タ カシン・ホーム の お 客 様 イ ン タ ビ ュ ー !

設計を見て、
「この値段でこんな
家が出来るの？」と驚きました！

担当

松江

大手メーカーに負けないプラン
提案力と品質はもちろん、地元
企業ならではの柔軟な対応と、
スタッフの人柄も当社の自慢で
す！ ぜひご相談ください。

募集内容

給 与

182,000 円

近い土地、
提案プランの良かったこちらに決めました。
特に

8:30~17:30

プランは、
「この値段でほんとにこんな家ができるの？
！」
と

週2日休み

びっくりしました。また、
身内の事情で工期の変更をお願い

※介護支援専門員資格保有者
各種保険加入有り。車通勤可。3 ヶ月試用期間あり。1年毎に契約更新。
初心者の方でも丁寧に指導いたします。

しないといけなくなったのですが、無理を聞いてもらえて
本当に助かりました。
スキップフロアの特長を活かした家

タカシン・ホーム

三原本社

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

建設業の許可

1

タカシンホーム

検索

■
■
■

ありがとうございました。

広島市中区大手町 5-3-12

講師 三原市在住 中石田真輔さん

音楽や映像を用いて楽しみながら漫画づくりの基礎を学ぶことができます。
参加費 月３０００円※別途 画材代が月１０００円程度必用です。定員 各回 １５名（申込み先着順）

足でお悩みのあなたの為の講座。外反母趾・魚の目・O 脚・などでお悩みの方必見 ! 足型測定付き !
4/19 10:30〜、
13:00〜・4/22 10:30〜 ポポロ
（小会議室） 0848-64-0151
（KCS 能登）

13

三原市宮浦の高齢者施設 利用者様 25 〜 30 名の食事提供をしていただきます。

15

備後地区最大級

フリーマーケット

4月23日（日）10:00〜14:00
三原リージョンプラザ屋外広場

16

月に 2〜3 日の希望休あり 勤務日数：3〜5 日程度

年齢・調理経験は不問。簡単な調理と盛付・配膳が主な仕事です。
※現場を見学後の面接も可 ※バイク通勤可 自家用車通勤要相談

株式会社エポカフードサービス
広島市中区大手町 5-3-12

※雨天の場合は 4 月 29 日（土・祝）に延期

0848-64-7555

4月26 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

18
19

22

『三原日和5月号』発行日

23

春風亭昇太のおも城ばなしと落語会

24

5kg」

B 春風亭昇太のおも城ばなし

オープン！！

参りました。これからも地域の皆様に喜ばれるサービスを提供してまいります。

グランドオープン 4/ 1
特典

…

ママー！

C 映画「海すずめ」
D 映画「海賊とよばれた男」
応募方法：E メール、ハガキ、封書にて 締切：2017 年 4 月 10 日（月）必着（海すずめのみ 3/29 必着）
「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：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

（三原観光 navi 妙正寺参照）

を通して、社会に奉仕する清心と地域の発展を目指して、さまざまな事業に取り組んで

ママー
あそぼー！

A 「共仕販が見つけたお米

城下を眼下におさめられる要所で、瀬戸内海の島々から遠く四国連山まで見える眺望絶景の地。

ご来場いただいたお客様に素敵な

ろうかを
追いかけっこ

読者プレゼント

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !

の地に移されました。当時は敵が占拠した場合、戦略上不利益になると反対があったほど、城と

2

AM10:00〜PM5:00

もちろん︑ろうかを
全面雑巾がけです

1 行広告募集 !!「三原のみんな！こんなイベントがあるよ。」という方に、ぜひ使っていただきたいびより
カレンダー。内容・費用は、広告文 40 字程度と日時・場所・連絡先を掲載して 5,000 円（税別）です。
0848-62-6677 までご連絡下さい。HP からもお申込できます。

三原城主浅野家の菩提寺として、延宝２年（１６７４）東町米田山の麓に創建。２０年後に現在

最新のパナソニック機器を体感してください。

え！

29

広島県三原市本町 2−9−14

通して、よりよい社会の繁栄に寄与したい。それが私たちの願いであり、建設という仕事
ろうか

28

c

今から

※会員価格での購入はお一人 4 枚まで
※未就学児の入場は不可
【入場券取扱い】ポポロ、ポポロオンライン、啓文社新浜店（尾道）、
スガナミ楽器本店（福山）、ハママツ楽器（東広島）、

