
未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

再開を願う地元の思いを集めて、やっと実現した大和の花火大会。
支援して下さっている皆さんの期待に応えて、継続していきたいです

白竜湖花火実行委員会 委員長
岡場弘雄さん

間もなく第２回が開催される、白竜湖花火 inだいわ。
白竜湖花火実行委員会 委員長の岡場弘雄さんに伺
いました。

春の花火大会を始めた経緯は。

 以前は大和にも花火大会があり、ダムが出来た後
の昭和４４年ごろから、水没した集落を偲ぶ意味も
込めて毎年８月１４日に開催していました。ところが
合併後、やっさの花火大会と時期が重なるため、
警備ができないという事で中止されてしまったん
です。合併の為に花火までなくなってしまった、
いいことないじゃないか、というような声も多く
聞かれました。
 なかなか再開できなかったのは、警備だけでなく
資金面の問題もありました。合併前は、町の補助
金に加えて、寄付も広島の方から来て町の仕事を
されているような、大きな民間業者が多数ありま
したので、お願いすれば協力していただける事も
多かった。ところが合併後はそれがなくなり、非常
に厳しい。

 そういった中で、あるとき天満市長が「行く先々で
花火がなくなって寂しいと聞くが、花火を冬にやっ
たらどうか、空気も澄んでいるし、夏より安くでき
る」と言って下さいまして、その後大和支所の支
所長やら私やら、人を集めて実行委員会を組織す
ることになりました。
 時期については、年配者は元通りお盆にしたい、
若い人たちは他の時期で、という意見が多く、じゃ
あ若い人たちの意見を尊重しようという事になり
ました。大みそかの年越しの花火にしてはどうだ
ろうかという案もありましたが、やはり見る方が寒
すぎてもいけないだろう、白竜湖の桜が有名だか
らその時期に、と決まりました。ただ、今年はサミッ
トの関係で1週間遅い16日になり、桜は散ったあ
とになりそうです。

去年はすごい人気でしたが、継続の見込みは。

 前回「寒いし、あまり人が集まらないのでは」と
思っていたのですが、始まる頃には駐車場がいっ
ぱいになり、道路が渋滞している、というような状

態になってしまい、ずいぶん遠い駐車場から歩い
ていただくこともありました。今年はシャトルバス
を出して改善します。支所、工業団地を駐車場に
して送迎する予定です。お店も品物も足りなかった
ので、今年は出店もたくさん増やします。
 継続については、寄付をお願いして回る中でも「１年
で終らせないで継続して欲しい」という声をたくさ
んいただいていて、もちろん努力して行きます。
やはり一番の苦労は資金面ですが、町内の企業や
お店が協力して下さっていますし、各戸1000 円の
お願いなどもしています。
 山を背景に打ち上げる陸の花火は大きく見えて
迫力があり、音も大きく聞こえます。数は去年と同じ
1000 発ですが、今年は内容をさらに豪華にして
います。
 フライトロードが出来てからは短時間で来て頂け
るようになりましたので、花火を含めいろいろな
行事を通じて少しずつでも魅力を発信して、若い
方に大和を知っていただくきっかけになればと思
います。

2名様プレゼント !
『共仕販が見つけたお米 5kg』

 共仕販は宅配牛乳サービスを行う会社です。
 健康な食材を皆様にお届けしたいとの思いで、乳製品はもとより、お豆腐やお米なども取り扱っています。
 共仕販オススメの『共仕販が見つけたお米』は、三原市大和町の農家から直接仕入れている、とっても美味しい大和町のお米です。
 ただ今モニターキャンペーン中につき、1週間分の『森永カルダス』を差し上げています。どうぞお気軽にお電話ください。

“お客様の笑顔”を願い、お届けしています

株式会社 共仕販
三原市古浜2-10-26
0848-62-6833

0120-334-255
［担当：奥田　浩之］

社員募集中 ! お問い合わせ下さい。大好評 !
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「極力シンプルに、使い勝手をよくしたい。すると機能美が生まれて、雰囲気も良くなるんです」と語ら
れる小松社長。同社ではオリジナル家具製作や造り付け家具工事を得意とし、本が増えたお客様には壁
一面を本棚に、子どもが独立したご夫婦には大きな食器棚を多機能棚に、など、ライフスタイルに合わ
せたお部屋のリフォーム・リノベーションを手がけられています。春の模様替えに「匠の技」を組み合わ
せて、お部屋をもっと素敵にしませんか？

