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事前相談・終活相談
葬儀の相談は身内や友人、職場の上司など様々ですが
葬儀のプロである「なかた」にお任せください。

費用・葬儀の流れ・手続きなど

あらゆる心配事を解決します。
樹木葬・海洋散骨
家族葬から社葬まで

セレモニーホールなかた
田辺市上の山1-10-5

  0739-25-4444
・文里 一刻館　　・下万呂 一刻館
・みなべ 一刻館　・中田公益社（白浜）
https://cere.jp無

料

記す家  アンバサダー様の暮らし方
聞いてみませんか？

すでに1年半お住まいのオーナー様のおうちに訪問できる、毎回大好評の
オーナー様宅体感訪問会開催決定！ ＆ふつうに永く暮らせる家を
　　　　  創るためのセミナー「STUDY!」好評開催中！お申込みはこちら↓

株式会社 山本建築工房
田辺市あけぼの15-10 2F／Open 9:00～18:00
  0739-25-5775  yamamotokenchikukobo.com

完成見学会
in 中芳養   12/11（土）～19（日）

①10:00～　②12:00～
③14:00～　④16:00～

※時間外は応相談。お気軽にお問い合わせください。

見学会のご予約は
インスタDM、LINE＠、

ホームページ、TEL他受付中

11/21（日） 1/9（日）予定！※場所・時間等詳しくは
お問い合わせください

完全
予約制
1回
2組様

冬
WINTER

TNクリニック

11/1 田辺市秋津町に 移転オープン
医師による「美容医療」を行うTNクリニックは、
白浜町から田辺市秋津町に移転いたします。
より通いやすく、リラックスしておくつろぎいただける空間と
2つの新メニューをご用意してお待ちしております。

新住所：田辺市秋津町180-15 （駐車場あり）
完全予約制　     090-1893-7715

京都府立医科大学医学部卒業/
国際臨床抗老化医学会認定医
ヨーロッパ在住中に先進美容技
術を取得。現在、日本に一台しか
ない機器を使って若返り施術を
行っています。

医学博士

西本  利文

お顔の若返りコース
（お顔+首+手の甲）

35,000円 39,000円

ボディの引き締めコース
（お腹周り+エステマッサージ）

New New

お顔全体と首のたるみ・シワへのアプ
ローチに加え、手の甲の老化を改善し
ます。シミや血管の浮きを無くしてふっ
くらとした若々しい手に。

クールテックで余分な脂肪を凍らせシャー
ベット状にして液化排出。脂肪細胞ごと無く
すのでリバウンドが起きません。さらにエス
テティシャンのアロマトリートメントで全身
の疲れを癒やします。（気になる部位への
変更も可能です）

www.tn-clinic.com

HIFU ・ SonicWave ・ イオン導入（各15,000円）をセットで受けられて
お顔全体が確実に若返るコースをキャンペーン価格で！

●お得な総合コース  通常価格35,000円→25,000円

あきづクリニック

会津小学校

ローソン
なにわ歯科

大人気メニュー

Mail

FREE IDEA WITH NO
STEREOTYPE IMAGES

vol.263
Lacan Free Paper Manufacture

November / 2021

※撮影時のみマスクを外してもらっています。みなさんは常時マスクをつけておりますのでご安心ください。

おいしいハンバーグ特集
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ありそうでなかった「ハンバーグ専門店」。
知る人ぞ知る「海岸通り」はオープンから
今年35周年のハンバーグ専門店。国道沿
いにある小さなお店に熱々のおいしいハ
ンバーグを食べに来るのは常連のおじさ
ん、おばさんの他に若いカップルや女の
子グループにトラックの運転手さんなど
実にさまざま。「牛肉と豚肉のバランスが
決め手なんよ。そりゃもうお父さんと２人
で試行錯誤したわぁ。ハンバーグのタネ
づくりと焼きはお父さん、継ぎ足しで作り
続けるソースは私の担当よ」2つの大鍋に
香り高いソースがたっぷり作られている。
目玉焼きの他、とろりととろけるチーズが
乗ったハンバーグも絶品。

熊野牛を使用したハンバーグは肉の噛み
ごたえを意識して作っているのだとか。口に
入れるとしっかりと肉本来の美味しさがジ
ワリと広がる深い味わい。「赤ワインをたっ
ぷり使った特製ソースで召し上がってくだ
さい」というシェフの言葉。ご飯にもパンに
も合うハンバーグは年齢を問わず店の人
気メニューです！

