
がんばろう東日本！
がんばろう三原！

若い方からシニアの方まで、読んで楽しく、暮らしに役立つ紙面を
作りたい。企業広告だけでなく、頑張っている人、まちのイベント
等にもスポットをあてていきたい。そして、三原をもっと明るく、住
みやすく、連帯感のあるまちにしたい。そんな思いで発行している
情報紙です。どうぞご支援のほど、よろしくお願い致します。

「2月  無料体験学習」
2月15日（水）～2月28日（火）

KUMON の学習を無料体験してみませんか?
2月15日（水）～2月28日（火）の2 週間、教室での公文式学習を
無料で体験していただけます。算数・数学、英語、国語の
すべてが学習可能で、最大3教科を4回まで受講できます。
今のお子さまの「できること」を見つけ、進級・進学にむけた
準備を考える機会として、ぜひご参加ください。

2月無料体験学習のPOINT!

「期間中、2週間で4回の教室学習が無料 !」

「2月無料体験学習」の後、継続して学習される場合
●月会費6,480 円（1 教科 / 幼児・小学生の場合）です。中学生7,560 円、高校生以上8,640 円。※英語学習開始時には、専用リスニング機器「E-Pencil」6,480 円（税
込）をご購入いただきます。●会費は教材費、消費税を含みます。●公文式の教室は入会金が不要です。●教室での学習は週2回です。

０歳～２歳台の
お子さまとお母さま

くもんオリジナル絵本とCDで、親子の楽しいことばのやりとりを。教室で先生とのコミュニケーション
タイムも。今なら2週間無料でお試しいただけます。会費 /1 ヶ月 2,160 円（税込）※入会金不要

検 索くもんいくもんお申し込みはお近くの教室、
またはKUMONのホームページへ。

くもんの学習が
体験できるチャンスです！

ただいま
受付中 !!

算数・数学英語 , 国語

受付期間 2月1日（水）～2月28 日（火）

ここを
チェック！

学力診断テストで、お
子さまのスタートライ
ンがわかります。

教室では一人ひとりの
力に合わせた教材で学
習します。

自分から学習する意欲、
習慣につながります。

“できた ! ”の積み重ね
で自信をつけます。

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

自信がなくても、一歩を踏み出さないと何も始まらない。
いろんな人と顔を突き合わせて、いい関係を作っていくことが楽しいです
　「はらっぴ ing」三部作など、三原を舞台に地元の人々と
共に映画を撮り続け、間もなく新作「神様、おねがい」が
公開となる、内田勝彦さんに伺いました。

映画を作ろうと思われたきっかけは。

　１９９９年に、尾道で映画監督になりたいという人と出会っ
て興味を持ち、制作に参加しようと思ったのが最初ですね。
尾道では実際にいろんな作品を作って、行政も含め尾道の
人たちと協力して創りあげる経験もしました。
　その後三原で、改めて映画を撮る目線で歩き回って
みると「いいとこ結構あるじゃん」と気づきまして。それを
人に話すんですけど「いや、三原はダメ。尾道はええよな」
みたいな反応が多くて。いやあるよと、写真まで見せても
ダメ。言葉でも写真でもダメなら、尾道でやった映画の
経験をフィードバックすれば、と思ったのが２００５年頃です。
　ところが尾道で出会った彼も就職してしまって、もう
自分で作るしかない。プロデューサーも経験したので、お金
の事や上映に至るまでの宣伝など、ノウハウはだいぶ知っ
てましたが、映画は一人じゃ撮れない。仲間が必要です。
そこで「ポポロをつくる会」などで知り合った人たちと一緒

に「わくわくドキドキミーティング」という、メンバーのそれ
ぞれが企画したイベントをお互いサポートしあう団体を
作って、そこで僕は映画を作り始めたんです。

実際の映画作りについては。

　はらっぴ ing の制作では、カメラも音声もキャストも
編集も、ほぼ全てのメンバーがしろうと。監督として「まか
せろ、ついてこい」と格好だけはしましたが、実は全然まか
せろって自信はなかったです（笑）。機材ももちろん自腹。
タバコもやめて、その分を機材にまわして。最低限これと
これがあればなんとかなる、というレベルでした。
　なのでもう自分のイメージしたものとはだいぶん離れ
て、予想外にいろんなハプニングも起こりまして。例えば
セリフを喋りながら坂道を歩いてもらうと、道のでこぼこに
気を取られて、セリフどころじゃなくなるとか。天気も読め
ないし、キャストの突然の交代とか、いろんなことがありま
したね。
　見てもらうのに、自信はないし、怖いんですよね。何を
言われるかわからんし、はずかしいし。でもなにか一歩を
踏み出さんとなんにも始まらないので、マスコミにもリーク

