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0848-62-6677
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http://www.miharabiyori.net

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 !

・取材をして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

有限会社note

三原の情報
紙を

一緒に作り
ましょ

HP

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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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。

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。

ちょこっと
おやつびより
オススメ！

サクサクおいしいパン屋さんのラスク。
くるみパンのラスクはくるみの後味が効い
ていて甘すぎず good ！
ついつい食べ過ぎちゃうのでご注意を！ 三原市皆実 2-2-1 ダイソー皆実店内

TEL0848-61-4547 日曜・祝祭日定休

スワンベーカリー　

ラスク（ミックス　くるみ・バケット）200円

　　最近、女性の友人が、足の血管が浮き出てきていると悩ん
でいるのですが、これっていったいどういう病気なのですか？

　　それってどういう症状がでてくるのですか？ ●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。最近テレビでも
女優さんが手術を受けられたとよくとりあげられていますね。実は身
近な病気で日本での推定患者数は1000万人以上とも言われ、出産
経験のある女性、調理師さん美容師さんなど長時間の立ち仕事をさ
れる方は男性でも、また肥満や便秘症の方に多く見られ、遺伝関係も
認められています。※コビディエンス社HP参照

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。

 皆さんが下肢静脈瘤に気付くのは軽装になるこの季節、足をよくみ
てみたらコブがあった、または他人に指摘されたなどでしょうか。
下肢静脈瘤の症状は見た目の問題はもちろん実に多彩で足がむくみ、
夕方だる痛くなり立っていられない、こむら返り、ムズムズ感、かゆみ、
重症化すると皮膚が黒ずんだり（色素沈着）、床ずれ（潰瘍）ができ
たりします。

手術って大変なのですか？

なるほど！まずは診察を受けることがおすすめですね。
土肥先生、有り難うございました。

 足、特にふくらはぎは第２の心臓と呼ばれ汚れた血液を
体に返すポンプの役割をしています。この循環が破綻する
のが下肢静脈瘤の原因です。これはエコー検査にて簡単に
診断できます。軽い例では運動やマッサージによる生活習
慣の改善、注射によって固めてしまう硬化療法などで、静脈
の働きが悪い場合は血管内治療、外科的手術療法などを
行います。

検 索みはらえきまえクリニック

www.mihara-cl.jp
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治療できるものなんですか？

 最近都市部クリニックにて下肢静脈瘤に対する負担の少な
い日帰り治療が脚光を浴びています。同様に今回私どもも
高周波治療機器の導入にて切らずに治す血管内下肢静脈瘤
保険適応治療を地域にご案内することが出来ました。

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。

※
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おしえて 先生 !!

検 索三原日和

しんきん教育ローン
入学金・授業料、下宿費用や借換にも ! お子さまの未来をサポート !

ご融資期間
3ヵ月以上16年以内

（元金返済据置期間は卒業予定月まで）

その他
当金庫ホームページから
仮審査申込が可能です

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

1,000万円以内

ご融資限度額

しんきん教育ローン

年2.5%
年3.7%

しんきん教育ローン リピートプラン
【ご融資利率 /当金庫会員の方または当金庫で給与振込を受けられている方】

【ご融資利率 /上記以外の方】
年2.25%
年3.45%

【ご融資利率 /上記以外の方】

【ご融資利率 /当金庫会員の方または当金庫で給与振込を受けられている方】

※上記融資利率に保証料が含まれています
（平成29年11月24日現在）

貯蔵が効く、あたご梨や新雪梨を農家直売！

三原市高坂町許山329
0848-66-1033
0848-66-5133
10:00 ～ 16:00
不定休

久和田農園 くわだのうえん

久和田農園

久和田農園

高坂自然
休養村

仏通寺

山陽自動車道

国道2号線

久井インターへ↑

50

ネギ収穫体験とみんなで作る芋煮会

参加費：大人１人2,500円　小学生１人1,500円（未就学時無料）
持ち物：汚れても良い服と靴、飲み物、スコップ、着替え等
申し込みは農業体験イベントグループ「Tsunaguplus」
090-2866-1484( 伊勢本まで )　mail:tsunaguplus@gmail.com