一点物の手作りアクセサリーHachiさんの「RETAIL STORES」が11月21（日）・23日（祝）に、Big-U グループ研修室 2でオープンします。
時間は11:00～20:30。今回のテーマは「贈りたい感謝のカタチ」。新作アクセサリーがたくさん登場します。みなさん、ぜひぜひ～！！／インスタ：hachi413

海岸通り
印南町島田1676-12　   0738-43-0573
　9:00～18:00（テイクアウトは17:00まで受付）
　ランチ：11:00～14:00
　月・火曜日

営

休

キッチン  ペル
田辺市東陽24-18
   0739-22-2404
　10:00～13:30（オーダーストップ）
　水曜日／月に2日ほど不定休
営

休

HAMBURG

Restaurant　A la carte

Kitchen Pére

Kaigan Dori

Yamasakiya

家庭の味、定番のおかず、子供から大人まで人気のハンバーグ。
それぞれの家の味もあると言われるハンバーグですが、やっぱりプロが作るハンバーグは違う！

ジューシーさ、味わい、ソースのおいしさ…
今回は、お家ハンバーグではなかなか出せないおいしさに溢れたハンバーグをご紹介します。

ハンバーグ特集！

ハンバーグステーキセット（180gのハンバーグ・ライス・サラダ・味噌
汁・コーヒー又は紅茶付き）1,450円／取材時の日替わりランチは「ミニ
ハンバーグ＆エビフライ・コロッケ」で850円（コーヒー付き1,000円）

ほわっとシナモンが香るジューシーなハンバーグ
はアラカルトの名物とも言える人気メニュー。先
代から受け継いだこのレシピはアレンジを加え
ず大切にしているのだとか。「毎回8kgから10kg
のタネを作りますがすぐになくなるほど人気です
よ」と2代目シェフ。ステーキ用のヒレ肉の脂身を
入れたり、国産の牛肉と豚肉の割合を8：2にして
ジューシーさを出すのもそのまま。「デミグラス
ソースは牛の煮汁、鶏のブイヨン、フルーツ4種
類、野菜などを煮込んだものです。継ぎ足してい
く方法で奥深いソースに仕上げています」ホワホ
ワ熱々ジューシーな肉の旨味が溢れる洋食屋の
ハンバーグを是非に。

レストラン  アラカルト
田辺市神島台12-2　   0739-25-2091
　11:00～14:00／17:00～20:00　　火曜日営 休

ハンバーグ単品950円。
（スープ・前菜・ライス又
はパンなどのセットにも
できます） 肉がホロホロになるまで煮込んだ「牛ほ

ほ肉のシチュー2,000円」も絶品！

タコウインナーやカニウインナーがハンバーグと一緒にジュワジュワ
と鉄板に乗ってるハンバーグ定食。細く刻んだ人参、ピーマンが入っ
ていて野菜嫌いの子どももパクパク食べてしまうおいしさが、これ！週
に2～3回このハンバーグを食べに来店するお客さんの多くが「ハン
バーグはもちろんおいしいけど落ち着く店やからつい来てしまうよ」
昔ながらの喫茶店「山崎屋」は、いつ来ても掃除が行き届いており気
持ちのいいお店。居心地のいい場所でほっこり優しいハンバーグを
味わって。（１人でやっているお店なので注文が重なった時には少し
時間がかかる場合があります）

山崎屋
白浜町堅田2497-42　   0739-42-5157
　8:00～17:00　　水曜日営 休

ハンバーグ定食900円。ホンっトに美味し
くて、しばらく食べないでいると体の調子
が悪くなってしまうのですよ。／初めて見
た時は、なんじゃこりゃとびっくりしたミッ
クスジュースは500円。

熊野牛ハンバーグランチセット1,380円（+200円でド
リンクが付きます）／並んだそばから売切れ必至の
焼き立てパンは、朝10時から！

少しづつだけど飲食店さんにお客さんが来だしたね。なんか、うれしいな。／白浜町M・M
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Lady’s Festa !

