
がんばろう東日本！
がんばろう三原！

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
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
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。

8月8日（土）
三原芸術文化センター「ポポロ」

11:00～16:00
（最終受付 15:30）

三原市宮浦2丁目1番1号

無料視力回復テストを試してみませ
んか?20分試すことであなたの回復
見込みが分かります!視力が上がら
なかった方は、お引き受けできかね
ます。

★事前に資料をお届けしております。当日
　お越しになれない方もお気軽にどうぞ。

その場で体験結果が
分かる視力回復法!
一度確かめてみませんか?
5～85歳の方まで体験しています。
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「しっかり 根をはれ 柿のたね    ゆっくり 芽を出せ 柿のたね」

平成 28 年度園児募集
私立幼稚園   昭和園

年　　齢 募集人員

満３歳児保育 （H２5.４.２～H２6.４.１生 ) 約２０名

なし
なし

約4０名（H２4.４.２～H２5.４.１生 )
（H２3.４.２～H２4.４.１生 )
（H22.４.２～H２3.４.１生 )

3歳児（３年保育）

4歳児（２年保育）

5歳児（１年保育）

仏教精神にもとづき、生命を大切にする心、感謝の心、明るく優しい心、やりぬく根気を育てます。

願書は昭和園にて配布しております。（遠方の方には郵送も致します。）

受付開始　平成27年9月1日（火）8:00より
（定員になり次第締め切らせていただきます）

お問い合わせは 0848-62-2963

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

赤十字病院

まつの
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卍

東町郵便局
神明大橋

検 索しょうわえん
ホームページもご覧ください

みはらえきまえクリニック
血管外科・胃腸内科

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R2
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　　最近、女性の友人が、足の血管が浮き出てきていると悩ん
でいるのですが、これっていったいどういう病気なのですか？

　　それってどういう症状がでてくるのですか？
●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

 それは『下肢静脈瘤』という病気かもしれません。最近テレビでも
女優さんが手術を受けられたとよくとりあげられていますね。実は身
近な病気で日本での推定患者数は1000万人以上とも言われ、出産
経験のある女性、調理師さん美容師さんなど長時間の立ち仕事をさ
れる方は男性でも、また肥満や便秘症の方に多く見られ、遺伝関係も
認められています。※コビディエンス社HP参照

日常の何気ない疑問をその分野のスペシャリストに教えていただく
コーナー、『おしえて日和の先生 !!』今回は、『下肢静脈瘤』について、
みはら駅前クリニックの脈管専門医 土肥俊一郎先生にお伺いしました。

 皆さんが下肢静脈瘤に気付くのは軽装になるこの季節、足をよくみ
てみたらコブがあった、または他人に指摘されたなどでしょうか。
下肢静脈瘤の症状は見た目の問題はもちろん実に多彩で足がむくみ、
夕方だる痛くなり立っていられない、こむら返り、ムズムズ感、かゆみ、
重症化すると皮膚が黒ずんだり（色素沈着）、床ずれ（潰瘍）ができ
たりします。

手術って大変なのですか？

なるほど！まずは診察を受けることがおすすめですね。
土肥先生、有り難うございました。

 足、特にふくらはぎは第２の心臓と呼ばれ汚れた血液を
体に返すポンプの役割をしています。この循環が破綻する
のが下肢静脈瘤の原因です。これはエコー検査にて簡単に
診断できます。軽い例では運動やマッサージによる生活習
慣の改善、注射によって固めてしまう硬化療法などで、静脈
の働きが悪い場合は血管内治療、外科的手術療法などを
行います。

検 索みはらえきまえクリニック

www.mihara-cl.jp
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?
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治療できるものなんですか？

 最近都市部クリニックにて下肢静脈瘤に対する負担の少な
い日帰り治療が脚光を浴びています。同様に今回私どもも
高周波治療機器の導入にて切らずに治す血管内下肢静脈瘤
保険適応治療を地域にご案内することが出来ました。

三原駅徒歩約１分ですのでぜひ気軽にお立ち寄りいただければと
思います。スタッフ一同お待ちしております。

※
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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

子どもにとってお誕生日は特別な日でしたよね ?
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 ?
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をお聞かせ下さい。

《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。

参加費の中にケーキ代と2L写真代が含まれております。

「Happy Birthday !!」「Happy Birthday !!」
ケーキと一緒に「Birthday Photo!!」

参加費　：5,000 円（税別）　

参加年齢：1歳～12 歳までのお子様
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。）

ケーキは4号（12cm）4名様用となります。アレルギーにも対応しております。

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）

急募 ! 女性カメラマン&
女性デザイナーを募集 !

りゅうちゃん、9歳のお誕生日おめでとう～！！
大きくなったね～。あっという間の9年に月日が経つ早さを感じます。
あんなに小さかったりゅうちゃんもあっという間に小学生 !
これからもりゅうちゃんSMILEでみんなに幸せを振りまいてね☆

カメラマン&スタッフより

《Doi  Photo  Studio からお祝いメッセージ》

9寸型
墓石セット

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）

￥50,000～（税別）

成人式振袖（フルセット）

￥30,000～（税別）

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。

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。

ヘアーメイクこだわりプラン全てお任せプラン

・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）
・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）
・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。）

