未来へつなぐこの人

三原を愛する人たち

INTERVIEW

「三原日和、居酒屋談義」

参加者全員が主役！みはらWEフェスは、
「三原楽しいじゃん、また来るよ」をめざします
瀬戸内三原 築城 450 年事業の一環であるイベ
ント事業「みはら WE フェス」の企画・コーディ
ネートをしている小松愛香さん。三原をこよなく
愛 する、バイタリティ溢 れる彼 女 にお 話を伺い
ました。

第三話 〜居酒屋なごみ 1 号 2 号店のおどろきアプリ 5 月はなにやるの？〜

みはら WE フェスとは？

いう奈良の方もおられました。市内の方からは
「非日
常の体験でリフレッシュできた」
「
、ご住職から貴重な

三原の歴史・文化・食・人にスポットを当てた、
わたしたち
（WE）
のフェス・楽しい週末 (WEEKEND）
を形にして打ち出していくのが
「みはら WE フェス」
こと、
おいしい
「三原食」
や、
おもしろい
「人」
を、
知って

ら WE フェス」
を通して客観的にみることで、その魅

だくきっかけをつくることが私たちの役割だと思って

力を再認識し、
発信していきます。
それが、
ずっと変わ

います。

らずそこにある
「お寺」であったり、脈々と受け継が

みはら WE フェスがスタートする際、
いつか実現し
たいと思っていた企画を提案させていただきました。
それは、三原城築城にあわせて移された数多くの

を記念して、定期開催しているイベントを更に盛り

いきたいと考えていたものです。
「学ぶ」
をコンセプト

上げようと考えておられる方や、
こんなイベントを

に、城跡周辺のお寺で写経・坐禅体験・着付教室・
風呂敷講座・ヨガなどが体験できる
「お寺のがっこう」
は、
1〜3 学期までの３回開催で、
次回 3 学期は 11 月
初旬を予定しています。実際に参加された方の中に
という方や、
「途中下車で御朱印をもらいに来た」
と

三原市宮浦 6-20-22
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ご来店の際は必ずご予約下さい

R２

ひとりでも多くの方に携わっていただき、
今後につな
がるような交流が生まれることも期待しています。
是非、
ご参加、
ご協力よろしくお願い致します。
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2,000 円で食べて飲んで楽しめるって訳ですよ！
A 記者：うん？それってわしは 2,000 円でコース料理食べ
て飲み放題ってことなの？
M 記者 : そうそう、ちゃんといつものなごみのアプリを店員
さんに見せて使うんよ。
A 記者：わしの連れはなごみのアプリ持ってないんじゃがど
うすりゃええの？

しゅうないんよ。
M 記者：それで最近はなごみ 2 号店で「お一人様焼肉」

5月3日

なごみ1・2号店

三原市城町 1-12-18(2 号店の情報）
0848-64-2911
11:30〜23:00 昼休憩あり
日曜日

A 記者：白ホルモンとハラミ 650 円食べてみぃ〜白ホル
モンてぶちうまいどぉ〜ビールぶち飲めるどぉ〜
M 記者：私の最近のお気に入りは羽根つき餃子よ！手作

三原駅

りでめちゃめちゃおいしい！

駅前
広場

A 記者：おたがい案外 GW 楽しめそーじゃん！

なごみ QR コード

子供もいるのに
怪我したら
どうしよう…
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R185
三原港

Panasonic リフォームClubの
リフォーム がわかる事例集
差し上げます!

におこたえ出来るように体感型ショールームで見て・ふ
れてステキなプランをいっしょにつくっていきましょう。

※男性袴もございます

山陽本線・新幹線

呉

水
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検索

ほけんの 110 番 フジグラン三原店
三原市円一町1-1-7
フジグラン三原店2F
0848-64-1900

暮せるかな？

募集代理店

株式会社ほけんの110 番

HH17-0046-0006 広告有効期限 2019 年 4 月

桜南食品

絶景！竜王みはらしライン開通
株式会社

三原市西野 1-1-1

築城 450 年事業リポート 3

竜王みはらしライン開通記念『竜王山ヒルクライム』
平成 29 年 3 月 26 日に竜王山山頂と久和喜を結ぶ
「竜王みはらしライン」が開通しました。前日には瀬戸
内海国立公園の標高 445m の竜王山を自転車で駆け上
がる備後地区初のヒルクライムタイムレースも行われま
した。竜王山頂上からは瀬戸内海国立公園「絶景 日本

