未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

元旦の朝は桜山のてっぺんで初日の出を拝みましょう

INTERVIEW

住めば、海・空・人が本当に素晴らしい。
三原に「はまった」自分のように、
ｉターンの人が増えて欲しいですね
横浜からなぜ三原に？
高校時代の家庭教師の先生が三原出身で。
「まさに
瀬戸内海 ! っていう海が見れるのが三原なんよ、ぜひ
行ってみて」と紹介してくれて、三原っていいところ
なんだなと、すごくいいイメージを持ったんです。
その後、大学３年のとき、部活で三原出身の後輩と
意気投合して、社会人になってからも友達というか
兄弟みたいな関係が続きまして。その彼から６年ほど
前に「三原の西港のみこしに出てみんか」と誘われ
て、その時はまだ神奈川に住んでたんですが、
「そん
な体験ができるんだったら、ぜひぜひ」と参加させて
頂きまして。皆さんに歓迎して頂いたのが嬉しくて、
その年の餅つきにも参加させて頂きました。これが
自分の毎年の恒例行事になり、三原に行ってみこしを
担ぐ、餅をつくっていうのがホント楽しみで。それを
５年間続けてたら、どんどん好きになりすぎて「住ま
ずにはいられない !」って感じになっちゃって、平成
26 年の 8 月に三原に引っ越してきました。

１年住んでみても、すごく満足度が高いです。やはり
海がいいです。落ち着きます、とても。神奈川にも
海はありますが、横浜とも湘南とも全然違う。僕の
中の「理想の海のイメージ」が、瀬戸内の、三原の
海とすごくマッチしました。おだやかで、島々が近くに
ある風景は、初めて見たのに懐かしさがこみあげてく
るくらい。和田からみはらし温泉にかけての185号線
沿いの海が一番好きですね。
僕のなかでは海・空・人っていうのが三原の３大
キーワードなんです。その３つが最高だから来たん
じゃないかなと思います。空もきれいだし、想像以上

には花見祭、10 月には植樹の準備整備、11 月には植樹祭を行っています。桜山は浮城三原城跡を見下ろす絶景ポ

に三原とフィーリングが合ったというか、「はまっ

イントとしても良いロケーションですし、なにより桜山を桜でいっぱいの山にしたいという思いで、日々楽しみな

た」って感じです。

がら作業に取り組んでいるメンバーです。

あと、食べ物がおいしいです。野菜も魚も、食材が
新鮮です。自分で料理するからよくわかります。みな
さんきっと自分で思ってるよりお口が肥えてて贅沢
だと思いますよ。
逆に悪いところってほとんどなくて、しいて言えば
日曜日に飲食店が閉まってて寂しいくらい。気候も
いいですね、冬は瀬戸内のイメージから想像してた
より寒かったですけど。交通は飛行機も新幹線もあ
るし、そういう便利さはすごいまちだと思います。

元旦は桜山山頂にて熱燗やお茶、ちょっとし
たおつまみを用意しています。

今後の三原への期待は。

に親身に世話をやいてくださる方も多くて、びっくり
します。

の活動では毎月最終日曜日山林・登山道の整備に取り組んでいます。また、1 月１日には初日の出登山、3 月下旬

自分でも信じられないくらいの変わりようで。ほんと

交通の便などすごく整ったまちなので、もっと i ターン

どなたでも登れる桜山です。みんなでご来光を
いっしょに拝みましょう。

の人が増えたらいいなと思いますね。私も積極的に

それに、いろいろある三原の行事を通じて四季を

他の地域の方に三原の良さを伝えて行きたいと思っ

感じられる。その大切さを今すごく実感してます。横浜

ています。若い力って必要ですし、やはり三原を好き

にいる時は祭りや行事に全く参加してなくて、四季の
変化に対して鈍感だったのかなと。でも、三原では
何かしら行事があればたいていそこに居るという
（笑）
、

で移住してくれる人が一人でも増えて欲しい。自分が

吉田 茂史 さん

そういうモデルケースになれるように頑張っていき
たいなと思います。

ヘアーメイクこだわりプラン

“振袖を決めるなら今 !”

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）

￥30,000〜（税別）

￥50,000〜（税別）

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。

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。

卒業式
袴も !!