和歌山トヨタ「緊急サポートセンター」
夜間や早朝、定休日でも安心！
万一の事故・故障でお困りの際は

　 0120-099-188
（和歌山トヨタのお客様のみ対象）

365日
24時間
対応！

オイル交換
（軽自動車限定）￥500
撥水洗車
（全車種OK） ￥500

次回は

11/12
（金）

レディースフェスタご来店の
先着20名様にハンドメイドの
リボンヘアゴムをプレゼント！

田辺市上の山1-24-8　9:30～18:00
定休日：火曜日・祝日の月曜日
  0739-22-5333　wakayama-toyota.jp

田辺店

毎月第2金曜日は
女性限定でお得な日！

レディースフェスタ

試乗車あります
カローラクロス
 誕生！

他メーカー車で
もOKです！

お気軽にお越し
ください！

プログラミングラボ 紀南教室 （運営：合同会社SOTSULOG）
田辺市湊18-13　 0739-20-0037／090-6666-0058 

目指せ！ プログラマー！！

プログラミングラボ
無料体験教室

全国に教室を展開する小中高校生を対象としたプログラミング教室です。
プログラミング学習を通じ、これからの時代に求められる能力を
一人でも多くの子どもたちに届けます。まずは無料体験！！

新規入塾キャンペーン
11月末日まで、入塾金11,000円→5,500円（税込）
お友達やご兄弟と一緒に入塾されると、3,300円に！

さらに、初月の月謝が半額！

Springin’コース
タブレットを用いたビジュアル
プログラミング言語で、

低年齢のお子様でも楽しく学べます。
対象年齢：年長～小学校低学年
1回60分／月4回　月額2,200円

Scratchコース
Scratch（スクラッチ）というツールで、
言語のブロックを組み合わせて
プログラミングを学びます。
対象年齢：小学校高学年まで

1回60分／月4回　月額6,600円

上級コース
Ruby、JavaScriptというプログラミング
言語を使用し、実践的なWebサービス
開発やゲーム開発を学びます。
対象年齢：中高生～大人まで

1回90分／月4回　月額12,100円

無料体験教室の
ご予約はこちら！

教材費不
要！

D e a d  S e a

求人…庭工房では一緒に働いてくれる仲間を募集しています。店舗販売およびリース植物のメンテナンス（土・日入れる方）、造園業（体力のある方）、植物が大好きな方、お待ちしています。
／上富田町朝来2299  TEL：0739-47-0700 

これからの子供達にとってコンピュータは必須アイテム。さ
らに興味を持つ子どもに「何を」与えてあげればいいの
か、と考えますよね。そこで！田辺市湊本通りにオープンし
た「プログラミングラボ 紀南教室」を紹介します！年長さん
～小学校低学年向けのSpringin’コースを取材しました。
それぞれの個性と自由な発想を大事にしているから「はー
い、皆さんできましたか？いいですか？進めますよー、みん
ないいかな？」なんて言葉はありません。１人ひとりのス
ピードや理解度も違うので、無理に全員を合わせようとし
ないのです。おしゃべりやつぶやき、ひとり言、すべて受け
止めてくれます。「間違いを叱りません。どれだけエラーを
出させるかが大切なんです。それをずっと考えてやってみ
て、できた時の達成感はすごくて小さな子供も大きな自信
に繋がるんです。思考力がしっかりとついていきます。プロ
グラミングは一つのツールです。楽しみながら自分で考え
るチカラが自然と身についていきます」いかがですか？
入塾申し込み、無料体験教室は下の広告から！

人間に必要な12種類のミネラルがバランスよく存在しているのは、世界中で「死海」のみ。
死海（DEAD SEA）の恵みをそのままお届けするサロンが田辺に誕生しました。内側から外
側から。頭からつま先まで。あなたとあなたの大切な方を健やかにしていくシリーズが体験
できます。本物と出合いたい、きちんとしたものを体に取り入れたい、何よりも健やかにな
りたい、美しくなりたい…誰もが持っているシンプルな願いを叶えてくれるはずです。

M4ミネラルリッチ マグネティック マットマスクを体験
磁力による微電流が毛穴の汚れを浮き上がらせ、素肌に触れることなく一瞬にして取り除きます。同時
にシアバター・ローズヒップ・カモミールなどの美容成分が肌に浸透してしっとり潤いのある美肌をサ
ポート。

ミネラル マッサージソープで手足を洗う体験
死海に含まれるミネラルから作られた固形石鹸。洗い上がりは他にはないしっとり感です。洗顔・全身用に。

ボディバターで潤いをキープ体験
タオルで水分を取った後はボディバターで潤いを。死海ミネラル成分に、シアバター、カカオバター、オ
リーブ・ココナッツ・ホホバ種子・アボガド・ローズヒップなどの植物性オイル、レモン果皮・リンゴ果実・
チャ葉などの植物性エキス配合。しっとりした柔らかで滑らかな肌に整えます。香りは、オーシャンミス
ト、ザクロ、ミルク＆ハニーの３種類があります。

