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vol.

完全
予約制

Lacan Free Paper Manufacture

September / 2022

高台で海が見えるおうち完成見学会 in 目良
9/19mon 〜 25sun

①10:00〜 ②12:00〜 ③14:00〜 ④16:00〜 ⑤18:00〜

ドラマに出てくるような素敵なキッチン！共働きで忙しいご夫婦の毎日の動線を楽に！
家族みんなが自立して使えるように考えたおうちです。
北欧に憧れ、
スイス漆喰やレッドシダーをたくさん使用しました。
ぜひ、夏フェス最後の体感をしに来てください！
コロナの状況を見ながらの開催とさせていただきます。
やむを得ず中止とさせていただく場合もございます。
予めご了承下さいませ。

随時
開催

映えよりおいしさ！

毎朝の検温 マスクの着用

構造断熱体感会

手指の消毒

定期的に除菌

ご予約はこちらから
ホームページ、
TEL他でも受付中

たくさんある現場の
どこでも見ていただけます。
日時・時間はご希望をお伺いします。

漁師さんと出会える婚活

UMICON

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

漁船で白浜町沿岸をクルージングしながら海釣り体験！
釣ったお魚でバーベキュー！ワイワイ楽しく婚活しませんか？

i n S HI RA HAMA

10.15
sat

日時：令和4年10月15日
（土） 11:00〜15:00
場所：フィッシャーマンズワーフ白浜（白浜町1667-22）
募集人数：男性10名
（25〜45歳の独身漁業者）
女性10名
（25〜45歳の独身女性）
参加費：男性4,000円／女性1,000円
和歌山県HP
「わかやま出会いの広場」
から
申込用紙をダウンロードし必要事項をご記入の上、
郵送またはFAX、
メールにてお申し込みください。
締め切り：令和4年9月30日
（金）
必着

【お問い合わせ・お申し込み】

和歌山県漁業士連絡協議会
和歌山市雑賀屋町東ノ丁30 和歌山県漁業協同組合連合会内
TEL：073-431-5101／FAX：073-422-1137
メール：wk-shido@wkgyoren.jf-net.ne.jp

主催：和歌山県漁業士連絡協議会 協力：白浜町 後援：和歌山県・和歌山県漁業協同組合連合会

次 号 1 0 月 1 日 発 行 の月 刊 ラカン は 休 刊 となりま す
1年に1回の冊子「プチラカン 」の発行に向け取材・制作に頑張っています。

プチラカンと
月刊情報誌ラカンは
スマホでも
ご覧いただけます！

2022 - 2023

ラカンの公式アカウント
お友達登録で
新着情報をゲット！

は、9月末に発行します。お楽しみに！

次回 2022年
※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。

11月1日 発行

発行所：株式会社ラカン 〒646-0004 田辺市下万呂577-1 サンフェスト・プラザ205
TEL:0739-81-3266 FAX:0739-81-3267 E-mail：info@lacan.jp
撮影：STUDIO CACCI 細野ユカ
※本誌掲載の記事・イラスト・写真の無断転載、コピーを禁じます。 ※広告掲載についてのお問い合わせはメールまたはお電話で。
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ばを丸く形どっている。
ちなみに
「せちがう」
とは
「いじめる」
「無茶をす

る」
という方言。
散々せちがわれた焼きそばはソースとマヨネーズで仕

上げられ、
目の前に。
ボリュームはあるもののペロリと平らげてしまう

ソーバー

おいしさだ。
さらにソーバーで外せないメニューが
「チヂミ」
。
うるち米

が原料の上新粉と小麦粉、卵で生地を作りたっぷりの海鮮を入れた

チヂミは最高のおいしさ。
ビールと一緒に、
がおすすめだがランチ代
わりや小腹が空いた時などに、ぜひ。

御坊市が発祥と言われる
「せち
焼き」
だが田辺のソーバーのせ
ち焼きはダントツで旨し！700円

喫茶店もしてるから
モーニングもあるよ〜

ちょっと辛めのソースが後を引くおい
しさに。
ネギ焼き600円と生姜の風味
が効いた、
スッキリ冷やしあめ100円
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白浜IC↓

