
未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

ものづくりの現場での経験を、地元で役立てたい。
産学連携や人材育成を通じ、イノベーションに貢献していきます。

公益財団法人ひろしま産業振興機構
滝口隆久さん

三洋電機（株）で「GOPAN」や「おどり炊き」炊飯
器など数々のヒット商品を生み出し、現在は公益財団 
法人ひろしま産業振興機構で地元企業のものづくり
にかかわっている、滝口隆久さんに伺いました。

商品開発・ものづくりの経歴を教えてください。

 三原高校を卒業後、東京造形大学でデザインを学び 
まして、その後三洋電機（株）に入社し、商品企画、 
製品デザイン、開発マネージャー、事業推進責任者を
行い約３１年にわたってものづくりの全般にかかわっ
てきました。炊飯器、空気清浄器、液晶ディスプレイ、
ノートパソコンなど、数多くの家電をデザインしてき
ましたが、中でも米からパンを作る「GOPAN」の
開発では、開発責任者として、多くのチームが連な
るプロジェ クト全体の指揮を執る立場となりました。
「米粉ではなく生の米からパンを作りたい」という
市場のニーズに応えヒット商品となりましたが、前例
のない商品開発は困難も多く、事業化までに５年を
要しました。 また、中国の関連会社「大連三洋家用
電器有限公司」の総経理として、中国でのものづくり

も経験し、経営から会社清算までを統括しました。

現在のお仕事は。

 三洋電機では、白紙の状態から商品を構想、デザ
イン、技術開発、量産化、事業化する、プロジェクト
全体を統括するといった、ものづくり全般を経験しま
したので、これを活かして地元広島のものづくりに
貢献したいという思いで、現在は公益財団法人ひろ
しま産業振興機構に所属し、企業相談、産学連携、
ものづくりに携わる高度人材の育成などを行ってい
ます。 
 産学連携では、ニーズ（要望）とシーズ（提供可
能 な技術）をマッチングし、新しいものを開発した
り、課題を解決するといった事業を行っています。 
人材育成に関しては、私が塾長となり「イノベーショ 
ンインストラクター育成塾」というものを開講して
います。受講生は理論や机上の演習だけでなく、実
際に企業の現場に入り、QCDF（品質、コスト、
納期、柔軟性）の課題に対して改善を提案し、成果の
報告まで行います。受講される方はもともと生産管
理等をされていてスキルのある方も多いですが、あ

らためて体系的に学び、実践するということをやっ
てもらっています。

三原の企業とのかかわりは。

 イノベーションインストラクター育成塾の受講生の 
中にも、三原から参加され頑張っている方がおられ
ます。しかし数としてはまだ少ないので、もっともっと
盛り上がってほしいと思っています。 また、三原商工
会議所でも、三原地域連携推進協議会による「産学
技術交流相談室」が毎週水曜日に 開催されていて、
産学官コーディネーターの大塚彰先生が対応されて
いますが、相談内容に応じて、私も相談員として対応
させて頂いています。
 私は三原在住ですので、地の利を活かして膝を突
き合わせて、じっくり時間をかけて話をしたり、生産
現場へ足を運んで調査したりといったこともやりや
すい。これまでの経験を地元のために活かせれば
と思っていますので、ぜひ気軽に、積極的にご相談
いただければと思います。

販売スタッフ
①～8:00時給970円、②18:00～ 21:00時給870円、③22:00～時給963円、④左記以外770円　※手当込
5:00～ 23:00で 1日 4時間から応相談
応相談
交通費支給（規程有）、制服貸与、有給有、87時間 /月～雇用保険加入、ｱﾙﾊﾞｲﾄからｽﾀｯﾌ社員（社会保
険加入）への登用制度あり（ｽﾀｯﾌ社員は昇給、社員登用制度あり）。JR西日本グループ会社で安心の勤務。

学生さん、未経験者歓迎、お気軽にお電話ください！

販売スタッフ

販売スタッフ

販売スタッフ
①～8:00時給970円、②18:00～ 時給 870円、③左記以外770円　※手当込
7:15～ 11:00、16:00～ 19:00　シフト制
応相談
交通費支給（規程有）、制服貸与、有給有、87時間 /月～雇用保険加入、ｱﾙﾊﾞｲﾄからｽﾀｯﾌ社員（社会保険
加入）への登用制度あり（ｽﾀｯﾌ社員は昇給、社員登用制度あり）。JR西日本グループ会社で安心の勤務。