エクステリア＆ガーデン

振袖選びにも時期があります。第一弾
は長期休暇が重なる 8〜9 月。そして第二弾はまさに今。年末からお正月
明けにかけてです。人気のある柄や色から予約が入るので、まだ選ばれて
いない方は早めに動いてお気に入りの一着をみつけましょう。
Q. 今展示会は何年生まれが対象なの？

成人式振袖（フルセット）

1月

平成 8（1996）年 4 月 2 日〜平成 9（1997 ）年 4 月 1 日生まれ

（現在高校を卒業されて1年目）の方

ご成約特典

・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。）

2015 年 最終営業
12 月 29 日まで
2016 年 年始営業
1 月 3 日から

貸衣装

ファミリー
マート
大阪王将 宮浦郵便局

ユニクロ

こぐま屋

R２

すき家

ベルフィーユ

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

・袴のみ
￥10,000〜（税別）
・フルセット（袴・着物・小物）
￥25,000〜（税別）

競輪補助事業完了のお知らせです
公益財団法人 JKA 様より競輪補助事業「平成 27 年度福祉車両の整備」による助成にて送迎車を

9日

土

10日

日 10:00
〜17:00

三平商事

お庭や外構で気になっていること、ありませんか？
「庭日和」でおなじみ三平商事では、大きなことから小さ
なことまで、お庭やエクステリアの事が何でも相談でき
る「新春大相談会」を開催致します。

□
□
□
□

新築中！外構はどうしよう？
駐車場を増やしたい！
バイクを雨や霜から守りたい！
ガーデンルームはいくらするの？

などなど…どんな事でも OK。
相談はもちろん、すべて無料。さらに、おトク
なクーポンのプレゼントもついています！
ぜひお気軽にお越しください。

整備することができました。これからはより利用者の安全な送迎、外出ができるようになります。
ここに事業完了をお知らせすると共に公益財団法人 JKA 様に感謝申し上げます。

THANK YOU

12 月 30 日から1月
6日まで休業とさせて
頂きます。新年は 7
日より営業致します。

相談会にご来店のお客様限定

プレゼント！

平成 28 年１〜３月にご契約・
着工されたお客様に限り、３％
OFF となるお得なクーポン券
をプレゼント。ご相談の際、
三原日和をご持
参または「三原
日和を見た」と
お申し出下さい。

三平商事有限会社

か にが食べたい季節 で す ね

呉線

ユーホー
ローソン

R２
トヨタカローラ広島

歳末・新春

SALE

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

波の香

年末 30・31 日年始 1・2・3 日営業してます！

年末年始にボディケアしてからだスッキリ！！
普段は忙しくて、からだのケアに行きたくても行けない方も多いのでは？そんなあな
たのために、
美楽堂は年末年始休まず営業いたします。ボディケアコース・リフレッシュ
コース・足つぼボディケアセットコースで、年の瀬、お正月も美楽堂でリフレッシュ !