はまだ

ワシは店主ちゃうで。
バイトリーダーや。

田鶴

年齢を聞いて
びっくり！
美しすぎる

自家製のタレがかけられてて、一気に平らげ
てしまうおいしさ。
海鮮チヂミ700円

紀勢自動車道

GS
33
←白浜

田辺バイパス

田辺市新庄町1826-1
0739-25-2993
営 9:00〜22:00
休 月曜日

焼きそばと焼うどんがミックスされた
「チャンポン」
は有名だ

けど、
ここ
「はまだ」
のメニューの中でラカンが推したいのは

「ねぎ焼き」
！これでもかという量のネギがたっぷり入ったお

好み焼きで、
このボリュームとおいしさはこの店ならでは。
も

ちろん人気のチャンポンは言わずもがなである。
注文が入る

と麺をまず茹でるところから始まり、
肉とキャベツ、
ネギが炒

りと焼いて仕上げるから、
持ち帰っても冷めにくくおいしさも
キープという訳だ。
「麺は自慢よ。
開店前にいろいろ食べ比

まったかのようにいつまでも美しい店主の笑顔とおしゃべりによって、
店に
入った途端元気パワーがもらえる。
チャカチャカとコテをリズミカルに動か

し、
あっと言う間に焼きそばの出来上がり。
さらに、
ぶた玉は薄めの生地な
のに、
ふっくらもちっとした食感。
出汁昆布、
かつお節、
山芋がミックスされ

たオリジナルのお好み焼きのタネが決め手なんだとか。
おいしいもん食べ

に、
はもちろんだがそれ以上に店主に会いにみんなが集まる
「はまちゃん」
。

いて言うてくれたわ」
海と空を眺めながら食べてみて。

ファミリーマート

田辺大橋

る。
ウスターソースと甘めのソースの2種類を使い、
おいしさと風味を

ボリュームがすごいの
にペロリと食べてしまう
お いしさ。モダン焼き
6 5 0 円 〜 ／ 焼きそば
ミックス1,000円

店内に入るとめちゃめちゃ
阪神タイガースファンで
あることがわかる！

高めている。中で生地を仕込み材料を整える店主と、鉄板の前で見

事なコテさばきを見せてくれる奧さんとのコンビネーションが、長年

のファンをしっかり掴んでいる。

ふっちゃん

今年39年目の「ふっちゃん」の一番人気は、
モダン焼き。お好み焼き
焼き」
は、
もりだくさんのお好み焼きの略語なんだとか。
ふっちゃんで

会津橋

ライフ

田辺市江川34-2
0739-25-2340
営 11:00〜13:30／16:30〜18:30
（日曜日は11:00〜18:30）

江川漁港

はコクが出るようにラードを使ってお好み焼きや焼きそばを作ってい

江川郵便局

八

大きな鉄板に麺を広げてじっくり
焼いたチャンポン800円／漁師さ
んの倉庫をお店に。
どんなに暑くて
も外のテーブルでビールとともに
焼きそばを食べるおっちゃん多し。

きのくに
信用金庫

す！
タン旨いで
そばナポリ

花

よ。
子供は正直やからね、
忖度なしでおいしいもんはおいし

田辺市江川6-47
0739-25-5230
営 11:00〜14:00
17:00〜20:00
休 水曜日

お好み焼きをアレンジしたメニューがあり若い世代に多くの

ファンを持つ花八。
これができるのも基本がしっかりしている

からだ。
ていねいに出汁をひきオリジナル生地で焼き上げる

お好み焼きや広島焼きはテイクアウトでも人気のメニュー。

今回紹介するのは、
サクパリの食感がおいしい
「うす焼き」
。
鉄板の上でコテで切りながら食べていると、
ほど良く焼けて

いき生地の風味がよりおいしく楽しめる。
エビ、
イカ、
牛すじ

のバランスも絶妙でビールがすすんでかなわんわ。
定番メニューの「焼きそ
ば350円」
まずはこれ食
べて、お好み焼きに進む
のが常連さんの鉄則。

亀の井ホテル
（旧かんぽの宿）

3

田辺市目良26-14
0739-22-8771
営 11:00〜21:00
休 水曜日／第1火曜日

ローソン
弓道場
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田辺市末広町7-58
0739-25-3803
営 17:00〜22:00
（L.O 21:30）
休 水曜日
（変更する時があるので
インスタをチェック）

