
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：2016年 1月 31日（日）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」A 大瀬戸千嶋
映画「ターミナル　起終点駅」 映画「ボクは坊さん。」

B 西澤安澄のスペインC
D E 映画「ミステリー映画祭」F

おいし～いお米2名様プレゼント !

今年の神明市は
2/12（金）・13（土）・14（日）

知ってトクする、 
女性のためのマネーセミナー開催

「家計をうまく節約して、その分積立ができればなぁ。」、
「子どもたちの夢の後押しをしてあげたいな。教育資金、
しっかり準備しなくっちゃ。」、そんな思いにファイナン
シャルプランナーがお応えします。
「初心者にもわかりやすい」、「少人数制なので質問し
やすい」と好評のこのセミナー。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

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

アッと驚く方法で、あなたの家計が黒字に転換 !?
そんな積立方法があったんだ !?

「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 28 年 2月   6日（土）
②平成28年2月 18日（木）

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 28 年 2月   4日（木）
②平成28年2月 21日（日）

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 !

【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（先着順）
　　　　　　　 「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）

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）
年間150件以上の個別
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。

しまなみ信用金庫  住宅ローン
優遇金利の取扱いを実施中です !!

【お取扱期間】平成27年4月1日～平成28年3月31日

http://www.shimanami-shinkin.jp/

商品の詳細は、しまなみ信用金庫の窓口、または渉外担当者にお問い合わせください。
保証会社の保証が得られない場合など、ご希望に添いかねる場合もありますのであらかじめご了承ください。
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び よ り カ レ ン ダ ー2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

子どもサロンドレミ園が移転リニューアルオープン　
三原市小規模認可保育園

 株式会社アトラックの企業内保育事業として、平成22年 4月に宮浦のマンション
内にオープンした「子どもサロン ドレミ園」。伝統行事や食育を大切にした家庭的な
保育を行われていた同園ですが、昨年４月に三原市の小規模認可保育園として認可
され、その後より充実した保育環境の実現を目指して、今年１月、皆実のアトラック
本社ビル１Fに移転オープンされました。
 中に入ると、建物の外観とは大きくイメージの違う室内にびっくり。保育園らしい
ほのぼのとした色調の空間は驚くほど広々としており、子どもたちものびのびと動き
回っていて楽しそう！室外には安全な柵で囲まれたお庭があり、プール遊びもでき
るようになっています。
 国道沿いという立地条件のため、安全面と環境面には特に配慮されており、厳重な
防犯対策はもちろん、室内に取り入れる空気は浄化フィルターを通してクリーンに。
車の走行音やパトカーのサイレンなどが子どもたちのお昼寝などに影響しない
よう、窓やドアは防音仕様でとても静か。転んでもケガをしにくいクッション性の
高い床や、子どもたちの手の届かないスイッチ類やコンセントなど、細かいところ
まで配慮が行き届いていました。
 以前より取り組まれている食育についても、調理室の向上もありますます力を入れ
ておられるそうで、子どもの成長一人一人に合わせて食材の刻みの大きさを変えた
り、必ず先生方が試食するなど、認可保育園の基準よりも高いレベルに取り組まれ

ています。「よく食べる子は、よく動き、よく眠るんです。
食事は子どもの心身の成長の源。一人一人に合った食
事を通じて元気に育ってほしい」とおっしゃる山内
園長。保育園と家庭、両方での子どもの状況を常に
親と共有し、子育ての悩みに応えていく保育を目指
されているそうです。
 興味のある方、悩みのある方、見学や相談は大歓迎
だそうですので、まずは連絡されてみてはいかが？

アトラック・ドレミ園では、「子育て両立支援室」を設置し、仕事を探したい方、お子様を預けたい方のご相談をワンストップでお受けしています。どうぞお
気軽にご見学、ご相談にお越しください。スタッフ一同お待ちしています。   TEL　0848-36-6466　ドレミ園園長 山内まで（日・祝休み）　

三原市皆実1-21-15
0848-36-6466
7:30～18:00
日曜・祝日

子どもサロンドレミ園ミハラ
ボート

日産

三原
警察署

すき家

マクド
ナルド

みんな揃って楽しくお食事。先生方のサポートもき
め細やか。カメラが気になってポーズしちゃう子も？

平成18年創業、三原本社の
人材派遣会社です。「一人ひ
とりが夢を持てる環境づく
り」を理念に働く方と顧客
企業の幸福を追求していま
す。人材派遣会社による認可
保育園の運営は、業界では
未だ他に例のない先進モデル
となっています。