して退路を断って、第一話の上映が２０１１年。アンケート
ではダメ出しもたくさんもらいましたが、三原にこんなに
古い街並みがあったの知らなかった！どこですか？という
ようなのも多くて。そこは手ごたえを感じて、続けて行く
原動力になりましたね。

新作の紹介と、メッセージを。

　はらっぴ ingは、三原のいいところを伝えたい、とにかく
三原を前面に出すって気持ちでしたが、今回の「神様、
おねがい」は、舞台は三原ですがそこまで前面に出してな
いんです。まず「死を通して父と娘の愛情を問い直す」と
いう物語ありきでロケーションも考えています。
　映画作るのってすごくエネルギーもいるし、いろんな人の
助けがないとできない。だからいろんな人と顔を突き合わ
せていい関係を築けるんですけど、それがすごく楽しいと
思うんですよ。僕は映画を通じてそういうふうに人と人が
つながればいいなと思っています。お互いを知らないと
やっぱりぎくしゃくした世の中になっていきますし。まちづ
くりっていったら大げさかもしれないけど、信頼関係で豊か
になっていくんだと思っています。内田  勝彦さん

しまなみしんきん

平成29年1月11日現在

詳しくは、お近くのしまなみ信用金庫窓口

または渉外担当者へお問い合わせ下さい

固定期間終了後には・・・
最大1.2%基準金利より引き下げ！！

住宅ローン
3年固定金利

基準金利

5年固定金利

基準金利

10年固定金利

基準金利
0.75 ～0.85%

2.65 %
0.90 ～1.00%

2.70 %
1.00 ～1.10%

2.95 %

●（一社）しんきん保証基金保証 住宅ローン●全国保証（株）保証住宅ローン
※ご融資金額：50万円以上1億円以内（ご利用になる保証会社により異なります）

対象となる
住宅ローン

各固定期間で最優遇金利を適用する場合は、
カードローン契約（住宅ローンと同時申し込みまたは、すでに当金庫でカードローン契約済）が条件となります

お申し込み日より1年以内にお借入れの場合
“仮審査承諾時” と “お借入れ時” のいずれか低い方の金利が適用となります

先生、大腸がんの患者さんは増えてるのですか？

どうして増加してるのですか？

　厚生労働省の調べによると、平成 27 年に大腸がんで無くなった人
数が約50,000人で、女性においては悪性新生物の主な部位別に
みた死亡率でも、胃がん、肺がんよりトップなんです。

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、年々増加する『大腸がん』
早期発見と予防について、みはらえきまえクリニックの胃腸内科担当医 
金行祥造先生にお伺いしました。

　大腸がんは以前は50代から増え始めていましたが、最近では40代
から徐々に増え始めてると、当院でもその傾向が感じられます。本当に
身近な病気になってきています。では、何故増加の傾向にあるのか私な
りに考えてみますと、現在の私たちを取り巻く環境の変化にあると思い
ます。私たちは「ストレス社会」と言われる中で誰もが何らかのストレスを
受けながら生活をしていませんか。ストレスが増えると免疫力が低下して
様々な病気にかかりやすくなり、肺炎、ガンなども発症しやすくなるので
はないでしょうか。それから大きく変わった事のひとつが摂取する食品
ですね。食生活が洋風化して穀物食から肉食へと変化し、食物繊維の摂

症状と予防は？

金行先生 ! お話ありがとうございました。
検 索みはらえきまえクリニック

www.mihara-cl.jp

?

?

?
　大腸がんは早期発見できれば治ると思いますが、その
早期には自覚症状があらわれることは稀です。ですから
定期的な診断をする事が大切なのですが、例えば便に
血が混ざっていたり、おなかが張ったり、急に体重が落ち
たりなどおかしいかもと思ったら、ためらわず専門の診療
機関の診察をおすすめします。大事がなければそれが一番
良い事です。予防はとにかくストレスをためない事！規則
正しい食事と軽くてもいいので運動しましょう。それだけ
でも違うと私は思いますよ。

おしえて 先生 !!

