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南相馬市小高区は、２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災および福島第
一原子力発電所事故の影響で、原発から２０キロ圏内にあった小高区は、震災当
時は警戒区域に指定され、全区民が避難しましたが、５年にわたる区域外避難
を経て、２０１６年７月に避難指示解除となりました。
震災前の小高区は、太平洋を臨み阿武隈山地の山々に抱かれ、四季折々の豊
かな自然にそったのどかな田園風景の広がる町でした。地域の伝統行事「相馬
野馬追」をはじめとして、夏の花火大会、月明かりコンサートや、冬のイルミネ
ーションなど、人々が集い、一体となって楽しむお祭りは、地元の人々の自慢で
した。
震災をきっかけに失ったことは言葉では表しきれません。震災から６年経った
いまでも、人々の心のなかに震災の爪あとや原発事故の影響は色濃く残り、避難
指示解除後の小高区も、まだまだ課題は山積みな面もあります。しかし、私た
ちは今回の取材で、小高区に暮らす人たちのたくさんの笑顔に出逢い、私たち自
身がたくさんの希望をいただくことができました。これからの未来に向かって立ち
上がっている人々の想いに触れ、感じることで、少しでも小高区に行ってみたいと
思う人が増えたらと思い、小高区マップを作成致しました。
これから、ここから、始まるまち「おだか」で、素敵な出逢いに巡り合えます
ように。
The Odaka area in the Minamisoma was considered an evacuation zone with a
nuclear emergency following the earthquake on March 11th in 2011. People who
lived in this area were forced to evacuate; however, ﬁve years after the incident, the
evacuation order was called oﬀ in July 2016.
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It's hard to imagine how much pain they have from losing such powerful traditions.
There are still many problems even though it's been seven years since the disaster
happened. People have scars in their heart and many diﬃculities left.

Odaka

Despite their hardships, through the interviews, we witnessed tons of hope from the
people who lived in Odaka because they gave us such great smiles. We created the
map of the Odaka area because we hope that everybody decides to visit the Odaka
area, to witness people's thoughts and passion for the future.

小高
Odaka

Route 4 〜 PrefecturalRoad 12 〜 Route 6

約２時間１０分

About 2 hour 10 minutes

May you have wonderful experiences and happy meetings in Odaka.

小高
Odaka
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小高で頑張る皆さんのインタビューはこちらで
We had interviews with the nine people that you see on the cover.

ＮＰＯ法人笑顔革命

Speciﬁed nonproﬁt corporation Egao Kakumei
〒960-8041 福島県福島市大町４−２４ Live Space C-moon 内

This is a map for people who wish to visit the Odaka area in Minamisoma city in Fukushima.
Learning about Namie via smartphone as well as the guide map with interviews.

Before the 3.11 incident, the Odaka area was a very tranquil town located in the
country side and has rich nature surrounded by the Abukuma mountains and
facing the Paciﬁc Ocean. Before the 3.11 disaster, many traditional events had been
held in this area. People gathered at and enjoyed the festival “The Soma-Nomaoi,”
ﬁreworks festivals in the summer, concerts under the moonlight, illuminations in the
winter, and so on.
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※富岡駅〜原ノ町駅はバスによる代行運転があります。

南相馬市小高区について

Sendai

福島

２０１７年１０月２１日現在、津波被害と原発事故
による避難指示により、
ＪＲ常磐線「富岡駅〜浪
江駅」
間が運休中となっております。

The Energetic information from Odaka

仙台

Sendai

小高で奮闘する皆さんの現況をインタビューしました

Additionally, there are other interviews with people ﬁghting diﬃculities
in Odaka. You can check the other interviews below!

LiveSpace C-moon, 4-24 Omachi, Fukushima-shi, Fukushima Prefecture 960-8041

小高元気発信チャンネル

TEL:024-529-5752（金曜休み）(closed on Friday)

本 紙は「 平成29 年度ふるさとふくしま交 流・相談 支 援 事 業 」の 採 択を受け作成したものです。
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居酒屋sarasa〜更紗〜

店主
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今井一江さん
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Kazue Imai
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有限会社 富士タクシー

専務

Fuji Taxi Co., Ltd.