（株）アトラックのご紹介

検 索アトラック

R2

三原市小規模認可保育園
ドレミ園 取締役  
山内涼子園長

広島県仕事と家庭の両立支援企業登録証

右折できます

5人の自社設計デザイナーが、
お客様の夢を全力で応援します！

タカシン・ホームの『自由設計力』って？

新築・建替の方から抽選で、システムキッチン・ユニットバス・カップボー
ド・洗面化粧台・無垢材仕様・地震に強い耐力壁　6点セットの豪華プ
レゼント!「夢応援キャンペーン」1月末まで受付中！　詳しくはHPにて建設業の許可 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

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

タカシン・ホーム設計企画スタッフ

一生に一度の家づくり、やっぱり自由設計で！ という方が多い
のではないでしょうか？ 
でも…一口に自由設計と言っても、会社によって対応力はさ
まざま。タカシン・ホームでは、女性を含む5人の設計デザ
イナーがお客様の夢をかなえる家づくりを応援しています。
社内スタッフだから「社外に依頼するので、設計変更は追加
費用が必要に…」なんて心配も一切ナシ !また、営業担当と
兼務しない設計の専門家なので、豊富な専門知識を生かし、

細部までこだわったプランを
提案できるのだそうです。
新年こそ自由設計でマイ
ホームを… という方、一度
相談してみてはいかが？

家族の夢をかなえたLD 趣味のスペースこだわりの外観

ぜ～んぶ
まとめて

６点プレ
ゼント！

ペア5組様
プレゼント2月7日（日）開演 15:00

三原市芸術文化センター ポポロ
0848-81-0886

【チケット料金】
ポポロクラブ会員 ご招待（要 : 招待券）
〔招待券は情報紙popolo news12-1 月号に同封〕
※会員追加購入：800円
一般： 1,000円（全席自由・税込）

大瀬戸千嶋LIVE for POPOLOCLUB

※チケット取扱いはポポロ、ポポロオンライン
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※曲目変更の場合はご了承ください

三原日和3月号発行日

2月10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「ターミナル　起終点駅」

(  ) 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、中央図書館、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

※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月27日（土）・28日（日）　
①白い巨塔 １０:0０ 
②張込み １3:00
③悪い奴ほどよく眠る １5:10
④黒い画集 あるサラリーマンの証言18:00
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

※高校生以下、障がい者手帳をお持ちの方　無料
ご鑑賞料金　1作品 500円

映画のつどい「ミステリー映画祭」 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せん

2月20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「ボクは坊さん。」

(  ) 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、中央図書館、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

※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

2016
2月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.48

名匠たちが丹精込めて作り上げた
力作4作品を上映します

① ②

③ ④

《演奏予定曲》
clover（広島テレビ「テレビ派」テーマ曲）
Future（広島県食育テーマ曲）
VICTOIRE（アンジュヴィオレ広島公式応援テーマ曲）
be alive　　他

ペア3組様
プレゼント

2月28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

【チケット料金】全席指定・税込
一般： 2,800円（ポポロクラブ会員2,500円）
学生・シニア：2,000円

～スペインの多彩な音楽世界～
西澤安澄のスペイン＋鈴木大介

※学生は小～大学生まで、シニアは70歳以上
※学生・シニア券はポポロ・ポポロオンラインのみ取扱い
※会員価格でのご購入はお一人様4枚まで
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※都合により曲目が変更になることがございます。
【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）、スガナミ楽器本店

神明市

2/2１ 1４:３0～16:00（先着順）
「広島経済同友会三原支部 創立30周年記念講演会」講師：原 晋　青山学院大学陸上競技部監督

三原市芸術文化センターポポロ　  0848-62-6155

セミナー
参加無料

vol.09

連載
コラム

初神明市
神明市に行ってきました。
神明さんの時期は寒いと聞い
たので、風邪をひかないよう
　　　　防寒もバッチリ！

お化け屋敷では案の定泣きわめき、これで夜
に眠れない日も、お化けネタで寝てもらえそ
うです。他にもだるまみくじや
植木市など見るものがいっぱい！

　　　　　　　神明さんには名物のだるまの
　　　　　　　　行列が歩いているという。
　　　　　　　　
　　　　　　　「ピイちゃん、だるま見て！」
　　　　　　　ぱっと振り返ると、だるまが
目の前に !？よく見ると、皆に囲まれちやほ
やされているピイ！服でだるまに間違わ
れたようです。ピイちゃんも沢山の人に
可愛がられて楽しんだ神明さんでした。