　久和田の農園の白ネギを収穫体験して、新鮮なまま芋煮にして昼ご飯に。美味しい
自然をその場で味わおう。子どもも大人も楽しめるイベントです！

　ぶどうと梨の久和田農園では春先まで
貯蔵出来る梨を 1 月頃にかけて直売して
います。紅葉で有名な仏通寺山の寒暖差の
ある気候に恵まれた地でこだわりぬいて栽
培した晩生品種の新興梨、あたご梨、新雪
梨を販売しています。
　ご自宅用からお歳暮にぴったりの農家直
売の美味しい梨をぜひこの機会にお試しく
ださい。
　お電話やインターネットで確認の上、
ぜひ直売所までお越しください！

       素敵なドレスが飾ってあるお店の前を通るたびに、その時はお願いしたいな～と 
　　 思っていました。ドレス選びでは、優柔不断な私に根気強くお付き合いいただいて、
何着も試着させてもらい、気に入る一着を決めることができました。試着中ずっと楽し
く幸せな時間でした。
　沖縄での挙式のため、スーツケースにドレスや小物を詰めてもらい、着いたら式場の
方が取り出してくれたので、私はただ運ぶだけ（笑）。遠方での挙式でしたが、不安な
くスムーズにできて嬉しく思っています。本当にありがとうございました。

　新栄ファームからギフトセットが登場しました ! 三原
でとれたお米【仏通寺川の恵み（コシヒカリ）・御年代米
（ヒノヒカリ）・隆景米（恋の予感）】とカープラベルの
芋焼酎のセットで、広島三原が詰まっています。
　隆景米（恋の予感）は広島県水稲推奨品種で今年
デビューしました。ネーミングは三原市民から募集した
もの。カープ焼酎はカープキャンプ地の宮崎日南の芋
焼酎で、20度と大変飲みやすいく大好評を頂いてます !
目指せ、来年こそは日本一ですね‼

2017年11月4日 
ヴォヤージュ ドゥルミエール挙式（沖縄）

髙橋祐介・みゆき様

ご結婚おめでとうございます♪
～お客様からのメッセージ～

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

R182
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

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

H30年・H31年成人式振袖レンタル
（2018） （2019）

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

Facebook始めました
http://bell-fille.comHP

成人式は衣裳専門店で！

山陽新幹線

宮浦公園

ポポロ三原市宮浦2-4-5
0848-62-3474

御料理仕出し　味

○さざえしめじねぎみそ焼き
○貝柱しんじょはまぐりのせ
○焼き鯛
○鯛の昆布締め
○ズワイ海老包み
○エリンギマリネサーモン巻き
○黒豆
○サーモン西京焼き
○数の子
○にしん昆布巻き
○金柑甘露煮
○しめ鯖
○真砂子和え
○焼きなます
○煮しめ
○洋風焼豚

0848-62-3474
ご予約はコチラ

配達 日程：12月31日（日）
範囲：三原市内（市外は31日朝に発送）

全て手作りのこだわり詰まる『味』のおせち

※1人前おせちは店頭受取になります

○和風シーフード焼き
○海老酒蒸し
○寄せ貝柱たらこ焼き
○蟹入伊達焼き
○栗入スイートポテト
○紅コチ南蛮漬け
○京芋穴子黄身焼き
○牛巻き
○くわい
○蛸柔らか煮
○花蓮根
○蟹爪ワイン蒸し

　調味料に至るまですべて手作りなのが、一貫した“味”のこだわり。
日頃からやさしい味のお惣菜・仕出し料理をお届けしています。
『おせち』でもその心づかいは変わらず、天然素材を使用し、冷凍も
一切なし。新鮮で自然な味わいを、ぜひご堪能ください。
1人前おせちもご用意しています。せっかくのお正月、体に優しい
おせちで新年を迎えませんか？