※

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

三原駅
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さかなや道場

こだま
国際
ホテル

 ●糖尿病治療●胃カメラ・大腸カメラ検査
●下肢静脈瘤治療 ●循環器治療

『三原の赤ひげ先生』金行先生
は、話し易い雰囲気を作ってく
れて、気軽に相談できます。三
原駅徒歩約１分ですのでぜひ気
軽にお立ち寄りいただければと
思います。スタッフ一同お待ち
しております。

P

P お車でお越しの方は契約駐車場『三原駅前パーキング』をご利用下さい。

※厚生労働省HP参照

取量も低下も影響していると私は思います。昭和の時代は
まだ大腸がんはトップではなかったですからね。

H30年（2018）成人式振袖レンタル展示会成人式は衣裳専門店で !

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

ファミリー
マート

宮浦郵便局大阪王将

A.【平成30（2018）年の成人式に出席される方】
平成9（1997）年4月2日～平成10（1998）年4月1日生まれ

Q. 今展示会は何年生まれが対象なの？

（現在高校を卒業されて1年目）の方

・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）
・髪飾り、またはショールをプレゼント。（5万円以上の衣裳をご利用の方）
・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

来年（30年）の成人式が本格始動 !
対象のお嬢様はお早めにお越し下さいね !！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

卒業式
袴も !!

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

店内全商品が

特別価格！

メガネサロンくまのでは“特別 SALE”を開催させていただきます。
店内にある全商品を今回限りの特別割引価格にて販売いたします。
学校で黒板が見えにくくなってきた学生さん、ドンドン老眼が進む方、
レンズの交換だけでも割引させていただきます。視力は信頼できる
メガネの専門員のいるところで気軽にご相談ください。

SALE
年末年始継続企画

月末2
ま
で

ご予約
セール

三原市内小学校/男子標準詰襟学生服/三原二中/三原三中/宮浦中 〒723-0017
三原市港町1-5-19
0848-62-4056
0848-62-4078

★

り
通
人
帝

三原港

バスターミナル

三原駅

国際ホテル国際ホテル

三原市城町２－１３－１
☎０８４８－６２－８８６０イオン三原店１Ｆ
三原市円一町 1－１－7
☎０８４８－６７－８００５フジグラン三原店２Ｆ

急なアクシデントにも対応！制服のお直しなら当店と提携のマジックミシンへ！

★
★

イオン三原店１Ｆ フジグラン三原店２Ｆ

3 年間お直し無料！
安心の日本製
お手入れラクラク

小学校標準服・学生服・セーラー服は
アフターフォローが重要！

小学校標準服・学生服・セーラー服は
アフターフォローが重要！
お直し充実のナンバへおまかせください！お直し充実のナンバへおまかせください！

当店でお買い上げの学生服は当店でお買い上げの学生服は

ナンバ洋服店

麺処
まこと屋
三原市城町2-13-1イオン三原1F

TEL 0848-62-8832
営業時間　10:00～19:15
定休日  イオン三原店と同じ

お好み焼き 恵比須
三原市城町1-12-27
TEL 0848-62-2677
営業時間　11:30～14:00
               17:00～23:00

   定休日　不定休　

鳥も
つ入りお好み焼き鳥も
つ入りお好み焼き

開催
中10 月 1

日～2月
28 日

平成２８
年　　　

   平成２
９年三原焼き振興会三原焼き振興会

フジグラン三原店
サンキューカット

三原市円一町1-1-7
0848-38-2340
9:00～18:45
定休日無

フジグラン三原1階にある
カット専門店サンキューカットです！
　カット専門店のサンキューカットでは
シャンプーや顔剃りを省き、カットのみを
約10 分で行います。お子様・女性・男性
問わず、専門のヘアーアーティストがいろ
いろなカット技術で、ショートからロング
までみんな1,000 円（税別）です。お買い物
の途中でもお気軽にお寄りください。

月曜日もやってますよ！

お得なポイントカードあります
！

カット 1 回につき、1 ポイントの
ところ「三原日和見たよ」って声
をかけてください。すると 2 ポイ
ント、合計 3ポイントつきますよ！

好評
企画

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。）

予約受付（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）

0848-62-2984

何度お祝い
してもいい

よね☆

何度お祝い
してもいい

よね☆

「Happy Birthday !!」
「Happy Birthday !!」

バースデーフォトの
詳細はこちらから

好評
企画

 お
し

えて
日和の先

生日和の