サロンでは、お顔をはじめさまざまな体験ができます。

完全招待制サロン

DEAD SEA Salon Wakayama
デッドシーサロン和歌山

田辺市文里2-35-2（田辺シーヴィレッジ2F）
●お問い合わせはLINEのQRコードから  →→
　またはお近くのエージェントまで

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、

ど
こ
で
教
え
て
も
ら
え
る
の
？

死海のミネラルを日々の生活に

ラカン掲載記念として3日間だけ、サロンを特別一般公開
期間中、どなたでも死海のミネラル製品でハンドケア体験ができます。

（ソープ・ソルトスクラブ・ボディバター）

11/10（水）・14（日）・17（水）
いずれも9:30～15:00まで　※タオルをご持参ください

こないだ車の前タイヤを新しいのに交換してもらったら、ハンドルまで軽くなってびっくり！きっと燃費も変わるんだろうな～。／田辺市M・Y
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心身メンテナンスエステサロン  KOKORO　こころ
田辺市下万呂48-9　  0739-68-9059（完全予約制）
　10:00～20:00（最終受付18:00） 　  不定休営 休

心身の疲労がたまると、気分が落ち込んだり肩こりや頭痛だけでな
く姿勢の悪さや、顔のたるみ、しわ、しみなどにもつながっていきま
す。機械を使用せず、頭部・首・肩・背中・デコルテ・腕・指先までを
オールハンドで80分間施術する「脳内ヒーリング」で本来の健康と
美しさを取り戻して！！

彼との相性、仕事での悩み、人間関係がうまくいかない…日々
暮らしているといろんなことが起こりますよね。しこりのように
残る悩みや気になることも、タロットカードからの声を一緒に
読み解いていくことで心が軽くなります。優しく背中を押しても
らえる時間です。ぜひ！
30分コース 3,300円／60分コース 5,500円

うつむかないで。顔を上げて歩こう。
　　　多種多様なストレスにアプローチ「脳内ヒーリング」

あなたのこころに幸せをプラスする タロット占い

脳内ヒーリングは4つのアプローチから

80分 11,000円 （初回8,800円）

筋膜リリース
筋膜をリリースして体の歪みを整
え、美しいボディラインへと導きます

血流リリース
体に酸素と栄養を運ぶ血流を促進
させ内臓温度を高めます

リンパリリース
上半身を中心にリンパ筋をリリース
し、疲労物質や老廃物の流れる道
筋を作りリンパ液の滞留を防ぎます

体験者の声：肩や背中が
凝っているという自覚はな
かったけれど、体が軽くな
りすごく楽になりました。顔
もリフトアップして小顔だ
けじゃなくほうれい線が消
えているのがすごいです！

経絡リリース
頭部と上半身のツボを捉えて刺激
することで全身を流れる“気”をプ
ラスのエネルギーに変換します

「ラカンを見た」で10分追加のサービス！

（左）施術前
パソコンやスマホ
を使うことで、肩
が上がり内側に
巻いている状態。

（右）施術後
肩が本来の位置
に戻り、首が長く
見える。フェイスラ
インもスッキリ。

◀ご予約はどちらもLINEから！

「
極
み
の
焼

肉丼
 お好
みの
薬味を添

えて」1,600円
大人気ランチ！

炭
火
焼
肉 

松
島
園
が

炭火焼肉 松島園
田辺市湊45-3
　ランチ 11:30～13:30
　ディナー 17:00～21:30
　火曜日

   0739-24-1618

ホ
ー
ル

ス
タ
ッ
フ
を

募
集
し
て

い
ま
す
！！

営

休

勤務時間
●9:30～14:00
●17:00～22:00（週に2日か3日）
●平日／土・日働ける方

詳しくはお電話で！
連絡待ってます！

口熊野店 上富田町生馬875-3　9:30～18:00／定休日：火曜日、第1・3月曜日
   0739-33-7862　tanabe-daihatsu.jp

Rocky
グレード：Premium/2WD
色：ブラックマイカメタリック×
　　　　　シャイニングホワイトパール
本体価格：2,145,000円
※写真は旧型モデルです

