて
　ご来場ください。
※三原駅よりシャトルバスが運行されます。

ペア8組様
プレゼント

さつき祭り 三原市芸術文化センター　ポポロ

5/9 12:00～18:00 山陽ドライブイン六角堂　 kayuusai.jp@gmail.com（花遊祭実行委員会）
三原花遊祭  人気の美容・癒し・占い・雑貨など各メニュー最安値で楽しめるご褒美イベントよ！

通常は往復はがきによる申込後の抽選と
なりますが、三原日和の読者プレゼント
当選の方には招待券をお送りします。

2名様プレゼント

『共仕販が見つけた
          お米 5kg』

大好評 !

春のおいしさを衣に包んでお出しする
新鮮・旬・笑顔の揃ったお店

『串の家 sazan』
サ　ザ　ン

biyori

オススメ！

1. 串の家 sazan をご存じですか？
 串の家 sazan（サザン）は三原市宮浦 4 丁目エディオン三原
店さんの裏側。「ん？ここかな？」って感じの場所ですが、こじ
んまりとしてシャレた外観です。竹原の串揚げ専門店「串の
家」さんで修行された藤井オーナーが独立開業されて間もなく
5 年になるそうです。

2. 店舗の雰囲気はどうでしょう2. 店舗の雰囲気はどうでしょう

 玄関扉を開けると・・・「わぁ、きれいなお店！」キッ
チンもオープンで開放的です。「出来るだけカウン
ターで揚げたての串を食べていただくようにしても
らってるんです。私たちの仕事ぶりも見えますので
こちらも気合いが入ります」とご主人。カウンター
席の脇から奥に続く通路の向こうには、カウンター
とはまた大きく雰囲気の異なる空間が。会合、打ち
合わせ、パーティ、食事会等に使っていただける個
室は最大２２席のテーブル席。大切な記念日や大人
数での利用には貸切も可能となっています。

3. どのようなお料理ですか
 食材は安心して食べられるよう、新鮮で添加物を極力抑えたものを厳
選し、毎日 30 ～ 40 種類が用意されています。オーナーが味を確かめ、
おいしいものだけを出されているそうです。「めしあがれる前に苦手なも
のなどをうかがっていきます。」順番は基本的にはお店におまかせ。
旬を美味しく味わえて、飽きのこない順序で揚げてもらえます。こち
らが食べるペースに合わせて揚げてくれるので、もういいかなと思った
らストップを伝えれば OK。大体の目安として 10 本前後は皆さん食べら
れるそうです。付け合わせの野菜スティックとお通しのほか、おむすび、
お味噌汁もありますよ。

 油はオリジナルミックスで油切れがよく、
しつこさが出ない秘伝のものを使用して
あるそうで、胃がもたれることなくパク
パク食べられます！　自家製生パン粉が
サクサクでいっそう美味しさアップでした。
料理はもちろんですが焼酎やワインの種類
も豊富。さらにこちらのお店は「サント
リープレミアムモルツ超達人店」で、ビール
の旨さも格別。串揚げと生ビールって本当
に相性いいですよね！ 記者の印象では女
性の方でも 10 本くらいはペロリと食べ
ちゃうのでは？と思えます。お通しと野菜
はセットで 500 円だけど野菜は食べ放題
なんですよ！　このお通しセットと旬な
串揚げ 10 本と旨い生ビール 3 杯飲んで
「あ～美味しかった～」で 4,000 円前後
なら充分満足でしょう！
藤井オーナーごちそうさまでした！！

いざ実食！ 日和記者の感想は・・・

『串の家 sazan』
サ　ザ　ン

ご予約は0848-38-7600

sazan串の家
三原市宮浦4-8-13
0848-38-7600
17:30～22:00
毎月曜・第 2or3 日曜
駐車場5台有

サザン

串の家sazanは5月7日（木）より一串190円均一！
（いつまで続くかはマスター次第の感謝企画！！）

飲食店で美味しいのは当たり前！

いかに付加価値をつけてお客様に喜んでい

ただくかを日々考えております。おもてな

しの心を大切にして、全てにおいて、プラ

スα要素を求めていきます。

sazan はマスターの優しい笑
顔で和むことができる温かな
雰囲気のお店です。アルバイ
トの私達もお客様に満足して
いただけるよう、笑顔で接客
するよう心がけています。オ
シャレでアットホームな雰囲
気で美味しい串揚げを食べて
くださいね。

スタッフリーダー 川崎 知沙穂さん

職人！

藤井オーナー

どの串もひと手間かけたオリジナル！
サクサク感がたまりません！

ポポロ

エディオン
三原店

ニチエー
宮浦店

眼鏡市場ファミリー
マート

飲み放題付きコースは4,500円（前日迄に予約が必要です）

2015
5月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.39

赤十字病院
まつの
ストアー

善教寺
卍

東町郵便局

神明大橋
三原市東町2-8-18
0848-62-2963

学校法人 龍松学園
私立幼稚園 昭和園

おともだちがいっぱい !

