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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

昭和園の幼児教育に
ついての説明会

幼稚園の「思い」を知ってください

 「しっかり根をはれ　柿のたね  ゆっくり芽を
出せ柿のたね」の言葉に象徴される同園の
教育方針は、いたずらに早期教育に走らず、
普段の遊びの中からゆっくりと学び、豊かな心を
育てるというもの。そうした理念や教育方針を
含め、費用面、園内施設、幼稚園生活の様子
やお弁当のことなど、雰囲気や特色をしっかり
聞ける説明会が開催されます。
 昭和園を検討中の方はもちろん、幼稚園選び
で迷っている方も行ってみられてはいかが？

平成27年7月4日（土）
午前10時～11時

※平成28年度の入園資料を配布します。
（幼児の出席は不要 ・ 駐車場あり）

検 索しょうわえん
ホームページもご覧ください

未就園児対象「にこにこクラブ」
次回は「たままつり」を7/11（土）18時より開催。
年間スケジュールと詳しい内容をホームページに
掲載しています。

『サマー☆カップリングパーティ』～真夏の恋花火2015～

【主　催】

開催日時：2015年 8月9日（日）
　　　　　 14:30～17:30　　
開催場所：三原国際ホテル
参加条件：25歳～ 45歳までの三原市内に在住
　　　　　または在勤の独身男女の方
　　　　　※女性は市外の方でも可
募集定員：男女各25名（合計50名）
　　　　　※応募者多数の場合は抽選
参  加  費：男性：3,500円 /女性：3,500円

有限会社チアーズ（担当：山根）
〒710-0001

岡山県倉敷市三田76-1
TEL:086-484-0020( イベント専用ダイヤル）
ホームページ：http://cheer-s.com/150809-mihara

みはらde婚活プロジェクト実行委員会
　（三原青年会議所・三原商工会議所・三原臨空商工会
　                    みはらウィメンズネットワーク・三原市）
【お問い合わせ先】

締  切  日：7月20日（月）までにホームページ
            （http://cheer-s.com/150809-mihara）
               からお申し込みください。

『☆浴衣で参加された方には素敵なプレゼントをご用意しています（男女とも）』
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び よ り カ レ ン ダ ー7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

7月11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「風に立つライオン」

(  ) 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、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

7/19 10:00～17:00
「きらきら1day☆コラボ」足の講座・靴・鞄の販売・クラフトかご作り・エステ・ネイル・耳つぼ

スタジオA　  080-1943-8705（ソノフェリーチェ.  安田）

浮城・歩ラリ～ はしご酒
7/23（木）スタート19:00ゴール 20:30
三原駅前市民広場（スタート・ゴール場所）
0848-63-3678【飲食組合三原支部】
（月・水・金曜日12:00～16:00）

前売り 2,500円
7/3よりチケット販売チケットの

購入は…

【うきしろロビー（三原駅構内）・三原国際ホテル・飲食組合
三原支部・1部店舗に限ります。各店へお問い合わせ下さい。】

前売りチケット販売場所

はしご酒参加チケットペア2組様プレゼント

第6回

『串の家 sazan』
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

大好評につき、串の家sazanは一串190円均一！
　　　　　　　　　　　　　

スタッフリーダー 川崎 知沙穂さん

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）

オーナーシェフ 藤井 祐作さん

オススメ！
の一品

大判ハラミ ８９０円（税別）
一人前とは思えないボリュームでジューシーなお肉
大福行ったらはずせないメニューです！

カルビ屋大福 三原店
三原市円一町1-1-7
0848-67-8929
11:00-15:00
17:00-23:30
【土日祝】 11:00-23:30
無休

三原駅

リージョン
プラザ

フジグラン
三原

三原港R2

「夏、焼肉、ビール」の三点セットはやっぱり
最高です！大福自慢の大判ハラミはお客様に
大好評でリピート続出の一品。季節限定の夏
野菜メニューやピリ辛メニューもご用意して
お待ちしています！大福でばっちりスタミナ
つけて、暑い夏を乗り切ろう！

