
そめや ・・・・おつまみセット（きまぐれメニュー）

三原市城町1-19-19
0848-67-9103
11:30～14:30
17:00～23:00

4,５00円～5,５00円飲み放題付き（税込）
4人~16人(貸切30名まで）

A.
B.

いつも笑顔の美香ちゃんと料理上手の大将がア
ットホームな雰囲気でもてなす創作料理店。今
年6月から店舗が広くなり、グループで盛り上が
れるフロアがとても好評！人目が気にならない
落ち着いた空間で友とゆっくり語るもいいし、
仲間でパ～～～っとさわぐのも楽しい。

創作料理

登喜将 ・・・・あわびのおどり焼き 1,200円（税別）

三原市城町3-2-7
0848-62-7393
11:30～13:30
17:00～22:00

4,000円～8,000円のお料理（税別）
飲み放題1,900円（税別）
35人まで（ご相談ください）

A.

B.

この秋登場の新メニューは、出てきたアワビに
まずビックリ。活きてます、動いています！こ
の新鮮な活アワビをその場で焼いてお召し上が
りいただきます。宴会メニューに組み込んで頂
くと、単品価格よりグッとお得に。ぜひご相談
ください。

夢街堂 伝 ・・・・特製もつ鍋 （宴会コースのメニュー）

A.
B.

二階の座敷を自由に使える「一日一組
限定」の宴会コースは小鉢・つみれ・
サラダ・唐揚げなどの一品料理とメイ
ンは何故か「伝特製もつ鍋」この鍋の
旨さが評判で「一階でももつ鍋が食べ
たい～」との声が上がるほど。飲み放
題もついての満足コース。

三原市港町1-7-10
0848-67-3939
18:00～23:00

5,000円飲み放題付き（税込）
4人~20人くらい

串の家 sazan

美味しい串揚げをあつあつでていねい
に一本づつ出してくれるお店。開店5周
年をむかえた今年は一串を190円均一
で提供、さらに毎週金曜日はレディー
スデイで女性はドリンク半額という
企画がよろこばれている。そして今月
末迄はなんと生ビールプレミアムモ
ルツ一杯250円フェアも開催中！

・・・・お好みの串揚げをあつあつで

三原市宮浦4-8-13
0848-38-7600
17:30～22:00

前日までの予約お願いします
4,500円～6,000円
飲み放題付き（税込）
4人～24人くらい

A.

B.

頑固亭 ・・・・鯛の兜の酒蒸し（釣れたら出るかも）

三原市城町2-5-11
0848-67-7260
11:30～14:00
17:30～21:00

料理3,000円（税別）
2人~12人くらい

A.
B.

「どこよりも新鮮な魚が食える」がキ
ャッチフレーズで、大将が釣ってくる
とれたての魚を刺身・天ぷら・酒蒸し
など一番おいしい調理でもてなしてく
れる頑固亭の宴会メニューは半端無い
ボリュームで大好評。うまい魚が食べ
たければ予約必須です。

飲み放題はありません。ゴメンね！

漁師の賄い居酒屋

2015
11月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.45

きゃめる ・・・・手作り居酒屋料理

三原市城町1-11-1
0848-64-4355
17:00～23:00

5,000円飲み放題付き（税別）
4人~12人くらいzz

A.
B.

美酒・美食・美空間
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Barスタイルから40数年の歴史のきゃ
めるは居酒屋スタイルでも三原っ子に
愛されつづけている。マスターとママ
が夫婦でつくられる手作り料理は食べ
て落ち着く美味しさ。ネタケースにも
次々に仕込まれた料理と新鮮な魚介が
並べられる。宴会もおしゃれな座敷空
間でついつい楽しいお酒に盛り上がる。
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ことしの忘年会
お店はお決まりですか？
A. B.宴会予算の目安 宴会料理の頼める人数
※あくまでも目安です。参考にして下さい。