スマホをオフにして、Rockyと一緒に自然と遊ぶ
11/1  新ロッキー発売！ 熊野古道を一緒に歩きませんか？

LOVE LOCAL PROJECT
定員30名／参加費1,000円
応募締め切り：11/14

詳しくはお問い合わせください！

11/28
sun

おし
えて！

のむらさん

ダイハツさんではないけれど、車を買う気いっぱいでディーラーへ
行くとものすごく対応もいいけれど、ちょっと新モデルを見に行くと
すごく対応が悪いって話をよく聞きます。いつでもお気軽に、とか
言いながらひどい扱いだって。これってどういうことですかね？

そんなことがあったんですね...同業者として大変申し訳なく思います。私
共も新モデルが発表になった時には、たくさんの方に見て知っていただ
いて興味を持っていただきたいと思っています！なので、安心してご来店
ください♪ちなみに11月1日は、新ロッキー発売日です☆試乗車が届き
次第SNS等でお知らせしますので、チェックしておいてください！！

ダイハツに勤めているとダイハツ車に乗るんでしょうけど、
本音はどこのどれに乗りたいですか？

家族が増えたので、ミニバンが欲しいです！（現実的...笑）ちなみに、前
回登場した中村はクライスラー ジープ グランドワゴニア、前 回々登場し
た坂本店長はブガッティ シロンだそうです！他にも、アウディ TT、
CH-R、ライカン ハイパースポーツ、ケーニグセグ アゲーラone：1という
意見がありました！かなり個性豊かですね(笑)

他社には真似できない、田辺ダイハツさんの一番の強みを
教えてください。

1番の強みは仲の良さですね！！これがチームワークの良さに繋がりま
す。従業員一同、チームワークの良さを活かした連携プレーで、素早い
対応を心がけております！また、チームワークの良さは、お店の雰囲気
の良さにも繋がります。お店の明るい雰囲気、あたたかさ、感じに来て
ください♪

今回は、「田辺ダイハツ販売株式会社 口熊野店」の営業部直販課
野村 凌汰 さん にお聞きしました！
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次回から醗酵ドリンクの「cuore」さんがイロイロ教えてくれます。
アナタの質問事項をラカンにメールで送ってください。　  info@lacan.jp

環境のことを考えてレジ袋が有料化になって久しいけど、なんで紙袋まで有料になってるのかがわからない。お土産を買いに行ったら「紙袋代は有料になります」に「は？」となったよ。そのまま持って
いくはずないやん。枕を買いにインテリアショップへ行った時も、「紙袋は有料ですがいかがいたしましょうか？」そんな丁寧な言葉で言われてもさ。「プラでないのに有料ですか？」聞いたら「はい」と
きっぱり。枕いりません、と帰ってきました。ネットで買うさ。／田辺市T・Y

小学3年生の息子に、「給食のカレーとママのカレー、どっちが美味しい？」と聞いてみた。ママが大好きで優しい息子は本気で悩み出し…「うーーーーーーーん………どっちも！！」
給食センターのみなさん、美味しい給食をいつもありがとうございます♥／田辺市K・R

金運アップのお守り

“白蛇の抜け皮”プレゼント!
フトアゴヒゲトカゲやチンチラ、ボールパイソン、フクロモモンガなど

希少な生き物とのふれあいが楽しめるカフェ「Moo」から、嬉しいプレゼント！
お財布に入れておくと金運アップ！と言われる蛇の抜け皮。

それもホワイトウエディングの抜け皮を5名の方にプレゼントしてくれます。
希望の方は info@lacan.jp まで、メールで申し込みを。
11/10締め切りとなっていますのでくれぐれもお早めに。

（応募多数の場合、抽選となります。当選者にはメールにて返信します。
直接「Exotic Cafe Moo」さんへ受け取りに行ってください）

ぼ
く
は

脱
皮
し
な
い
け
ど

会
い
に
来
て
ね
！

応募はこちら！ →
11/10まで

Exotic Cafe  Moo　ムー
田辺市南新町166 2F（銀座通り角の
「ペットランド ガリバー」の2Fです）
   090-9618-3132
　金・土・日曜日 11:00～19:00営

フクロモモンガ

フトアゴ
ヒゲ

トカ
ゲ

チンチラ

ぼくが脱皮しました！会いに来てね

↑コレをお財布に入る
サイズにカットして、

パウチ加工してプレゼント！
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