未経験者歓迎、お気軽にお電話ください！

（株）ジェイアールサービスネット広島　おみやげ街道三原店
三原市城町1-1-1JR三原駅1F

（株）ジェイアールサービスネット広島　三原2号店
三原市城町1-1-1 JR三原駅新幹線改札内 082-821-0028（担当：村岡（不在時店舗 0848-67-1834 木村））

082-821-0028（担当：村岡（不在時店舗 0848-67-1834 木村））

 人材派遣のアトラックでは、子育て後の再就職を考えている方や、待遇改善・キャリアアップを目指
して転職を検討中の40代以上の方を対象に、相談会を開催いたします。費用は無料、秘密厳守の個別
相談です。年齢条件のためになかなか希望のお仕事が見つからない方も、ぜひお気軽にお越しください。
豊富な求人案件と、親身のサポートでお手伝いします。

お仕事相談会

三原市皆実1-21-15
0848-61-5440

株式会社アトラック

検 索アトラック

６月２７日(月)～７月１日(金)
時間　９：００～１７：００
場所　アトラック事務所（2F）
事前にお電話にてご予約ください 
TEL 0848-61-5440

専門の方に相談できるから安心 !

開催
期間

KON♥KATSU KON♥KATSU
サマー☆カップリングパーティ ～真夏の恋花火 2016 ～

【主　催】

2016年 8月14日（日）
14:30～17:30　　
三原市市民福祉会館

〒710-0001 岡山県倉敷市三田76-1
TEL:086-484-0020( イベント専用ダイヤル）
ホームページ：http://cheer-s.com/160814

みはらde婚活プロジェクト実行委員会
（三原青年会議所・三原商工会議所・三原臨空商工会
　              みはらウィメンズネットワーク・三原市）
【お問い合わせ先】

８月１日（月）までにホームページ
（http://cheer-s.com/160814）
からお申し込みください。

『☆浴衣で参加された方には素敵なプレゼントをご用意しています（男女とも）』

みはらde婚活プロジェクト実行委員会主催

開催日時

開催場所
参加条件

募集定員

参  加  費

締  切  日

２５才～４５才までの三原市内に
在住または在勤の独身男女の方
※女性は市外の方でも可
男女各２５名（合計５０名）
※応募者多数の場合は抽選
男女とも　2,000円

有限会社チアーズ（担当：山根）

大人の☆七夕☆婚活パーティー

2016年 7月3日（日）
14:00～17:00　　
三原シティホテル2階

30歳以上の独身男女30名程度

男性3,000円　女性 2,500円
参加者氏名・年齢・お住まい・お仕事（勤務先）・携帯番号を
お知らせください（パーティーではお名前のみの公表です）

【参加申込】

好評プレイベントで、今回もリラックス&魅力アップ !
パーティーでは、ゲームなどで気軽に婚活者交流

開催日時

開催場所

参加対象

参  加  費

090-7891-7034   岡田 
【主　　催】 はあとあーる 

※定員数に達しましたら、受付を終了します。

マクド
ナルド

ビクトリー

フレックス

広島スバル
三原店日産 三菱

自動車

右折できます R2
ミハラ
ボート

プレイベント
・タロット占い、
・ハンド&ヘッドマッサージ、
・ネイルケア   など予定

14:00～15:00

15:00～17:00七夕パーティー
・ゲーム、七夕限定企画あります
・軽食&ソフトドリンク

好評につき

第２弾開催！
40代～60代の方のための
転　職
再就職

県内外への衣装配送サービスを行っています
遠方の挙式でも衣装の持ち運びを気にしないでいい
のが、このサービスの良いところ! 3万円以上（衣装
料金総額）ご利用の方は、当店で配送料金をご負担
致します。お気軽にお申し付け下さいね。※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。