ご成約特典

H29年度成人式振袖レンタル展示会成人式は衣裳専門店で!
H28 年度　成人式の方もお待ちしております。

（2017）

・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

すき家

ファミリー
マート

宮浦郵便局大阪王将

取り扱い商品

※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。
※県内外への衣裳配送サービスを行っています。

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。

花嫁が輝く運命の一着　
　　　　みんなに見せたいドレス姿

三原うきしろ商品券をお使い頂けます。

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。

検 索熊野開発

三原平和霊園
特別 2 セット限定販売

墓地 +墓石 +巻石

9 5 . 2 万円（税込）

 三原駅から車で15分程度の三原市中之町
にある『三原平和霊園』。ゆったりと広い
駐車場が完備されているので、お盆やお彼岸
に集うときでも駐車の心配をすることはあ
りません。ゆるやかな丘陵地なので、お年
寄りやお子さまが疲れることなくお参りで
きます。この機会に実際にご覧になってみ
てはいかがでしょう？お気軽にお問合せください

0848-63-4178
熊野開発株式会社

三原市城町2-3-1-201
0848-63-4178

宗旨・宗派は問いません。
静かな環境やすらぎの公園墓地

ビヨリからのお知らせです

夏
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

新作メガネがぞくぞくと入荷してきています

三原うきしろ商品券
使ってくださいね！
すべてのメガネを特別価格に
させていただきます
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三原駅
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広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま

DIOR

Ray-Ban

GUCCI

NIKE

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

音楽も、ボランティアも、どんどん活動的に、みんなで楽しく。
そんな三原であってほしいなと思ってます
 チャリティライブを開催し、広島市への寄付を通じて
広島土砂災害の復興支援を行われている甲斐靖氏に
伺いました。

活動のきっかけは。

 僕、ガラに似合わず、ボランティアをやりたい思い
はずっとあったんですよ、若いころから。でも神戸の
時は自分の生活が精いっぱいで、東北の時は妻が
ちょうど病気になったばっかりで、全然できなくて。
 でも広島の土砂災害があったときは、当日テレビで
見てね、こりゃもう身近だし、なんとかせにゃいけ
んと、そういう思いになって。豪雨でやられた他の
ところで「国からの補助金じゃ全然足りない」って話
も聞いてたんで、少しでも寄付できればと。これ何
もやらずにみんながお金寄付してくれりゃそれが一
番いいんですけど（笑）、自分たちはやっぱり音楽を
やるしかないんで、ライブをやって、お客さんに
来てもらって、それを寄付しようとなったんです。

去年は、直接広島市に寄付を手渡されたそうですね。 
 ＴシャツとＣＤも作ったり して、もう仲間が皆で盛り

上げてくれて、結果的に６８万円弱位を寄付できた
んで、ひとつ成功かなとは思ってます。寄付するに
あたっては「市長に会わせてくれ」ってメールを送っ
てね、で、最初は「特別なことがないと会えません」
とか言われたんだけど、やりとりをするうちに、向こ
うから「いったいどんなことをされたんですか」って
聞かれて、実はちゃんと実行委員会を作って、こう
いう活動をしたんですと伝えたら、「そういうことな
らそれなりの対応をします」って、副市長さんに手渡
しすることが出来たんです。
 これはね、やっぱりそういう声があってね。三原で
やる前に岡山のライブハウスで同じようにやらせて
もらって、そこはもうその日の売り上げを全部僕達
に寄付してくれたんですけど、その時そこのマスター
が「絶対に広島市に直接手渡してくれ」と言われて、
それってすごい大事なことだなと思って。
 ２回目の今年については、当初去年の末で打ち切
られる予定だった義援金が、３月までのびて、それか
ら９月までまたのびてる。復興出来てないんですよ。
なのに風化させるのは一番嫌だし、まだチャンスがあ
ると思いまして、２回目を早急にやろうってことで。

今年も手渡しについてはそのつもりでいるんですが、
向こうの都合もあるんで、市長副市長に会ってもら
えるかどうかは別として、直接広島市役所にお持ち
しようとは思ってます。

甲斐さんのほうで感じられる三原というのはどうで
しょうか。

 三原の音楽状況って今すごくいいと思うんですよ。
一時期に比べて音楽やってる仲間も多いですし、
他にもいろんなイベントがあって、盛り上げようとし
てる人たちも多い。音楽に積極的な人が多くなって
きてると思います。
 だから音楽にも、その他のことにも、どんどん活動
的になって、ほんと一度きりの人生、こんな田舎で
すけど、楽しくみんなで生きていけたらなあと思っ
てぼくはやってますし、皆さんもそうあってほしい
なと思ってます。It's Only Rock 'N' Roll (But I 
Like It) ですね（笑）
広島2014.8.20豪雨災害復興支援チャリティライ
ヴは8月22日（土曜日）三原リージョンプラザで行
われます。甲斐 靖さん

広島2014.8.20豪雨災害復興支援チャリティライヴ
「IT'S OUR LIFE,IT'S OUR FIGHT.」実行委員長

 豊富な種類のお弁当や定食が地元
の皆さんに人気の「くりきんとん亭」
では、この夏、各種仕出し料理も
ますます充実。
 お料理の内容はご予算、用途に応
じて相談できますので、イベント、
お祝い事、ご法要など、さまざまな
場面にピッタリの仕出し料理を
作ってもらえます。ぜひしっかり
要望を伝えてみてくださいね。
 お盆が近づくこの季節、「くりきん
とん亭の仕出し料理」で、久しぶり
に地元に帰ってくるご家族、ご親戚
をお迎えしませんか？

※ご予約は3日前までにお願いします。

R２
パルディ

ひまわり
本郷店

セブン
イレブン

本郷郵便局

夏のご法要、イベントに
       くりきんとん亭の仕出し料理をどうぞ。

例/¥5,000

ご予算・内容に合わせてお作りします

www.kurikintontei.com

メニューはこちらから
三原市本郷南3-29-17
0848-86-2456
9:00～14:00
17:00～23:00（22:00 L.O）
8/15・16、正月

くりきんとん亭
検 索くりきんとん亭

日和の

おしえて 先生 !!