ピイ

【入場料】全席指定・税込
一般： 4,500円（ポポロクラブ会員：4,000 円）

晩ご飯つくるから

27

妙正寺

私たち山陽建設は、1949 年にこの地で産声を上げ、地域の皆様に支えられ 68 年。仕事を

おねえさんパンツ
好きに遊んでて〜

26

日蓮宗

4月1日
vol.23

あーそーぼー！
いやーー！

5 月14 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

…

25

ペア2 組様
プレゼント

しっこ
いくー！

落語会きっての城マニア 春風亭昇太が
とびっきりの爆笑落語と
三原城「浮城」の魅力をおおいに語る！

募集要項
・三原日和を配ってくれるポスティングスタッフさん（宗郷）
・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
三原市宮浦 6 丁目 30-1
62-6677
info@miharabiyori.net

おねえさん
パンツだぁ〜！

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

21

三原日和おすすめ桜美ポイント

おむつが
離れました！

20

報紙を
三原の情
りましょ
一緒に作

一緒に三原びよりを作りませんか？
情報紙の企画・制作に興味のある方大募集！！
経験のない方も大歓迎です。

おんなのこは
おませさんです︒

※前売り券の販売はありません
①一般 1,800 円（1,500 円）
※フューレックカード使用できます
②大学 1,500 円（1,300 円）
③3 歳から高校生 1,000 円（800 円） ( ) 内は割引券利用
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

082-248-7010（担当：益田）

スタッフ募集 !

0848-64-7555

映画「海賊とよばれた男」 3 名様プレゼント

17

vol.62
TAKE FREE

②15:30〜19:15（休憩 15 分）実労 3.75 時間 （①、②のいずれかの時間帯）

どなたでも参加できます。
※ひとりで作れないお子さんは同伴者と一緒に楽しく作ろう
参加費：300 円（材料代込み）
※当日申込み大歓迎

14

4月号

①10:00〜15:00（休憩 15 分）実労 4.75 時間

※指導は、折り紙ヒコーキ協会 認定指導員 沖 宗さんです

4月23 日（日）①10:00〜11:30
三原リージョンプラザ南館 第２研修室

宮
浦

週3日からの勤務 OK! 調理スタッフ募集

シフト制

4月9日・23日（日） 毎月第２・４日曜日
午前の部（９:３０〜１２:00） 午後の部（１３:00 〜１５:３０）
三原リージョンプラザ練習室ほか
0848-64-7555

おり紙ヒコーキ教室

082-248-7010（担当：益田）

2017

時給 800 円〜 交通費支給（上限有） 制服貸与

【450 年事業】白竜湖花火 in だいわ ※荒天の場合翌日に順延
4/8 19:00〜
白竜湖スポーツ村公園
0847-33-0222（白竜湖花火実行委員会）

10

30

※フューレックカード使用できません

※前売り券販売場所 リージョンプラザ、ポポロ、うきしろロビー 他

マンガ教室

月に 2 〜 3 日の希望休あり 勤務日数：３〜 5 日程度

年齢・調理経験は不問。盛付・配膳・洗浄が主な仕事です。
※現場を見学後の面接も可 ※バイク通勤可
自家用車通勤要相談

株式会社エポカフードサービス

三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

9

12

シフト制

450 年事業

※映画終了後、大森監督 佐藤永典さん（主演予定俳優）舞台挨拶決定 !!

6

11

10:45 〜 19:45 もしくは 13:45 〜 19:45

4月1 日（土）①１０:3０ ②１4:00

前売り券・当日料金とも
1,000 円

蕉

時給 800 円〜 交通費支給（上限有） 制服貸与

三原市芸術文化
センターポポロ
リージョンプラザ

映画「海すずめ」 3 名様プレゼント

5

芭

三原市港町の高齢者施設 利用者様 70 〜 80 名の食事提供をしていただきます。

三原映画「やっさだるマン」製作決定！！
大森監督作品「海すずめ」を上映します！

4

082-420-6937（担当：有藤）

週3日からの勤務 OK! 調理スタッフ募集

大森研一監督・脚本

3

8

港
町

さんには本当に感謝しかないです。

びよりカレンダー

2

7

東広島市三永3丁目12-12 リースランド三永 B-15

希望通りのマイホームになり、
タカシン

新倉オフィス
福山営業所
東広島営業所

広島県知事許可（特-26）第35519号

4

株式会社 コーチズインターナショナル

は、
キッチンから子どもたちの様子が
よくわかり、子育てもしやすいです。

事業所展開

アピールポイント

市町村から委託される介護認定調査

ですが、3 社ほどまわった結果、担当の方の人柄と、職場に

嵩心

休 日

三原市内での調査 要介護認定調査員募集 !

二人の子どもがのびのび過ごせるようにと思い、家づく
りを決断しました。
タカシンさんは友達の紹介で知ったの

株式会社

時 間

さまざまの
ことおもひ出す
桜かな

U様邸

※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。

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。

をご用意してお待ちしております。

山陽本線・新幹線

呉

線

ジョイフル
東城分かれ

山陽建設株式会社

三原税務署

交番

尾道→
臥龍橋

宮沖ポンプ