駅前
広場

講師：隅川  康文 氏
（すみかわ　やすふみ）
ファイナンシャルプラ
ンナー（ＡＦＰ）
来店型保険ショップの
店長として、年間150件
以上の保険相談を行う。
現在は専ら各種セミナー
講師として、西日本を
中心に活躍中。

優待投資の魅力を語る
平成27年度「投資の日」記念　全店一斉資産運用セミナー

女性の方限定のマネーセミナーを
三原で開催します。

 グローバル経済が大きく変動し、為替や株式市況の話題を
耳にすることが多くなってきています。そんな中、将来の
ライフプランや資産運用計画をどのようにお考えでしょうか？
「投資の日」を機会に、投資をより身近に感じていただくために、
優待投資やNISA にスポットを当てた資産運用セミナーを
開催します。

「家計を節約したいけど、何から手を付ければいいの？」、
「こどもの教育資金って、どう準備すればいい？」、お金
に関する悩みは尽きないもの。そんなお悩みをファイ
ナンシャルプランナーが解消します。「初心者にもわか
りやすい」、「少人数制なので質問しやすい」と好評の
セミナーで、参加者には無料個別相談会などの特典も
あります。

お申込み・お問合せ先 0120-022-037

株式会社LPHライフコンサルタント
愛媛県今治市祇園町3-4-15

保険代理店

東洋証券株式会社 三原支店
三原市城町1-9-7 朝日生命ビル
0848-63-7777

 「ファイナンシャルプランナーが教える
　　　　　家計節約のポイントセミナー」

家計節約のポイントは固定費の見直し。アッと驚く
方法で、あなたの家計が黒字に転換します !?

「教育資金って、どれくらい必要？」、「どうやって
準備すればいいの？」、そんなお悩みを解消します。

①平成27年11月 5日（木）
②平成27年11月 7日（土）

会場：三原リージョンプラザ南館２階　会議室
午前の部 / 10：00～ 11：00
午後の部 / 14：00～ 15：00

「ファイナンシャルプランナーが教える
　　　　　　　　　　　　学資セミナー」

①平成27年11月19日（木）
②平成27年11月21日（土）

会場：三原リージョンプラザ南館２階　会議室
午前の部 / 10：00～ 11：00
午後の部 / 14：00～ 15：00

※予約なしでの参加もOKです !

電話予約の方には毎回先着 5 名様に
こぶたキッチン（電子レンジ容器）プレゼント !

11月19日（木）
14:00～16:00（開場 13:30）

座談会
優待投資の魅力を語る
桐谷氏×ようこりん

ジュニアNISAについて
東洋証券（株） 三原支店長
田村　一弘

会場：三原市芸術文化センター ポポロ
定員：50名（要予約）
お問合せ：東洋証券株式会社　三原支店

東洋証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第121号　日本証券業協会　加入
本社所在地　〒104-8678 東京都中央区八丁堀4-7-1 TEL 03-5117-1040
本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
商品等にご投資いただく際は、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。（例えば、国内株式の売買取引には、約定代金に対して最大
1.2420%（税込み）、最低3,240円（税込み）（売却約定代金が3,240円未満の場合、約定代金相当額）の手数料、投資信託の場合は、銘柄ごとに設定
された販売手数料および信宅報酬等の諸経費等）。また、各商品等には価格、為替、金利水準の変動等により元本の損失が生じるおそれがあります。商品毎
に手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。

【講師】株主優待名人  元将棋プロ棋士七段
桐谷　広人氏

第1部

第2部

DVD上映

現在テレビや雑誌にひっぱりだこな株主
優待名人。約400以上の優待銘柄に投資。
その優待品で日々の生活を送っている。

TEL:0848-63-7777

参加費
無料

http://www.toyo-sec.co.jp
ホームページからもお申し込み可能です。

【うれしい特典】後日、ファイナンシャルプランナーとの個別相談会を無料で特別開催（希望者のみ）
　　　　　　　 「自分のライフプランに合わせた具体的なアドバイスが受けられる」と好評です。