・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。

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。

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

成人式は衣裳専門店で！H30年度 成人式振袖レンタル
〈2018〉

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

眼鏡市場

宮浦郵便局大阪
王将

取り扱い商品
・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

ほけんの110番です。
みなさん、がん保険入っていますか？今ご加入
中の保険がどのような保障になっているかご存
知ですか？意外と把握していない方が多いよう
です。ガンになってからでは手遅れになってし
まいます。「ガンになる方が増えている・・・」、
「私の保険で大丈夫かな・・・」、そんな不安を
漠然と抱えている方も多いはず。みなさまのご
要望に合わせた保険でお守りするのが私たちの
仕事です。お気軽にお問合せください。

検診を受ける90日前に !
今ご加入中の保険、確認ください !!

ボクといっしょに働く
スタッフも募集中だよ！
0848-64-1900まで

ソフトバンクロボティクスのPepper を活用し、自社が独自に実施しているものです

検 索ほけんの110番
詳しい情報は

友原 大輔さん 坂入 圭さん

赤十字病院

善教寺
卍

東町郵便局

神明大橋
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 三原市円一町1-1-7

フジグラン三原店2F
0848-64-1900

ほけんの110番 フジグラン三原店

昭和園の幼児教育に
ついての説明会

幼稚園の「思い」を知ってください

 「しっかり根をはれ　柿のたね  ゆっくり芽を出せ
柿のたね」の言葉に象徴される同園の教育方針
は、いたずらに早期教育に走らず、普段の遊びの
中からゆっくりと学び、豊かな心を育てるというも
の。そうした理念や教育方針を含め、費用面、園
内施設、幼稚園生活の様子やお弁当のことなど、
雰囲気や特色をしっかり聞ける説明会が開催され
ます。
 昭和園を検討中の方はもちろん、幼稚園選びで
迷っている方も行ってみられてはいかが？

平成28年7月2日（土）
午前10時～

※平成29年度の入園資料を配布します。
（幼児の出席は不要 ・ 駐車場あり）

検 索しょうわえん
ホームページもご覧ください

未就園児対象「にこにこクラブ」
次回は「たままつり」を7/9（土）18時30より開催。
年間スケジュールと詳しい内容をホームページに
掲載しています。

思い出のかねしょう　We’ ll remember it forever.  

果物問屋時代のかねしょう

喫茶カネショウ時代の外観

創業から55年を迎えたレストラン「かねしょう」
金谷庄助さんが今の港町に果物問屋「かねしょう」
として昭和22年迄営業され、昭和35年から先代
の金谷泰さんが喫茶「カネショウ」として営業
を再開。昭和40年代からはレストラン「かねしょ
う」として三原の洋食店の代表格として繁盛され、
50年代には東京原宿表参道にレストランギャラ
リー「ヴァンネス」も開業されていました。平成
時代からはバイキング形式を取り入れられ、仕出
しのお弁当、初恋プリンなども提供され、ファミ
リーにも愛されるレストランとして活躍されて
いる「かねしょう」ですが、この度8月末をもっ
て閉店し、次なるステップに進まれることになり
ました。あと2ヶ月ありませんが、広島三原港町
の歴史ある名店を再び訪れ、もう一度友達と、
仲間と、ご家族と「かねしょう」の思い出を作り
ませんか。

昭和40年代ここで食事することが
あこがれのひとつでした

R2
三原港湾ビル

フェリー桟橋り
通
人
帝

歓送迎会・パーティー等
貸し切りにて対応可能です。
どうぞ連絡してください。

三原市港町3-3-1
0848-64-3210
11:00～15:00
17:30～21:30
ランチは休みなし

レストラン かねしょう

ディナーは金・土営業

 記憶に残していただきたい
特別なご提供

ランチにて
※復刻！伝説のサービスランチ（昭和40年代ヒット作）

人気のホットドックにスープ・サラダ・ドリンクにおむすびが
付いています！昭和40年代を再現のまんぷくセット！

900円（税別）

ディナーにて
※夜のかねしょうを思い出にもう一度

4,200円（税込）
予約のみのサービスになります。金曜日、土曜日限定でかねしょう
オリジナルバイキング食べ放題に120分の飲み放題が付き、さらに
海老フライとハンバーグプレートをみなさんに提供致します。4名様
からのお伺いとさせていただきます。（平日は10名様よりおうかが
いいたします。）