部屋も家具も、大切にしながらリフレッシュ！
シンプルな機能美を追加して、いつものお部屋をもっと素敵に

小松木工株式会社　代表取締役 小松洋文
武蔵野美術大学　工芸工業デザイン学科卒。公共
施設の内装と家具を多数手がける株式会社藤江和
子アトリエ勤務を経て、小松木工入社、2007年
同社代表取締役就任
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三原市宮沖2-3-1
0848-62-2371
komatsu.jpn.com 

小松木工株式会社

お客様ひとりひとりのために創られる空間

ご相談・見積もり無料です。新しい季節に新たなる空間を！

「当時、ボーナス一括で無理して買ったソファセット。誰が決めた訳ではないのだけれど父の特等席と言わ
れている椅子。母が揃えてくれた婚礼ダンス。家具にはそれぞれいろんな思い出がありますよね。その思
いをもう一度よみがえらせることが家具屋の私にできることじゃ無いかと思い、お客様の思い出をつなぐた
めに出来るだけの事をさせて頂いています」。椅子・タンス・机など数々の思い出の家具を『よみがえらせる』
松本光生社長は「わたしたちにしか出来ない仕事をするのが最高に楽しいです！」と語ってくれました。

大切にしたい気持ちで
椅子・机・家具・ソファなどをもう一度よみがえらせませんか！

before

after

松本木工有限会社　代表取締役社長 松本光生
大正5年箪笥職人であった祖父により創業。昭和
41年に「松本タンス」を開店。自分たちにしか
出来ない事をモットーに4代目とともに家具のリ
ペアーに燃える。

三原市本町1-9-30
0848-64-3322
matsumoto-tansu.com 

松本タンス

なんということでしょう～なんということでしょう～

ご相談・見積もり無料です。新しい季節に新たなる空間を！
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衣装専門店がご提案する満足度◎のウエディングフォト
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宮浦郵便局大阪王将
婚礼衣装専門店だからご用意出来るこ
だわりの一着を写真館で撮影します。
衣装にこだわりたい方、落ち着いた雰
囲気で撮影されたい方にオススメです。

こだわりドレス&タキシードで
写真館撮影プラン

こだわりドレス&タキシードで
写真館撮影プラン

1 ポーズ 65,000 円（税別）～

結婚式に招かれることの多いこの季節、気軽に借
りれるレンタル衣裳はいかがでしょう。
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。

取り扱い商品

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

満開の桜の下で野外ロケ。四季の美し
さを背景に伝統の花嫁衣装を纏えるプ
ランは桜の時期限定です。どうぞお早
めの予約を !

白無垢（又は色打掛）紋付 
桜の下で撮影プラン

プラン料金には、衣装、美容、着付けが含まれます。 プラン料金には、衣装、美容、着付けが含まれます。
3 ポーズ 150,000 円（税別）～

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、夜に足がこむら返りがあったり、むくむといった症状
　　で悩んでいます。

　　治療は必要ですか。
●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。
下肢静脈瘤の場合は1．足の血管が浮き出て見える。2．足がむくむ、
痛む、だるい、重い、疲れやすい 3．足に熱感があったり、しばし
ば足がつる（こむらがえり）4．足がかゆい、湿疹がでたり皮膚が
黒ずんでみえる5．足に潰瘍ができている（皮膚が破れて出血があ
る）といった症状が出てきます。

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。

 下肢静脈瘤は良性の病気ですので急に悪化したり命の危険はあり
ませんので安心して下さい。しかし、足のだるさや、むくみなどの
症状が慢性的におこり生活の質（QOL）を低下させます。 まれに
湿疹ができたり、皮膚が破れる潰瘍（かいよう）ができ重症になる
ことがあります。こうなる前に、できるだけ早く専門科を受診される
ことをお勧めいたします。

ほっておいたら、どうなりますか。

やっぱり大事になる前に診察されたらいいんですね！
土肥先生、有り難うございました。

 治療法は「圧迫療法」「硬化療法」「結紮 ( けっさつ ) 術」
「引き抜き手術（ストリッピング手術）」などがありますが、
最近は下肢静脈瘤を切らない日帰り治療が行われてきて
います。私どもも高周波治療機器の導入により健康保険
適応の血管を切らない血管内下肢静脈瘤治療を地域にご
案内することが出来ました。

検 索みはらえきまえクリニック

www.mihara-cl.jp
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手術は大変ですか。

 放置しておいて自然に改善することはむずかしく、時間の
経過とともに徐々に悪化していきます。
重症化すると湿疹や脂肪皮膚硬化症などの「うっ滞性皮膚
炎」を合併します。さらに悪化すると「潰瘍」になってしま
います。
 うっ滞性皮膚炎や潰瘍を合併しても治療をすることはでき
ますが、回復が長引いたり、皮膚炎の跡が残ったりする場
合がありますので、できればうっ滞性皮膚炎をおこす前に
治療を受けた方がよいでしょう。
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おしえて 先生 !!