（受付時間：月曜から土曜 10:00～18:00）
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び よ り カ レ ン ダ ー11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

11月4日（水）  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大人  1,800円（1,500円）②短大・大学生  1,500円（1,300円）
③3歳から高校生 1,000 円（800円）

映画「シネマの天使」

(  ) 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、くい文化センター、ポポロ、うきしろロビー他

ペア3組様プレゼント

※フューレックカード使用できます

前売り券1,00０円 販売場所 
リージョンプラザ・ポポロ・うきしろロビー・フジグラン三原

11月28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大人  1,800円（1,500円）②短大・大学生  1,500円（1,300円）
③3歳から高校生 1,000 円（800円）

映画「日本のいちばん長い日」

(  ) 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、くい文化センター、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

※フューレックカード使用できます
※前売り券の販売はありません

11月23日（月・祝）  ①１０:3０ ②１4:00 
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大人  1,300円②3歳から高校生  800円

映画「きみはいい子」ペア3組様プレゼント

※フューレックカード使用できません

前売り券1,00０円
販売場所 リージョンプラザ・ポポロ・うきしろロビー・フジグラン三原

備後地区最大級 ! フリーマーケット
11月8日（日） １０:00 ～14:00
三原リージョンプラザ 屋外広場　　0848-64-7555

※募集は終了しました。
※雨天の場合、14日（土）に順延

ペア2組様プレゼント

11月7日（土）開演 18:45
三原市芸術文化センター ポポロ ホワイエ
0848-81-0886

【チケット】 
一般： 1,000円（ポポロクラブ会員：800円）

【チケット取り扱い】     ポポロ

illumination live 2015

イルミネーションを背景に、テナーサックスとピアノのユニット
full moonが、クラシック、ジャズ、歌謡曲などおなじみの曲を
オリジナルアレンジでお届けします。

客席は120席限定です。（お一人様4枚まで）
前売券が売り切れた場合、当日券の販売はございません。

矢野  美恵
（ピアノ）

井口  久美子
（テナーサックス）

ペア2組様プレゼント

11月14日（土）開演 18:00
三原市芸術文化センター ポポロ 
ホワイエ
0848-81-0886

【チケット】 一般： 1,000円
　　　　　（ポポロクラブ会員：800円）

【チケット取り扱い】     ポポロ

聖夜へのプロムナード

客席は120席限定です。（お一人様4枚まで）
前売券が売り切れた場合、当日券の販売は
ございません。

一足早いクリスマスソングと、スクリーンミュージックで綴る
ロマンティックな歌の響宴

池田 尚子
（ソプラノ）

山岸 玲音
（バリトン）

上杉 智穂
（ピアノ）

三原日和
12月号
発行日

大阪フィルハーモニー交響楽団　
三原特別演奏会

ヒロシマ被爆70周年メモリアル［第35回広島県文化団体連合会文化講演会］公演

Michiyoshi Inoue
Conductor

2015年12月6日（日）
三原市芸術文化センターポポロ　ホール
S席 /6,500円（ポポロクラブ会員6,000円）
A席 /4,500円（高校生以下2,000円）
B席 /3,000円 井上道義［指揮］大阪フィルハーモニー交響楽団

合唱：大阪フィルハーモニー交響楽団 三原特別演奏会合唱団
大木惇夫・作詞 /佐藤眞・作曲：
混声合唱とオーケストラのためのカンタータ「土の歌」より　第7楽章「大地讃頌」
アールトネン：交響曲第2番「ヒロシマ」　ブルックナー：交響曲第4番「ロマンティック」

※会員価格でのお求めはお一人様4枚まで。※未就学児の入場はご遠慮ください。
※A・Ｂ席はポポロ、ポポロオンラインのみ。※高校生以下券はポポロのみ。

開演 16:00
〔開場15:30〕

主　　催 /

共　　催 /
後　　援 /

三原市芸術文化センター ポポロ　三原市文化協会
広島県文化団体連合会　中国新聞備後本社
一般財団法人広島県教育職員互助組合
フィンランド大使館　三原市　三原市教育委員会

