
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

カーライフプラン
カーライフプラン・エコ

カーライフプラン・エコ
【ご融資利率/当金庫会員の方】

【ご融資利率/当金庫会員以外の方】
年2.6％
年3.6％

カーライフプラン
リピートプラン

【ご融資利率/当金庫会員の方】

【ご融資利率/当金庫会員以外の方】
年2.4％
年3.4％

カーライフプラン・エコ
リピートプラン

【ご融資利率/当金庫会員の方】

【ご融資利率/当金庫会員以外の方】
年2.3％
年2.8％

【ご融資利率/当金庫会員の方】

【ご融資利率/当金庫会員以外の方】
年2.4％
年2.9％

※上記融資利率に保証料が含まれています
（平成30年1月26日現在）ご融資限度額

ご融資期間

その他

1,000万円以内

3ヵ月以上10年以内
満20歳以上30歳未満の就職内定者は、200万円以内

※就職内定者の場合、元金返済据置期間は
　6ヵ月以内または就職月の翌々月まで
当金庫ホームページから
仮審査申込が可能です

新車・中古車、バイクや車検、借換にも!あなたのカーライフをサポート!

カーライフプラン

（元金返済据置期間は6ヵ月以内）

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。

ご結婚おめでとうございます

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

R185
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

　この度式を挙げられたのは、三原ご出身で
大阪在住の新婦様。クラシカルな雰囲気の
式場空間に合わせて、上品で清楚な一着を選ば
れました。お若くさわやかなお二人はご家族、
ご友人に囲まれて特別な1日を過ごされました。
どうぞ末永く幸せにお過ごしくださいね。

Facebook始めました
http://bell-fille.comHP

県内外への衣装配送サービスを
行っています

三原市城町 3-2-7
0848-62-7393
11:30～13:30
17:00～22:00
水曜日 

三原市城町 3-2-7
0848-62-7393
11:30～13:30
17:00～22:00
水曜日 

和食処  登喜将本店

三原港桟橋
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三原駅
ふぐ皮
あん肝
ふぐ刺し
ふぐ唐揚
ふぐ鍋
雑炊
香の物
フルーツ

お品書き

要予約

好評につき、登喜将の大人気企画を今年も行います。高級イメージのある今が旬の丸々と太った
ふぐを贅沢に使った一年に一度だけの特別コースを今しかできない特別な価格でご提供いたします。
しっかりとふぐの味をお楽しみいただけます。接待やご宴席など、この機会にぜひご賞味ください。

１/２９（月）～２/７（水）
（2/7は営業）の９日間
限定会席、お一人様
通常5,000円（税別）を
3,800円（税別）の
大奉仕。
※1/31（水）はお休みします。

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！H31年（2019）成人式振袖レンタル

写真のみのプランもございます。お気軽にお問合せください。

R185

先生、糖尿病が末期まで進行するとどのようなことが？

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、『進行した糖尿病』と題して、
みはらえきまえクリニックの胃腸内科担当医 金行祥造先生にお話をうか
がうことにしました。

金行先生にはこれからも気になる病気について
教えていただきます。次回もお楽しみに！

検 索みはらえきまえクリニック

www.mihara-cl.jp

?

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

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

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。

日和の

『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。

 お
し
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日和の先

生

動脈が硬化すると・・・・?

　今回は糖尿病の慢性合併症の太い血管にみられる合併症、大血管障
害の症状をお話します。高血糖の状態が続くと、太い血管では動脈硬化
が加速します。動脈硬化は動脈の内側にさまざまな物質が沈着して厚く、
硬くなり、隆起（プラーク）ができる状態で、動脈硬化が進むと、血流が
途絶えたり、血管にこびりついているプラークがはがれて血管に詰まり
重要な臓器に障害を起こします。

　脳梗塞も狭心症・心筋梗塞などや閉塞性動脈硬化症も糖尿病との
合併症としてあります。高血圧が長く続くと動脈硬化が進行し、やがて
脳の血管が詰まって脳梗塞になります。高血圧の程度が強い場合、脳の
血管が破れて脳出血になったり、また脳の血管の一部分に動脈瘤が
できて破裂すると、くも膜下出血になります。
　いずれの場合でも脳細胞が壊れ、意識がなくなったり、半身まひや言語
障害・認知症などの症状が現れます。くも膜下出血ではまひは少なく、
激しい頭痛や意識障害が突然起こります。脳梗塞や脳出血では、初期に

適切な治療を開始すれば後遺症なく治ることもあり、またリハビ
リでかなり回復することも多いのですが、適切に初期段階での
治療が必要です。
　狭心症は動脈硬化などによって心臓の血管（冠動脈）が狭く
なり、血液の流れが悪くなった状態です。動悸や息切れのほか、
胸を圧迫されるような痛みの発作が繰り返し起こりますが、激痛と
いうほどの痛みではなく数分以内におさまります。
　一方で心筋梗塞は、動脈硬化により心臓の血管に血栓（血液の
固まり）ができて血管が詰まり、血液が流れなくなって心筋の細胞が
壊われてしまう病気です。動悸・息切れのほか、胸に激痛の発作が
起こり、呼吸困難・激しい脈の乱れ・吐き気・冷や汗や顔面
蒼白といった症状を伴います。
　閉塞性動脈硬化症は主に手や足の動脈に起こる動脈硬化で、
末梢動脈疾患とも呼ばれます。重症化すると手や足が潰瘍・壊死に
至り切断することもあります。

　糖尿病については、まだまだ諸症状がありますので、身体に自
覚症状がある方はもちろん、若くても不規則な生活をされている
方などは最寄りの専門医に相談しみてはいかがでしょうか。大事が
ないことが一番良きことなのですから、大病になる前にカウンセ
リングに行かれることをお勧めします。