たなべる
田辺市立
図書館
百々枝通り
みどり
保育所

グルメシティ
東陽店

江川はお好み焼き激戦区︒
近所に７件もあるのにみんな長いこと営業しているのは︑
各家庭に
﹁馴染み﹂
の店がありそれがバランスよく存在しているから︒
ほとんどの店が︑
キャベツ・ねぎ・豚肉というシンプルな材料を基本としているなか︑
マーケターがよく言う
﹁他店との差別化は？﹂
と聞くと
﹁ソースの味とちゃうかぁ︒
知らんけど﹂
と言う返事︒
熱い鉄板の上でお好み焼きをひっくり返しソースをたっぷりかけると
ジュワジュと香ばしい匂いがたち︑
お腹がキューっと鳴る︒
今回は江川だけでなく田辺市内のおいしい店をピックアップ︒
さて︑
今日アナタは︑
どの店へ行きますか？

べてみたけど、
子供にも味比べしてもろて仕入先を決めたん

「ちゃんぽんもあるけどよ、
うちは焼きそばのお客さん多いんやで」
時が止

会津川

まったところへザンっと麺を投入。
大きな鉄板の上でしっか

の間に焼きそばが入ったボリューム満点のひと品。
そもそも
「モダン

2種類のソースをかけて仕上げる
「焼きそ
ば550円」
と
「ぶた玉550円」持ち帰りも多
い。／ソース味になった口に、
ひんやりちゅ
るんの「ところてん200円」がおすすめ。生
姜がピリッとおいしい！これだけ食べにくる
おばちゃんやおっちゃんも。

映
え
よ
り
お
い
し
さ
！

んよ」
一見するとモダン焼き？に見えるが、
店主のいう通り、
卵で焼きそ

はまちゃん

SOBER

「小麦粉を使わず、
とき卵で焼きそばをせちがうから“せち焼き”て言う

2

BRIDAL FAIR

9.25

SUN

KEY TERRACE WEDDING

Present!
結婚式・パーティご成約で
結婚式当日 ＆ 1周年記念

新郎新婦様ご宿泊ご招待

ライフスタイルを豊かにワクワクさせてくれる
アメリカン雑貨のショップ「GALI-LEO」オープン！
ポップなカラーやデザインが目を引くアメリカン雑貨
のショップ「GALI-LEO（ガリレオ）」が7月22日、御坊