お品書きの内容と異なる場合があります。

冷凍をしないすべて手作りのおせち。
数に限りがありますので、お早めにご予約を。

三段重お品書き

■皿盛りおせち〈3人前〉
■皿盛りおせち〈5人前〉

8,500円
14,500円

■1人前おせち 2,800円

■二段重（重箱代別）
■三段重（重箱代別） 

25,000円
35,000円

■皿盛りおせち〈3人前〉
■皿盛りおせち〈5人前〉

8,500円
14,500円

■1人前おせち 2,800円

■二段重（重箱代別）
■三段重（重箱代別） 

25,000円
35,000円

料金は税込金額です

お歳暮、贈り物として是非ご利用ください‼

新栄ファーム
三原市本郷町船木1367-4
0848-86-2288 検 索www.ssgfoods.com

インターネットSSG Web Mart

三原の菊
池も

応援中

お米は各種各大きさで販売しています。プラチナ米も道の駅で絶賛発売中

史上最強！
特別割り引き
キャンペーン！

史上最強！
特別割り引き
キャンペーン！

この三原日和を持って来ていただくと超お得価格に

全商品割引させていただきます！

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
R185

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

アートってなんら特別のものでなく
自分たちのすぐそばにあってかかせないものじゃないかな
今回は港町シネパティオの2階に HS-LABを
構えるアーティストのシマムラヒロシさんに話を
伺いました。

まず、シマムラさんの今までを教えてください。

　生まれは三重県で、育ちは大阪です。それで、
デザインの専門学校を出てから、スペインのバル
セロナに行きました。スペインは、アートと人と
の距離が近くて、ファッションと同じくらいの感
覚で、今日の気分や季節、イベントに合わせて
絵を飾ったり、作品を置いたりしていました。プ
レゼントに選んで友達や恋人に送ったりね。
　そこで他のアーティストと一緒にグループ展
をしたり、個展を開いたりしました。衝撃だった
のは、「この作品はどうして作ったのか」って、
コンセプトをすごく聞かれるんです。それに一生
懸命に答えると、「分かった。」って言って、また
真剣に作品を見てくれるんです。それで、面白い、

気に入ったって思ってもらえたら、作品を買って
くれたり、自宅やお店の「壁に描いて」とか言わ
れるんです。
　あと、企業とのコラボレーションで製品に描い
たりもしました。バルセロナ国際現代アートフェ
スティバルの創立に関わって、日本側のコーディ
ネイターもしました。バルセロナには 13 年ほど
いました。それだけいるとそろそろ環境を変えた
いなと思い始めて、そこから縁があって三原に
来て、こうしてHS-LABを開いています。

これから三原でどんなことをしていきたいか
教えてください

　アートをもっと身近に感じてもらえるようにし
たいですね。服を買うように気にいった作品を
買ったり、プレゼントに選んだり。それとか、町中
のお店の壁や看板がアートだったら、外の人が、
「今日は三原にアートを買いに行こう」とか「面白

いから見に行こう」ってなれば楽しいですよね。
そんなふうになるように、アートを近くに感じら
れる企画をしたいし、自分からもっと近づいてい
くように、若いアーティストに伝えることもして
いきたいです。
　シネパティオを中心とした一般参加型アート
イベントであるMATⅢの運営に関わりました。
色々なアーティストの作品が三原に集まって、
それを沢山の市内外の人たちが見に来てくれ
る。こういった、アートのイベントを大小限らず、
幾つも三原で開催されていくといいですよね。
その為には、企画を考えたり、運営をしたり、
アーティストを呼ぶコーディネーターが必要
です。
　自分一人では大変ですが、チームになって
取り組めたらと思います。

シマムラヒロシさんアーティスト

卒業式
袴も !!

三原の新米とカープ焼酎セット
・芋焼酎　平蔵 カープラベル（900ml 20 度）×1本
・三原の新米3種
  仏通寺川の恵み（コシヒカリ）
  御年代米（ヒノヒカリ）
  隆景米（恋の予感）　　各3合

2,500円