チケット取扱い
ポポロ、ポポロオンライン、ハママツ楽器（東広島）、
啓文社新浜店（尾道）、スガナミ楽器（福山）、
ひろでん中国新聞旅行福山営業所、中国新聞販売所（取り寄せ）
お問合せ  三原市芸術文化センターポポロ   広島県三原市宮浦2丁目1-1
              TEL0848-81-0886  http://www.mihara-popolo.comOrchestra Ensemble Kanazawa

A席5組10名
プレゼント!!!

ｃ

Aki&Bingo リージョンバンドフェスティバル
11月22日（日） １０:30 ～
三原リージョンプラザ 文化ホール　　0848-64-7555

入場
無料

AKI　９バンド　
BINGO６バンドが結集

　

ミドルエイジの熱いステ
ージ！！　

the　Attics・モノトーンズ・The Dirty Dolls 含む１５バンド

飯島隆ｃ

 広島市内に通いながらエステの仕事をしていましたが、子育てとの
両立を考え三原で開業しました。建売りの間取りでは難しく、自由設計
の会社を数社回り、予算内で工夫して考えてくれるタカシンさんに決め
ました。担当の方はいろいろなお店をまわって、どんな内装がいいか、

女性ならではの視点で
アドバイスしていただきました！

タカシンホームのお客様インタビュー !

検 索タカシンホーム

当社は店舗やサロンを
併設した住宅の実績も
豊富です。女性営業や
女性設計士、女性のイ
ンテリアコーディネータ
もお手伝いしています。

女性の視点で一緒に考えて下さいま
した。施術中のお客様の目に入る天井
を3段に掘り込んだり、窓側の壁を
黒くして住居とは違うお店らしい雰囲
気にするなど、とても良いアドバイス
を頂けました。

遠赤外線で体をじんわり温めながらマッサー
ジ。発汗作用と血行促進で、体にたまった老
廃物を取り除きます。       080-2935-3529
　三原市中之町2-9-32  しまなみ信金北東約 20ｍ
営業時間 9:30～15:00 予約制  土・日・祝 休み 建設業の許可 広島県知事許可（特-26）第35519号

三原本社
三原市和田3-3-1
0848-61-1020

福山営業所
福山市松永町6-10-34
084-939-5805

株式会社　嵩 心

タカシン・ホームアロマリラクゼーション  ラベンダーアロマリラクゼーション  ラベンダー

探しものはなんですか？
ピイちゃんが歩くようになって、
よくモノが無くなります。先日は
ばぁばのメガネが無くなったと
大騒ぎ！

怪しいと思って、ピイちゃんお気に入りの
押し車の中も散々探したものの、見当たら
ず、仕方なく予備のメガネで一段落。

後日、ばぁばに「あったー！」と
メガネを持って走るピイちゃんが！
あれほど探したのに
結局押し車から出て来たよう。
やはりピイちゃんが犯人だった！
ピイちゃんは無邪気な我が家の
マジシャンです。

チラッ

【10月号 記事訂正とお詫び】　●レモンハウス様のモーニングA・Bの価格　誤）￥550 → 正）￥500 　 ●タカシン・ホーム様のシナリーたかた様 住所    誤）三原市中之町19-13-24 → 正）三原市中之町9-13-24　　以上訂正し、お詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。　

応募方法：Eメール , ハガキ , 封書にて　 締切：2015年 10月 30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。

イルミネーションライブ「共仕販が見つけたお米　5kg」
シネマの天使 きみはいい子

A 大阪フィルハーモニーB C
ED 聖夜へのプロムナード F 日本のいちばん長い日G

おいし～いお米2名様プレゼント !

vol.06

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。

セミナー
参加無料

Y様邸