市にオープンしました。
キッチン雑貨、ガーデンツー

9/25（日） 10:00〜16:00（最終受付14:30）

結婚する、
と決めたカップルやその家族や友人がワクワクしながら

ル、工具、デスク周りのアイテムなど、
ライフスタイル

Contents

れや披露宴の料理を試食したりできるので、
一度は体験してみたい

い雰囲気のガラスコップやキャンディ入れも並んで

に浮かぶステージです。
キラキラきらめく波形と青空の下で、
また美

ムが揃っています。便利で手軽に買えるモノが溢れて

表情を変える自然の中で、
唯一の瞬間を写真やビデオにおさめるの

豊かにしてくれる時があります。身の回りの一つ一つ

挙式会場見学／パーティ会場見学／衣装展示
ウエディンググッズ展示／随時ご相談受付

Schedule
試食会は事前予約制

11:30 ― 模擬挙式
14:30 ― 最終受付

限定10組

（1組3名様まで、お1人様1,000円）

15:00 ― 模擬挙式
SHIRAHAMA KEY TERRACE
ホテルシーモア
白浜町1821
0739-43-1100

いて、自分用だけでなく贈り物にもぴったりなアイテ

ですよね。
KEY TERRACE WEDDINGといえば、
インフィニティ足湯

いる時代だからこそ、ひとつのお気に入りが暮らしを

しいグラデーションに輝く夕焼けに包まれて…時間と季節によって

10:00 ― 受付開始
12:00 ― 試食会

がワクワク楽しくなる雑貨がいっぱい。
かわい懐かし

訪れるブライダルフェア。式場や披露宴会場の見学の他、当日の流

試食会ご参加希望の方は
お電話にて予約を

を選んで手に入れることを愉しんでみてください。

も素敵です。今回のブライダルフェアで展示される衣装は、地元の
ショップはもちろん大阪のドレスショップからも数多く展示されるの
で楽しみですね。

GALI-LEO

一生に一度の結婚式。
祝福する人々に囲まれて最高に輝く２人…

御坊市湯川町財部611-4
0738-20-4695
営 10:00〜19:00
休 火曜日／第3月曜日

すばらしい記念日となる結婚式は２人の家族にとっても大切な日と

なります。
笑顔あふれるブライダルフェアに、ぜひ！

●プランナーとの個別相談もできるので、
日取りや予算など
ブライダルフェア
参加お申込みはこちら
（当日参加も可能）

5

小学生の頃から
尊敬しているのが
ガリレオ・ガリレイ
です！

気なることがあれば気軽にスタッフに声かけを。

かっこかわいいショップの中に独特の雰囲気を醸し出すコー
ナーが。
ロック好きに知らない人はいないんじゃないかと言う
ブランド
「666」
も！ちょっとハードなアクセサリーや革ジャンが
あるので、
ファンにはたまらないはず。
「666」
を取り扱っている
のは県内ではガリレオだけ。
こちらもお見逃しなく！

STAFF
募集！！

ガリレオ

ケーキ製造、喫茶でのドリンク作りなどのお仕事です。詳しくはお電話にて。／手作りケーキと紅茶の店 カフェ・マイユ TEL:0739-26-6012

STAFF
募集！！

オンラインでしか手に入らなかっ
たDULTONがここでは手に入り
ます。定番だけど色褪せない魅
力に溢れたアイテムはやっぱり
欲しくなりますね。

MOC FURNITUREでは一緒に働いてくれる仲間を大募集しております。
私たちのお仕事はお客様の想い出に残る、
やりがいのあるお仕事です。
自身が提案するインテリアを通じてたくさんの笑顔を
創造することができるので毎日が新鮮でワクワクすることばかりです。
ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。【パート】
時給：９００円〜、
勤務日数：シフト制で応相談、
ご希望に応じて
正社員への登用も有り 【社員】
基本給16万円〜、
各種社会保険完備、
通勤手当有り、
月8休／MOC FURNITURE
（モックファニチャー） TEL:0739-33-7785

4

前撮りキャンペーン！
お子様の
お衣裳代

0

円

お子様の
ヘアセット代

0

円

お参りに
行かれる際の
お衣裳レンタル代
男の子も女の子も

11,000円〜
（税込）

必要なのは…
お写真代だけ！！！
1カット

6,600円〜
（税込）

この機会だからこそ！
ご家族みんなでお着物を着て家族写真を撮影される方増えてます！
詳しくは当店までお問い合わせください。

完全予約制

今回は、私たちラカンがみなさんの質問にお答えします！

Q
A

Q
A

おしゃれなお店や美味しそうなお店が毎回載っているけど、
どこ
から情報を取っているんですか？

サウナスペース、
BBQエリア、
場もあります。
プ
ン
ャ
オートキ
い合わせてみて！
詳しくは電話で問

友達や知り合いからの口コミがほとんどです。飲食店に関しては必
ず客として食べに行って
「おいしい」
と思ったお店しか紹介しないよ
うにしています
（かなりわがままな判断）。
月刊ラカンの場合、
お店の
人には申し訳ないけどほとんど突撃取材です。
もちろん取材時に飲
食代はお店に支払っていますよん。

古道歩きの里 ちかつゆ
田辺市中辺路町近露1810-1
0739-65-0707
休 火曜日
（祝日の場合は翌日休業）
MAIL：info@chikatsuyu.com