おうえ
きてねんに
！

春

カジュアル NIKE

キャンペーン 2

春の新商品がまたまた入荷しています。新学期で黒板が見えにくくなった学生の方々
には人気の NIKE をはじめ、カジュアルでリーズナブルなメガネが揃いました。
流行の Kate spade やフェラガモ、MaxMara も入荷しています。
メガネサロンくまののメガネで新しい季節を迎えましょう！

宮沖ポンプ

Facebook も
チェック！

ホームページもご覧ください

「山陽建設住宅部」をご覧ください。

その 1

全日本瓦工事業連盟優良加盟店へ質問しました！

Q

大きな地震のとき、屋根瓦が重いから家が倒壊したと聞きました。
洋風瓦にあこがれるけど怖いです、大丈夫なんでしょうか？

A

震災直後、確かにそのような情報が流れました。しかし、その後、専門家の
調査によって、倒壊した家の大半が建築基準法の施行以前に建てられた家で
あり、屋根重量に耐えられる構造になっていなかったとのことでした。これ
は、正式な学術報告書で全世界に発表されている事実です。マスコミによる
訂正報道はありませんでしたが、活断層の真上という場合は別にして、建物
の老朽化や筋交いの不足、白蟻などによる柱や梁の腐蝕などが原因だったと
思われます。
「軽い屋根より丈夫な家」

でき、大型バスも乗り入れ可能な駐車場やトイレもでき
ました。三原の新しい観光スポットの誕生です。GW は
家族みんなで！
MaxMara

9:00〜
kate spade

メガネサロンくまの
三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
木曜日

三原駅

ミハライダーズカップとは、地面を足で蹴って進む
「ランニン
グバイク」
を使って行う競技レースです。頑張る子どもたちの

広島銀行

姿をぜひ見にきてください ! 三原のご当地グルメの出店も

ヒルクライムレース

交番

「 瓦 屋が おこたえい たします！」

の景観 100 選」にも選ばれた美しい眺めが見ることが

竜王山展望台からの眺め

尾道→
臥龍橋
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将来の為の

ほけんの110番

ジョイフル
東城分かれ

三原税務署

もし子供が生まれたら？

詳しい情報は

線

山陽建設株式会社

お金どうするかな

不自由なく

１号

フォームクラブ」を開設いたしました。お客様のご要望

三原駅前市民広場

あるので、
グルメもお楽しみに !

居酒屋

たのんで盛りあがりょうたんじゃね。

この度、4 月 1 日より山陽建設東館に「パナソニックリ

ご成約の方にもれなく差し上げます

ちにご相談くださ
した
い
た

桜南食品の飲料製品は三原は小売店・道の駅など、全国は駄菓子食品取扱店舗等で販売されています

場

スを注文してくれると誰でもドリンク無料！つまり

人気のハラミや上タンもリーズナブルに食べられる。
『ホルモンみそ煮込み』も 300 円、
『羽根つき餃子』はボリューム満点で美味しい 780 円

で見れるようにしてくれたけぇ、ひとりでもさび

店は火、水曜にお一人 2,000 円のセットフードコー

1 万円チケット

昔から親しまれている「ラムネ」
キリリとした爽やかさがあふれます

「スマック」は、昭和 40 年代後半に開発された飲み物で
全国の中小飲料メーカで製造販売され、桜南食品でも製造、
長年にわたりご愛飲頂いております。微炭酸、練乳仕立て、
ぶどう酒にて香りつけておりますので、子供から大人まで
楽しめる味です