※症状には個人差がありますので
　お近くの専門医にご相談してきてください。

※治療期間には個人差により
　違いが生じることがあります。

※

下肢静脈瘤の
症状例

JR三原駅がすぐ目の前のクリニック 土肥俊一郎先生

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

3月某日、宮沖のトラスト三原ネクサージュのモデルルームを拝見させ
て頂きました。突然の訪問にも関わらず、担当者の方が笑顔で対応し
てくださり、安心安心。眺めが良いのはもちろんステキなんだけど近く
に学校、商業施設、公共機関が揃ってて、ホント! 便利に暮せる場所
なんだね。今度は、主人と子どもたちにも見てもらおうかしら。

検 索トラスト三原
詳しい情報は

三原市宮沖5-681-9,10
0120-40-8950
10:00～19:00
毎週水曜日（祝祭日は除く）

トラスト三原ネクサージュ

生活環境・眺望・販売価格もいい感じですよ！

わたし、実物モデルルームを見学してみました！
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三原日和の
特派員記事

エントランスがとっても

きれいで入りやすいわ！

うわ〜！　全館南向きなので

陽のあたり方が最高〜〜！

キッチンや洗面所は主婦の

もっとも気になるところ！

モデルルームを拝見できてよかったわ～！モデルルームを拝見できてよかったわ～！

お問い合わせは「トラスト三原ネクサージュ」販売センターまで

販売代理

モデルルームいつでも見学できます！モデルルームいつでも見学できます！
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開催日 4月 7日（木）

知ってトクするマネーセミナー
「家計を節約して、その分積立ができればなぁ」「今の保険、
私に合っているのかしら？」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」と好評です。

お申込み・お問合せ
0120-022-037

株式会社LPHライフコンサルタント
愛媛県今治市別宮町2-1-15

保険代理店
（受付時間：月曜～土曜 10:00～18:00）

講師： 隅川 康文 （すみかわ やすふみ） 氏
ファイナンシャルプランナー（AFP）
各種セミナー講師として、西日本を中心に活躍中

会場：三原リージョンプラザ南館２F 会議室
・節約・積立のポイント /10：00～11：00
・保険選びのポイント /14：00～15：00

【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。

ファイナンシャル
プランナーが教える !!

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

《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

参加費の中にケーキ代と2L写真代が含まれております。
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。

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。）

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。

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

「卒業・入園・入学キャンペーン開催中」
4月末まで撮影料 50%OFF

常時受付中 !!

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。

（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）
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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
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紳士服はるやま

新学期・新年度のスタートです。入学されたお子さんが、黒板の文字が見えにくいと言われ
ていませんか？パソコンの文字が見えにくくて、仕事がはかどらないお父さん、大丈夫です
か？めがねの専門員のメガネサロンくまのは、みなさんの視力について専門的に診断出来ま
すよ！正しい視力で新学期・新生活・新年度を元気よくむかえてください。診察は無料です
ので遠慮なくどうぞ。
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補聴器も取り揃えていますよ

メガネサロンくまのは補聴器も数多く
取り揃えています。「お父さん、最近
耳が悪くなったかも」「テレビの音量
が大きいって注意される」とか聴力の
気になるかたにも聴力診断とアドバイ
スいたしますよ！

補聴器も！

あたらしい春をきれいに見えるように！

ホームページやオークションなどに商品情報を載せるお仕事です、
未経験者の方でもちゃんと出来るんですよ！

三原市港町1-8-33
0120-111-556
10:00～19:00
年中無休

プレミアムリバース

検 索プレミアムリバース

ホームページに詳しい情報を掲載していますホームページに詳しい情報を掲載しています

三原店

土日祝日は休みたいのだけれど・・・
→出来たら出勤してほしいけどOKです！

人付き合いがちょっと苦手
→パソコン入力の仕事なのでほとんど人間関係の悩みゼロ

子どもが小さくて急に休みをとらなくてはならないかも
→自分のペースで出来るので出勤日変更OK!

インターネット専属スタッフ募集

尾道店・三原店・東広島店で同時募集！

1日4時間、週3日からでもOK
私服OK・体力関係無し！
時給800円以上

人事採用担当：馬場までお電話ください！
電話番号：0848-63-3169まで
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