ラカンさんて情報誌だけかと思っていたらデザイン事務所だと聞き
ましたが…

！
！

﹁ 古 道 歩 きの里 ち かつゆ﹂

753

し え て！

リニューアルオープン

平日限 定

お

熊野本宮へと続く熊野古道巡礼の拠点として
「古道歩きの里

ちかつゆ」
がオープンしました。
ちかつゆで南紀、熊野を感じ
楽しんでもらいたい、
また地元の人達にとってもこの場所が

安らげる場所であってほしいという思いから、昔から宿場町

として賑わっていた当時の食べ物と今の時代に求められるも
のを融合したメニューを提供しています。
まずは、
栄養満点の

とろろ料理、和歌山県で無形民族文化財に指定されている

白炭で焼き上げたお餅や団子のほか、上質な酵母で熟成さ

れたパンの数々など、
ドライブがてら家族で楽しめる内容が

もりだくさん！

自然にすっぽりと包まれた場所でほっこりしながらおいしい

ご飯やおやつで1日を過ごしてみてはいかが？

○お食事 とろろや 11:00〜19:00
（L.O 18:30）
○甘味 もちや 9:00〜16:00
（L.O 15:30）
○KEY BAKERY 9:00〜18:30
○KEY SHOP 9:00〜18:30
○オートキャンプ場 10:00〜18:00
（デイキャンプのみ）

はい、
デザイン会社です。会社やお店のロゴやパッケージデザイン、
お中元お歳暮のパンフレットやホームページ制作など多種多様なデ
ザインをしています。
ここ何年かはブランディングに関わるお仕事が
多くなっています。一つの商品やサービスを買ってもらうためには会
社、
お店のブランドづくりをしなければ消費は動かないというところ
から店舗デザインやディスプレイ、
スタッフ教育を含めたトータルデ
ザインが増えています。
お客様の売り上げに関わる仕事なのでマー
ケティングをしっかり勉強し続けなければなりません。単にパソコン
でデザインをする、
という仕事ではないですね。
クライアントは地元
だけでなく京都、大阪、東京が大半です。情報誌は、
ラカン創業時
の23年前から続けています。和歌山にはすばらしいお店や会社、
人が多くいるけれどそれを知らないのはもったいないと思いできる
限り継続して発行していくつもりです。読んでくださる方がいてこそ
の情報誌なので、
引き続きラカンをよろしくお願いします！

10月号はお休みなので、次回は11月1日発行です

田辺市東陽8-29
0739-24-3441
9:00〜18:00／年中無休

lala@lacan.jp までメールください！

STOCK OUTDOOR

店主のコラム（仮）

﹁教えて新田さん﹂
が終了して喪失感に襲われて
るあなたに朗報です︒
なんとっ！わたくしのコーナーが開設されまし
た！パチパチパチパチ！ ピードンドン！ パフパフー！
古っ！あなたの日々の生活も︑
このおかげでにこやか
に過ごせる事間違いなしです︒
毎月好きな事を書いていいよ︵って聞いた気がする︶
って
事なので記念すべき第１回目はボクの自己紹介から始め
たいと思います！
というお店をやっています︒
ハイク＆
STOCK OUTDOOR
キャンプをコンセプトにバックパック１つで山を 登ったり
キャンプをしたり旅をしたり︑
そんな提案をしているお店
です︒
店主のボク
﹁新田浩司﹂
は︑
白浜町の富田に生まれ今も住
んでいます︒
近くには釣りやサーフィンを楽しめる海があ
るし︑
少し山に向いて歩くと熊野古道もあるし︑
地元の川
には天然のプールがあってよく飛び込んだりしていまし
た︒
今も昔も変わらない風景ではなくなったけど︑
地元を
こよなく愛しています︒
小学生時代はＴＶバラエティ
﹁川口浩探検隊シリーズ﹂
の
影響を受けて︑
友達と近所の山々を探検したり秘密基地
を作ったりして遊んでいました︒
学生時代から社会人の頃は︑
音楽に目覚めて
︵空前のバン
ドブームだった︶
バンド活動をしていました︒
フジロック
フェスって言う野外音楽フェスが初めて開催されたとき
に︑
台風直撃の最中ボクは友人達と行って寒さで震えな
がら鑑賞したことを覚えています︒
帰りに温かいものを
食べようとラーメン屋に寄って食べたラーメンのマズイこ
でも
と︒︵普通は美味しいって思ってしまうとこだけど ︶
…
野外フェスは大好き︒
席なんて関係ないし好きな事しな
がら 聴いてたらいいんだもん︒
お目当てと違うミュージ
シャンを観てお気に入りになっちゃうのはフェスあるある
ですよね︒
だいぶ話を逸らしちゃいました ね
…︒
自分の中でバンドブームが去るとともに渓流釣りに行く
ようになりました︒
行数も少なくなってきたし続きはま
た来月にしましょうかね？誰が興味あんねん！って感じ
ですがもう少しご辛抱ください︒
皆様からのお便りが励みになります︒
ご質問やお問い合
わせなど︑
何でもお気軽に送ってくださいね︒
このコラム
のタイトルも決めなきゃね︒
ではまた来月︒