にこにこクラブ

予約不要・無料です!（駐車場あり）

はじめまして !

5月9 日（土）10:00～11:00

第1回

お子様とご一緒に昭和園で遊んでみませんか?
皆さんお誘いあわせの上、お気軽にご参加下さい。
（対象：幼稚園就園前の園児）

おうちの方やお友達と一緒にのびのびと園庭
で遊びましょう。（雨天時はお遊戯室）

楽しく遊ぼう!

6月27日（土）10:00～11:00

第2回

おうちの方と一緒に体を動かして楽しく
遊びましょう。どんなことをするのかな？

昭和園の

建設業の許可 広島県知事許可（特-26）第35519号

三原本社

株式会社　嵩 心

タカシン・ホーム

三原市和田3-3-1
0848-61-1020

 共仕販は宅配牛乳サービスを行う会社です。
 健康な食材を皆様にお届けしたいとの思いから、今では乳製品は
もとより、お豆腐やお米なども取り扱っています。
 共仕販オススメの『共仕販が見つけたお米』は、現地の農家の方から
直接仕入れている、とっても美味しい大和町のお米です。他にもお知ら
せしたい商品がいっぱいあります。ホームページよりご覧ください。
 ただ今モニターキャンペーン中につき、1週間分の『森永カルダス』
を差し上げています。どうぞお気軽にお電話ください。

家づくりのポイントを、女性設計士さんに聞きました。

検 索タカシンホーム

福山営業所
福山市松永町6-10-34
084-939-5805

尾道営業所が松永に移転オープンしました !

“お客様の笑顔”を願い、お届けしています

株式会社 共仕販
三原市古浜2-10-26
0848-62-6833

0120-334-255
［担当：奥田　浩之］

社員募集中です。お問い合わせ下さい。
カルシウムの量がなんと普通牛乳の2倍
生きたまま腸まで届く『ビフィズス菌』が20億以上
カルシウムの吸収を助けるビタミンD
不足しがちな鉄分1ミリグラム
乳脂肪分43％カットの2.0％（※当社普通牛乳比）

森永カルダス

タカシン・ホームのスタッフインタビュー

 小さい頃から図工が好きで、中学生の時に家づくりを仕事に
したいと進路を決めました。一度は違う道に進んだんですけ
ど、「やっぱり家づくりって、人の夢をかなえられる仕事な
んだ」と感じて再挑戦し、現在に至っています。
 お客様が家づくりで後悔しないために、私はとにかく知って
ることはなんでもお話しします。だからお客様にもいっぱい
質問して頂きたい。でも初めての家づくりですから、何を聞い
ていいかがわからない、ってこともありますよね。そんな時、
私はいつも「苦手な家事は何ですか」ってお聞きするんです。
その苦手な家事が快適にこなせるように、好きになるように、
間取りや動線、設備を一緒に考えていきます。
 以前、そうして出来上がった家を「大切に使います」とお客様

から喜びの声を頂いたことがあります。
またそんな言葉を頂けるように頑張っ
ていきたいですね。

タカシン・ホーム設計士　竹内 葉子

おり紙ヒコーキ大会
GWスペシャル夢飛行 2015

場所

参加費

とき 平成27年5月6日
●9:30～受付 ●11:30～競技開始
三原リージョンプラザ
主・副体育館
※体育館シューズを持参ください
■ 個人　 1名　￥500
■ チーム1組　￥500
■ 紙ヒコーキアトラクション　
　 無料（個人・チーム戦に参加した人）

三原市円一町2-1-1
0848-64-7555

三原リージョンプラザ
おり紙ヒコーキ教室  開催 !

5/5（火・祝）
  子供の日　 3歳以上中学生以下プール無料 ※未就学児は要保護者同伴

10:00～12:00
13:30～16:30

温水プール無料体験

グルメ大集合！！
屋台コーナーも
あるよ！！

第8回
■ 幼児（未就学児）
■ ジュニア（小学生）
■ 一般（中学生以上）男子・女子
■ シニア（６０歳以上）　男子・女子

3人の滞空時間の合計タイムをポイ
ントに置き換え、合計ポイントを
競います。トーナメント戦です。

個人部門

チーム部門

※ただし、小学生以下を1名以上含むこと
※一般だけのオープン参加も可

個人部門受付  200名（申込順）

チーム部門受付  32組（3名1組）

2回投げて良いタイムで競います

10時45分から ギネスチャンピオン戸田拓夫さんの

リージョンで記録に挑戦します！！

水・振替休日

滞空時間競技シニア部門を新設！！
ファミリー全員参加型イベント！！

ってこんなにスゴイッ !