参照　厚生労働省HP

ちょこっと
おやつびより
オススメ！

三原市本町の画廊喫茶ロンドさんの
玉子サンド。辛子マヨネーズが昭和
テイストで美味！決め手はオギロパ
ンさんのトーストで、冷めても旨い！

広島県三原市本町 1-9-2
TEL0848-29-9600　日曜定休

画廊喫茶 ロンド

玉子サンド　550円＋300円で珈琲が付く

IKEA brand

新しいリノベーションの風が誕生しました
フローレンス三原駅前の住居を三原初、オール IKEAブランドの
家具でコーディネートしました！ソファ・テーブル・ラック・ベッド
ペンダント・ラグマット・・すべての家具やライト、
空調機などがついている快適な賃貸マンションの現地案内を開始いたします。

駅近で・・・リノベートする

熊野開発株式会社
三原市城町2-3-1
0848-63-4178

三原駅

三原
郵便局

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま
R185

熊野
開発

フローレンス
三原駅前

宅地建物取引業
広島県知事（10) 第 4831号

お電話ください。随時見学OKです。分譲も可能です。
現　地
フローレンス三原駅前 2F 3LDK
全室リニューアル済み、即入居可能

賃貸価格　

月額 100,000 円（駐車場が必要な場合は別途 6000 円＋税）

システム利用料　月額 45,000 円＋税（当初３年間のみ）

私自身出産を機に体重増加が
止められず、オシャレができ
ない、腰痛や体調不良で悩ん
でいました。
だからこそ、皆様には少しで
も早くキレイで健康的に理想
の自分を手に入れて毎日を楽
しく活き活きと過ごすお手つ
だいをさせて頂きます。

三原のみなさまへ

body&facial なのは

三原店オープンのあいさつ

岡森　典子

な の は

代表取締役

日本痩身医学協会 認定講師
基礎医学士
ダイエットセラピスト
ボディーケアセラピスト 代表　岡森　典子

お客様の理想とされるボデイになりたい方は

どうぞお電話ください。

なのは専門スタッフが対応いたします。

ローソン

沼田川

定屋大橋

県立大学
三原キャンパス

県営
明神
アパート

75
75

344

な　の　は
body&facial

三原市明神町4-2-8
0848-51-5253
10:00～22:00
日曜・祝日

検 索なのは　ダイエット

0848-51-5253
お電話待ってマース！

ダイエットなら
　　　　　ひとりで悩まず私達にお任せください♪

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

全商品割引中です
感謝の気持ちを込めて

kate spade  NEW YORK kate spade  NEW YORK

Calvin Klein O&X  NEW YORK

人気のブランドがお手頃価格で
メガネサロンくまので新しいメガネをつくりませんか

深町で育てた小麦で作ったお菓子が
みんなが喜ぶ三原のお菓子の１つになれたら嬉しい
　今回は三原市深町で有機農法で小麦を育てて、
その小麦でお菓子作りをしているお菓子工房
ゴドーの橋目さんに話を聞きました。

なぜ、深町でお菓子工房を始められたのですか？

　実は深町が私の地元なんです。私は関西でパ
ティシエとして働いていました。その時に、東京
生まれ千葉育ちで、当時は三原がどこにあるのか
も知らなかった夫と出会いました。夫は会社員だっ
たのですが、ずっと農業をやりたいと考えていた
ようです。じゃあ、夫が育てた作物で私がお菓子を
作って売れば、二人の夢が同時に叶うんじゃないか
と思ったんです。
　それで、二人で三原の深町に帰って来て、昨年、
お菓子工房ゴドーをオープンしました。だから、
このお店は夫婦の夢の形なんです。

お菓子作りのこだわりは？

　私たちはお菓子作りをするのにモットーを2つ

決めました。
　ひとつは「原材料で作れるものはなるべく自分
で作る」ことです。使用している小麦は、夫が有機
農法で大切に育てたものです。三原に帰って来て
からすぐに農業の研修先を探していたところ、知人
から同じ三原の高坂にある坂本農場さんを紹介
してもらえました。坂本農場さんは有機農法を長年
続けておられて、私たちの材料にとことんこだわ
るお菓子作りに大きな影響を与えてくれました。
今、使っている小麦は坂本農場さんから種を分け
てもらったものです。
　もうひとつのモットーは、「作れないものがあれ
ば地元三原産のものをなるべく使う」ことです。
なかなか、原材料を全て自分たちで作るのは難し
いので、地元のつながりを大事にしながら、材料に
はとことんこだわって選んでいます。
　そうして、子どもたちも安心して食べられるお
いしいお菓子を作っています。

三原で次はどんな夢を叶えていきたいですか？

　私たちの作るお菓子を取り扱ってくれるお店も
でき、イベントに出店したりもして、徐々にですが
商品を知ってもらえるようになってきたと思います。
三原で大切に育てた小麦や材料を使ったゴドー
のお菓子を、三原の人がお土産に選んでくれる
ようになれば嬉しいなと思っています。
　それから、深町の特産であり昔は深芋とも呼ば
れていたサトイモを使って、小麦アレルギーの人
でも食べられるグルテンフリーのお菓子などにも
挑戦してみたいです。
　自分たちのできるペースで、お世話になってい
る深町のみなさんに恩返しをしたいですし、農業
とお菓子作りで三原を少しでも盛り上げられたら
いいなと思っています。

お菓子工房ゴドー
橋目　智子さん

《お菓子工房ゴドー 取扱い店舗》
みはらまちづくり兎っ兎・道の駅「みはら神明の里」
やっさふれあい市場三原店
いこうさんのお店（福山市）

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。

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

写真の鍋は2人前です