#1：自己紹介する新田さん

串本大島のおいしいパン屋さん
「nagi」
の山本キャップが質問に答えてくれます。
こんなこと聞いてもいいのかしらん、
という内容もどんどんお待ちしています！

7

STAFF
募集！！

元気で明るいスタッフ募集！ 調理スタッフ 時給1,000円〜(研修期間有) 週3~4日、土日祝働ける方 詳しくはお電話でお問い合わせください。
mon chouchou（モン シュシュ） TEL:0739-33-7077

Opening
Event
1
※画像はイメージ

特別仕様トレーラーサウナ
「メトスアセマ」
を
天然の熊野の香りとともに体験
「メトスアセマ」
とは、サウナメーカー最大手である東京のメトス
がフィンランドより直輸入し、
普通自動車で牽引できる日本初のコ
ンパクトサウナトレーラー。
薪式サウナヒーターや木製ベンチなど
で整えられた本格野外サウナです。
ロウリュサウナの中で使用す
るアロマは、地元地域資源からエッセンシャルオイルの製造販売
を手がけるエムアファブリーが天然物にこだわった
「熊野の香り
シリーズ」
です。
世界にひとつだけの香りが舞い、
自然の中に溶け
込むような特別な感覚で、瞬間的に整います。
この場所だからで
きる和歌山発・日本初のスペシャルサウナに、ぜひ！

Opening
Event
2

9/11（日）
まで 各日12:00〜18:00
参加費無料／先着順 ※グループごとでの参加
着衣
（水着）
・タオル・サンダルをご持参ください
※水着など着用の方のみ利用可
●スタッフが常駐し、薪割り・薪入れ・ロウリュ体験ができます
※予約は受け付けておりません
※荒天候時は中止する場合があります
※体調の悪い方や持病（心臓病・高血圧など）
のある方は利用できません
※イベントは予告なく変更・終了する場合がございます。予めご了承ください

STAFF
募集！！

ウエルカムアロマで
香りのおもてなし

ライブ蒸留開催！普段では香ることのできない
生まれたての生アロマを楽しめます。

9/11（日）
まで

各日12:00〜15:00

※土日以外は不定休とさせていただきます

Opening
Event
3

縁日イベント

グルメやヨーヨーすくいなど家族で楽しめます。

9/3（土）
・4（日） 各日11:00〜18:00

【パン製造】
内容：パンの焼成
（焼くだけの簡単な業務、
経験不問）給与：時給900円〜 時間：7:30〜16:30の間でシフト制／
【ショップフロア】
内容：売店業務・レジ業務 給与：時給900円〜 時間：8:00〜
19:00の間でシフト制／
【飲食店ホール】
内容：料理の配膳業務 給与：時給900円〜 時間：10:00〜19:00の間でシフト制／
【調理師】
内容：調理全般 給与：月給20万円〜年齢・経験により考慮 時間：8:00〜
19:00の間でシフト制／すべて休日は6〜８日以上、
制服貸与、
交通費支給
（※上限あり）
、
時間外賃金支給／古道歩きの里 ちかつゆ（株式会社リゾートシェア：イナザワまで） TEL:090-4747-9160
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