厚切りハラミ690円厚切りハラミ690円

ピリ辛スタミナ冷奴390円ピリ辛スタミナ冷奴390円
夏野菜の彩りキムチ490円夏野菜の彩りキムチ490円

渡邊店長さん

 串の家 sazan がこの夏オススメする串3本を厳選。右から夏野菜
の代表格とも言える、『ズッキーニの海老巻きチリソース』、『アボ
カドサーモンのクリームソース添え』、『かつお』と、どれも夏にピッ
タリのラインナップ。気の利いたトッピングが目も舌も楽しませて
くれ、新しい食材の組み合わせに感動しちゃうかも。
 他に、新鮮な食材が毎日30～40種類用意されていて、串の注文
は基本的にはおまかせになります。美味しく味わえて、飽きのこな
い順番で揚げてくれるので、店主に全て委ねて後は食べるのみ ! こ
こでしか味わえないビールと旬の串を堪能して下さい。

今年の夏は

超達人店で限定の「MASTER’ S DREAM」を

旨い料理で楽しもう

三原でサントリー超達人店は

串の家 sazan だけ

「あ～BEERってこんなにクリーミーで

美味しかったんだ」と驚きです

店主の、遠慮せず楽しんで飲んで欲しい ! との思いから、7月
からの限定イベント ! 毎週金曜日はレディースデイで（女性同
士での来店に限り）ドリンク半額になります。
なんて嬉しいニュース ! 通常￥500の『ザ・プレミアム・モルツ・
マスターズドリーム』が、半額の￥250で飲めちゃうなんて。
いつも2杯だけど、今日は3杯いや、4杯飲んじゃおう ! って
なりますよね～、女子に生まれて良かった♡

うれしいNEWSです！
金曜日はレディースデイ  ドリンク半額！

限定3種の串、ビールと相性バツグン！

圧巻のお肉をほおばりたい !

スタミナつけるなら焼き肉 !

 この夏、絶対食べたい一品『かねしょうの
1ポンドステーキ』。運ばれてきたお肉の大きさ
たるや圧巻。柔らか～いお肉にオリジナル
ステーキソースをかけ、レモンを絞るともう
待ちきれない !男子はビールでワイワイ、女子は
みんなで美味しいお肉をシェア（シェアは4人
まで）しちゃいましょう。昼も夜も注文できます
が、絶対予約がオススメです !

オススメ！
の一品
かねしょうの
1ポンドステーキ4,600円（税別）

ドッカーンと運ばれてくるステーキに目を輝かせること間違いなし !
1人で食べるもよしっ !みんなでシェアするもよしっ !

R2
三原港湾ビル

り
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歓送迎会・パーティー等
貸し切りにて対応可能です。

臨時休業することがあります

三原市港町3-3-1
0848-64-3210
11:00～15:00
17:30～21:30
ランチは休みなし

レストランかねしょう

ディナーは月・木・日休み

2015
7月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.41

今年の夏、旨いビールと旨い料理が
　　　　　　　　　　ここにはある

1ポンド
約450
グラム

小学生以下のこどもとその親の親子ペア５組

8月2日（日）開演 15:00
三原市芸術文化センター ポポロ ホール　
0848-81-0886

【入場料】全席自由
おとな（中学生以上）： 1,000円（ポポロクラブ会員：800円）こども：500円（ポポロクラブ会員：400円）
※会員価格での購入はお一人4枚まで  
●チケット取扱：ポポロ、ポポロオンライン、フジグラン三原、啓文社新浜店

ゾリステン・ドライエック
ファミリーコンサート

ポポロの夏休み

2015沼田本郷夏まつり
7月 25日（土）　16:00～21:00
本郷支所周辺　　　　本郷町観光協会（0848-86-5717）

ステージイベント【バンド演奏やダンス、総合技術高校吹奏楽部の演奏、屋台やバザーの出店など】
商店街でのイベント【みこし太鼓、子どもみこし、臨空港都市ほんごう大音頭など】
花火とジャズ演奏【地元グループによるジャズの生演奏に合せ、2015発の花火を打ち上げ】

0歳からご入場いただけます

リズムに乗って、歌ったり、踊ったり♪
夏休みは家族そろって
ポポロのファミリーコンサートへ

大人1人と小学生以
下のお子様1人の親
子ペアチケットです。
ご応募の際には必ず
お子さまの年齢を
ご記入下さい。

7月27日（月）  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    

①一般  1,300円②3歳から高校  800円

映画「ラジオの恋」 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

※２回目終了後３回目上映開始前に、時川監督、RCC横山雄二アナの
　舞台挨拶予定（当日予期せぬ諸事情により出演がやむなく出来ない
　こともございます。その際はご了解の程、お願い申し上げます。）

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。

応募方法：Eメール , ハガキ・封書にて　 締切：2015年 7月 3日（金）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。

ゾリステン・ドライエック  ファミリーコンサート「共仕販が見つけたお米　5kg」
映画　「風に立つライオン」 映画　「ラジオの恋」

A B
C D はしご酒E

おいし～いお米2名様プレゼント !