三世代でお越しのかたがたにはかねしょうのホットドックを
1皿プレゼントいたします。

復刻！伝説のサービスランチ

ホットドック

人気のハンバーグ＆海老フライセット

 かねしょうを愛していただいた
みなさまへお知らせです

特別サービスホットドックプレゼント！

感謝！感謝！

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

三原駅

三原
郵便局

HOTEL
TODAI

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま

メガネサロンくまのは
三原の眼鏡専門員のいるお店です
メガネサロンくまのは
三原の眼鏡専門員のいるお店です

創業謝恩夏の特別セールのご案内創業謝恩夏の特別セールのご案内
メガネサロンくまの　恒例の特別セールがやってまいりました。
6月24日から8月31日まで、店内全商品オール特別割り引き、
そしてお取り寄せ商品も今回特別割引をさせていただきますの
で、この期間中にメガネ・サングラス・補聴器など、どうぞお
買い求めください。

アクティブなNIKE エレガントなDIOR

カジュアルなCOACHラグジュアリーなChloe

この他にもいろいろなメーカー・ブランドを多数揃えております
お気軽にお立ち寄りください。

 今年も夏がやって来た！暑さに負けず
元気に乗り切る為にも、山陽路の美味
しいお肉で宴会はいかがですか？
 焼肉と一緒に是非召し上がっていた
だきたい、山陽路オススメのビールが
「一番搾りフローズン（生）」。ジュー
シーな和牛との相性は抜群です！
 そのほか、ホルモン焼きやキムチ類
など、ビールやお酒に合う一品も豊富
にご用意しております。
 店長こだわりの味を、この夏もぜひ
お楽しみください！

「三原日和を見た」と伝えると
デザートの『ちょびっとアイス』プレゼント！
※2016年 7月 18日迄。
※焼肉を召し上がられた方限定、ランチ定食不可。

1680 円コースは人気の

一番絞りフローズン (生 )も飲み放題♪

プランに合わせて相談できます！

ホール
スタッフ
募集！

時給800円～。
詳細はお気軽にお電話ください。
高校生もOK。

和牛の盛り合わせなど、
楽しめるメニュー選べます！

宴会コースはお一人様3,000円～(税別 )

1,680円コース (税別 )
プラス2時間飲み放題1,280円コース(税別)

 

 

 

夏は焼肉！最高に合うビールもご用意しています！

三原市下北方1-10-1（国道 2号線沿い）
0848-86-6446
平日
11:00～14:00 17:00～21:00
土・日曜日・祝日
11:00～22:00
月曜日（祝日の場合は翌日に振替）

焼肉　山陽路

三原
びより
特典

マックス
バリュー
本郷店

R2

パルディ
本郷店

本郷駅

東洋
製缶

三原市宮浦6丁目30-1      62-6677

一緒に三原びよりを作りませんか？
ライター・広告作成・営業・企画・撮影　募集中 !
大学生・主婦の方・未経験者歓迎します !!

スタッフ募集 !

info@miharabiyori.net

・三原日和を配ってくれるポスティングスタッフさん（城町・宗郷など）
・文章を書くライターさん
・制作スタッフさん（イラストレーター・フォトショップが使える方）
・お客様と打合せをする営業さん
・写真を撮ってくれるカメラマンさん

募集要項

三原の情報紙を
一緒に作りましょ

募集内容 給与 時間 休日 アピールポイント

info@miharabiyori.net

三原のタウン紙を支えてくださるスポンサー様を大募集！
料金など詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 0848-62-6677☎
三原日和は、約30,000 部発行し、市内の各所に店頭設置型の配布を行うほか、新聞折り込みとポスティ
ングを併用してお届けします。設置場所は三原市芸術文化センターポポロ、三原リージョンプラザ、道の
駅「みはら神明の里」他多数店舗にご協力頂いております。
設置店舗情報は、三原日和HP【http://www.miharabiyori.net】よりご確認くださいませ。

広告募集 三原日和Facebook見てね !!
http://www.facebook.com/mhrbiyori