販売させていただきます！

どうしても出せないものや、自分たちでは

たいものですね。けれども今年もあっと言う

移動出来ないものなどお困りの時には 12 月

まに終わろうとしています。家庭のごみの収

30 日までかたづけ隊は営業しています。

集日は町別に異なりますので三原市のホーム

新年は 1 月 4 日より営業開始致しますので

ページ「 H 2 7 年 度かんきょうカレンダー」

どうぞご相談、ご依頼ください！

まずは電話で問い合わせましょう！

かに料理

おいしいかに料理を食べるには
かにのかね綱

東広島市西条町
御園宇 2403-1
082-493-8415

検索

11:00〜14:00
17:30〜22:00

R486

いろいろなコースがございます！
送迎バスがあります。お気軽にご連絡ください。

至広島

道照交差点

R2

蒔田慎哉さん

フジグラン
東広島店
旧
R
3
7
5

R375

日曜日・祝日
至三原

11:00〜14:30
17:00〜21:30
火曜日

レモン
ハウス
ハロー
ワーク

ファミリー
マート

三原駅

美楽堂（びらくどう）
美楽堂

検索

ホームページに詳しい情報を掲載しています

三原市館町 1-7-10
080-2941-8696

（予約優先）

10:00〜19:00( 最終受付）
火曜日定休

※当店はリラクゼーションサロンの為、治療行為は一切行っていません。

下見やお見積もりに伺う日程等を
打ち合わせさせていただきます。

▲

下見訪問（無料です）

※T ポイントが貯まります。T-POINT

検索

広島大学付属
三原小学校

5,500 円（足つぼ 30 分＋ボディケア 60 分）

税込価格です

平日・土曜日

西条駅

かにしゃぶ、焼きガニと

かね綱

お電話でのお問い合わせ

▲

（税別）

紳士服はるやま

0120-097-530 へ

施術や時間帯のご相談もお気軽に
お電話ください。

まずは電話で問い合わせましょう！

▲

【ボディケアコース】3,600 円（60 分） 5,200 円（90 分）
【リフレットコース】4,000 円（足圧 30 分＋足つぼ 30 分）
4,100 円（足つぼ 30 分＋ボディケア 30 分）
【セットコース】

六 ,〇〇〇円

家庭ごみの出し方

三原 イオン三原
郵便局

レスキューならごみゼロ

で確認してください。
三原市

広島銀行

HOTEL
TODAI

弊社は三原市の一般廃棄物収集運搬業の許可を取得し
ている専門業者です。作業スタッフも研修を受けた
プロのスタッフですので安心しておまかせください。

初回サービスとして、60 分コース 600 円割引・90 分コース 1,000 円割引いた
します。旧年中の疲れを取って、スッキリ仕事始めに向かうためにいかがでしょうか！

三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

どの商品も今回限りの特別割引にて

年末の大そうじはあわてないでゆっくりやり

三原駅

メガネサロンくまの

この三原日和をご持参ください

年末の大掃除にお困りの方!、来春にむけて
『ごみのレスキューかたづけ隊』におまかせください！

年末年始は家族みんなでかに料理

年末年始
継続企画

三平のお得なクーポン

年末年始の営業について

社会福祉法人 三原のぞみの会
きぼう介護センター
三原市明神町3-15-17
0848-36-6145

玉浦 巖

検索

※相談会参加後、希望されない方には電話、訪問などの
営業は一切致しませんのでお気軽にどうぞ !

社会福祉法人 三原のぞみの会
理事長 安棟 信雄

蒸ずわいがに
かに造り
かに茶碗蒸し
網焼き盛り合わせ
焼みそ
かに天ぷら
かにサラダ
かに寿司
吸い物
抹茶掛けアイスクリーム

年内は 30 日まで営業
初売りは 1 月 4 日から

大相談会

A.【平成 29（2017）年度の成人式に出席される方】

・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）

理事長

登山道入口は館町ゆめキャリアセンター駐車場からが登りやすくなっています。（駐車場有ります）

成人式は衣裳専門店で ! H29 年度 （2017） 成人式振袖レンタル展示会
全てお任せプラン

問い合わせは
NPO法人うきしろ桜山会
0848-67-5335

元旦の朝6時半くらいから登り始めます
7時くらいから登られても間に合いますよ！

▲

に参加されている、吉田茂史氏さんに伺いました。

実際に移り住んでみていかがですか。

を目的に平成 24 年に設立されました。メンバーは町内会、奉仕団体、個人などの有志で構成されています。日々

▲

神奈川県から三原に i ターンし、地域の行事に積極的

NPO 法人うきしろ桜山会は、桜山の山林、登山道などの整備を行い、桜山を観光資源・市民憩いの場とすること

かたづけ隊のセット料金の目安（各家庭により条件が異なりますので必ず見積もりをいたします）
楽々セット
楽々セット

少量のかたづけ向け
少量のかたづけ向け

18,000 円〜

（運賃・処分費・作業員 2 名の費用込み）

ワゴン車に積み込めるくらい
を処分致します。

安心セット
安心セット

28,000 円〜
たまってしまったゴミでも安心
たまってしまったゴミでも安心

（運賃・処分費・作業員 2 名の費用込み）

2トン車に積み込めるくらいを
処分致します。

おまかせセット

48,000 円〜
プロにまかせてお家がスッキリ！

（運賃・処分費・作業員 2 名の費用込み）

4トン車に積み込めるくらいを
処分致します。

お見積もりのご依頼（無料です）T-POINT

※T ポイントが50ポイント貯まります。
お年玉キャンペーン
見積もり無料なのに
T−ポイントがついてきます！
INT

T-PO

有限会社

グリーンアース

三原市久井町坂井原 253
0848-62-1381