時

るわ。この間からなごみはカープの全試合テレビ

でも最初の一杯ドリンク無料！そして、なごみ 1 号

レンタルに使用できる

老後は

日

A 記者：ほんならわしは GW は仕事帰りはなごみに居座

考える時は、
まずはご相談ください。
お客様ひとりひとりに合うプランを
「保険のプロ」
がご提案いたします。

には？

いも ！
た
や るよ
あ

り 5 月はねぇ〜〜〜〜〜なごみ 1.2 号店共通で誰

れるじゃないですか。

卒業式の後は謝恩会！
謝恩会用ゲストドレスの

まもる

M

M 記者：あれね、4 月いっぱいで終わるんですよ。そのかわ

保険はけがや病気などの
「もしも」
の時はもちろん、
結婚や出産など嬉しい
「もしも」
の時にも大切です。
保険を

家を

さわやかなレモン風味のひやしあめ

わからなかったら店員さんやさしいけぇ教えてく

無料アプリ限定クーポンでぶち安う飲んどったのぉ。

保険はたくさんの「もしも」の備えと安心です

大事な

瀬戸内産レモン入
ひやしあめ

ルに QR コードが読み取れるようになってるし、

A 記者：それなら自分だってなごみ２の平日女性客は飲み物

準備品不要、送迎可で当日は楽しちゃおう♪
ヘアー、
メイク、着付けを大学近くの当店舗で行うことが出来ます。
ご希望の方は写真撮影も可能です。
また準備後は、大学まで車でお送り致します。

地震から

スマック
ゴールド

れを読み取ってもらうか、お店に行ってもテーブ

ショールームに来て・見て・触れて・ご相談ください

卒業式袴（フルセット） ￥25,000〜（税別）

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

三原を愛している
桜南食品です

昔なつかしの味 ひやしあめ。生姜の「辛味」
と麦芽あめの「甘み」容器にはワンカップ花
柄、風景図オリジナル瓶を使用

りの QR コードを載せてるじゃないですか。こ

オープン記念割引キャンペーン実施中です！

三原キャンパスの学生様のみ、
ご対象の限定割引 & 特別特典をご用意致しました。

春の木もれ日が差しこむチャペルで、
ひと組のカップルが式を挙げられました。
学生時代
陸上部で出会ったというさわやかなお二人。
スタイルの良さを生かした A ラインドレス
& スリムシルエットのタキシードはお二人だからこそ ! ご家族、
ご友人を交えたウェディ
取り扱い商品
ングは笑顔の絶えないひとときだったことでしょう。
貸衣装

計画を立てています。お客様としての参加だけでは

広島県立大学三原キャンパス学生様
卒業式レンタル袴 予約受付中です！

ご結婚おめでとうございます♪

ベルフィーユ

開催してみたいという方とも協力関係を築きながら、
なく、
ボランティアスタッフやイベントへの出店など、

は、
岡山から
「日帰りで遊びに行ける場所を探して来た」

取材と編集に明け暮れる毎日よのぉ。
M 記者 : 何を言ってるんですか！また出張行って飲んでくる

マリンロード

みはら WE フェス http://bit.ly/mihara-we-fes

ある
「歴史」や「人」
を知ることで、
もっと三原が好き
画していきたいと思っています。
また、築城 450 年

経緯から、
次は興味を持って巡れる仕組みをつくって

このほか、
まだまだイベントが続きます !

れている
「農の営み」であったり、その日常の背景に
になる。そういうところを伝えていけるイベントを企

お寺を紹介する
「みはら寺社巡りマップ」
を制作した

M 記者 : この記事の右下にわたしがなごみのアプリ読み取

くせに。せめて仕事に役立つ飲みにしてくださいよ！

三原での暮らしの中に、普段からあるものを
「みは

もらう機会をつくること、
「また来たい」
と思っていた

小松 愛香さん

嬉しい声をいただいています。
みはら WE フェスを通じて伝えたいことは？

です。
イベントを通じて、三原の歴史や文化にふれる

お寺のがっこう 2 学期（左） もみじの郷 農業体験（右）

お話を聞くことができた」
「
、次回も参加したい」
など、

A 記者 : 今年は大型 GW じゃ言うてよーるが、所詮わしらは

Ferragamo

HOTEL
TODAI

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

人の嗜好は色々ですから、気に入っているのであればどんな屋根材でもかまわないと
思います。しかし、重いからという理由だけで諦められるのは残念です。
建物に瓦の乗る強度があれば、それは” 強さ” であると思われませんか？
瓦そのものも防災機能がついたり、施工方法も震災以前とは大きく変わっています。
安心・安全な瓦屋根を提供できる環境が整っている今こそ、遮熱性（通気性）・耐化学
性等々に優れた瓦をお選びいただければと思います。

【三日坊主日記】改め・・・『考え中』
ブログ更新中です
本郷建材工業

検索

http://www.hongokk.com/

ショージ

本郷建材工業 株式会社

三原市沼田東町納所 27
0848-66-0591
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