夏休み入校生募集中
尾 道 自 動 車 学 校 尾道自動車学校では、生徒さんのご自宅付近まで

バスで送迎いたします。夏休みしか時間が取れない
という方、この夏に自動車免許を取得しましょう !

入校日

7月 21日（火） 8月  3  日（月）AT
8月  5  日（水）MT

8月  4  日（火） 8月17日（月）AT
8月 19日（水）MT

卒業予定日

8月 19日（水） 9月  1  日（火）AT
9月  3  日（木）MT

9月  3  日（木） 9月16日（水）AT
9月 18日（金）MT

向東中

ユアーズ

向東小

向島町役場

東西橋至津部田 至歌

駅前渡船 至尾道大橋 桑田渡し

天満屋
ハピー
タウン

尾道自動車学校
尾道市向東町8893-1
0120-34-1613

【最短で、MT16日間・AT14日間で卒業可能です】

スーパー短期コース、早期お申し込み特典（割引料金）ありますので、ぜひお問い合わせ下さい。

1ヶ月から40日の
短期コースもあります。

スーパー短期コース（各定員 10 名）

まちづくり三原
みはら創業応援隊

0848-63-5538
（月～金10:00～16:00）

創業トークセミナー開催 !
福山市内で大人気の雑貨店「ダレン・アーモンド」2店舗と
一級建築士事務所「ヌード・エレメンタリー」を経営し、
沢山の繁盛店の開店に関わっていらっしゃる髙本圭三氏
をお迎えし、ダレン・アーモンド創業当時から今までの
エピソードや、繁盛店舗づくりのお話などをお聞きします。

7/18 土 会　場：三原シティホテル

ダレン・アーモンド 参加費：無料
定　員：30名

【2F多目的イベントホール】

髙本  圭三氏
株式会社ヌード・エレメンタリー代表取締役

お申し込みはホームページで !

14:00～16:00
検 索まちづくり三原

ところが、動物園が見えたそのときから、
まさかのねんねタイム…。娘はぐっすりと夢の中へ・・・
思いがけず、夫婦二人での動物園デートです…。
嬉しくも、残念でもあり、また次回チャレンジです。

動物園へGO！
～子供のために旅行へ行ったのに～
我が家も少しはどこかに出かけなくちゃと思い立ち、
ついに日帰りプチ旅行を計画！動物園に行ってきました。

子どもが動物と楽しく触れ合う姿
を想像しながら、主人と私と娘と、
大量の子供の荷物で、車の中は
わくわくぎゅうぎゅう。

vol.03

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。

家づくりのポイントを、設計士さんに伺いました。
タカシン・ホームのスタッフインタビュー

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

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

建設業の許可 広島県知事許可（特-26）第35519号

タカシン・ホーム    設計士

　　 千日 崇徳

当社作成３Dイメージ

 小さい頃、近所で家を建てていた大工さんがすごくカッコよくて、
憧れました。それがこの業界に入ったきっかけです。
 設計する上で心がけているのは、お客様のサポートに徹すると
いうことです。設計士って、自分の中でこういう家がいい、こう
いうのが理想、というような考えを持っている部分もあるんで
すが、それはひとまず置いて、まずはお客様の夢や理想をしっかり
とくみ取ること。その実現のために、専門知識や経験を生かして
アドバイスしていくことを大切にしています。
 失敗しない家づくりのために私がおすすめしたいのが、「イメージ

トレーニング」です。図面を見るとき、ただ
眺めるのでなく、家の中で動いて、生活
している姿を想像するんです。なかなか
難しいなあ、という方も、さまざまな図面
やご説明を通じてイメージしやすいよう
サポートさせて頂きますので、お気軽に
ご相談頂きたいと思います。

NICEEVENT