小林隼人さん

Chief director

Hayato Kobayashi

http://hotyou.life.coocan.jp/

TEL 0244-44-5446
[営] 17:00〜 状況に応じ
[休] 火（２０１８年３月より）

TEL 0244-44-2543
[営] 8:00〜22:00
[休] 毎週日曜

そこに行けばどんな方々も「ほっと」出来る場に

災厄による困難も「小高に戻る」きっかけとして

もっと良く、快適なタクシーサービスを

TEL 0244-24-5557

ほっと悠は精神に障がいを持つ方、身体に障がいを持つ方、知的に障がいを持つ方、そんな方々
に就労支援活動をする指定障がい福祉サービス事業所を開設しています。そこに行けばどんな方
々も「ほっと」出来る場…。そんな場をメンバーの皆さんで手間と時間をかけて作っていきたいと
思い名付けられました。理事長である村田純子さんより、お話を伺いました。
村田：障がい者も健常者も隔たりなく、共に手を取り合って働ける「オンリーワン」の作業所を目
指しています。2011年の震災時には、スタッフのご家族が家ごと流されたり、原発から2キロ圏
内で戻れなくなったり、7〜8割のスタッフが悲惨な状況になりました。最初はもう開かないと思っ
ていたんですが、5月くらいにほっと悠に戻ってきた子たちが何名かいたんです。
南相馬市から全員避難するように言われても、避難できなかったので、どうしても居場所が欲しい
と。それで郡山の仕事を彼らのために往復しながら、もらってきていました。で、それだけ仕事を必
要とする子たちがいるのならば、やはり、という事で7月に再開を決意し今に至っています。
Q 村田さんの1日を教えてください。
村田：午前2時ぐらいに起きて音楽かけてお香を炊いて、コーヒー飲んで、それからほっと悠で仕
事して、プールに行く時は午前4時ぐらいに夕飯の準備して、午前5時半くらいに愛犬の散歩をし
て 、で、また戻ってきて。私、朝ご飯は、ほとんど食べないので、その後、仕事に入って、あとずーっ
とやって。午前2時からの、その静かな時間がね、考えたり、いろんな、書類から何やら、礼状書い
たり、本読んだりっていうのは、その時間帯で。
Q 70代の方も働いておられるのですか？
村田：ウチのところは高齢者と障がい者が働く場所だよ。73歳でバリバリだよ、仙台往復だってす
るし。これまた3大化け物の1人なんだけど（笑）
ボランティア で 私 が 行く時 も 、ず っとそ ば につ いて てくれる。ウチ の 相 談 支 援 員も73 歳 。
SHOKUBOに入った方も70歳。この地では（若い方は）いません。相談支援員になるためには5
年間相談支援に携わらなければいけないんです。だから今38歳で子供が5人いる方を、お金をか
けてでも育てようと思っています。ウチは日本の最先端を行く「障がい者と高齢者が集い働く場」
それがほっと悠です。どんどん現役で100歳まで働いてみてごらんなさい、テレビにきっと出る
ようになるから（笑）。

To be able to feel relaxed just to be there.
“Hotto Yu” launched the activities for the job assistance as welfare service for persons with physical and
mental disabilities. To be able to feel relaxed just to be there. It is named as such by the director Ms.
Junko Murata, hoping to create the relaxing space and care over time. The director of "Hotto Yu" Ms.
Junko Murata's interview below:
Murata: We are aiming to create a workspace where people physically impaired and unimpaired can
work and help each other. Let's say the only one workspace. At that time of the earthquake disaster in
March, 2011, 70-80% of our staﬀs's houses were swept away by the tsunami and were forced to
evacuate their area due to the evacuation order which within 2km from the nuclear power plant. At ﬁrst,
I thought that we weren't planning to open the workplace, but the several staﬀs came back to "Hotto
Yu" in May. They said that they were orderd to evacuate from Minami-soma, but they couldn't. They
needed a place to work. Thus, I went to Koriyama from Minami-soma back and forth to get the jobs for
them in Koriyama. I realized that many people were eager to work here so I decided to restart this work
place in June and until as of today, I'm still running business.
Q Please tell me about your daily life.
Murata: I get up at around 2a.m and listen to the music, light incense, have a cup of coﬀee, and then
work at "Hotto Yu." I prepare the dinner at 4a.m. when I go to a swimming pool. Walk the dog at around
5:30p.m, and then come back. I usually start working without having a breakfast. For me, it's the perfect
time to think from 2am because so quiet. Also writting a letter, checking papers, reading books as well.
Q Are there more than 70 years old working there?
Murata: This workplace is for elderly people as well as people who have disabilities.He is 73 years old
and still working hard; He is one of the three monsters because he still drives to Minami-soma to Sendai
back and forth. He is with me whenever I go volunteer.
One of our service and support staﬀ is also 73years old. A new staﬀ of SHOKUNBO is 70 years old as
well so he is one of the youngest here. It takes ﬁve years in order to become a service and support after
getting involved with the constitution support; therefore, I intend to spend money on consolation
support even though it is costly to hire 38 years old who raise ﬁve children. "Hott Yu" is the front line of
business in Japan because it is a working place for people with disabilities and senior citizens. If you
worked until 100 years old. You would appear on TV show, perhaps.

2017 年 5 月にバルとして小高にオープンした居酒屋・sarasa〜更紗〜。
（バル［バール：Bar］とは食堂とバーが一緒になったような飲食店を指し、スペインやイタリ
アなどの南ヨーロッパにおいては酒場、居酒屋、軽食喫茶店のことです）
。
バルという言葉は年輩の方には馴染みがないので居酒屋・更紗と称しています。オープンする
前は原町に居られた今井さん。30 歳の時、小高区にスナック「更紗」を開きました。JR 小高
駅に近く、相双地方からも広く客が訪れる人気店でした。2011 年の震災・原発事故後、新潟
県新発田市に避難。同年（平成 23 年）8 月に原町区に移り 12 月に小料理屋を出店しました
が 2016 年 3 月に火災に遭い、店舗を消失しました。
災厄による困難が続きましたが、その出来事を「小高に戻る」きっかけと捉えて、震災以前か
ら取得していた現在の店舗の敷地に居酒屋「更紗」をオープンしました。23 歳になる次男の
息子さんと原町から手伝いに来てくれている女性スタッフの 3 人で切り盛りしています。
震災当時、高校生だった次男さんは母親の仕事を継ごうと、以前に原町で飲食店に務めていた
事があります。けれども続かず、別の業界の仕事を 5 年していたそうです。小高で居酒屋とし
て再開するよ、と一江さんから告げられた後、しばらく考えた後にやろうかな、という事で一緒
に仕事をするようになりました。
オープンから 8 ヶ月が経過しての現状を伺いました。
Q 去年（2017 年）の夏、オープンしてこれまでいかがですか？
今井：人が少ないので、大変ちゃあ、大変ですよね。それでも、まあ、やって来れたので。もう、
ちょっと利用があればいいのになとは思いますね。あと交通手段ですね。地元の人でも遠く離
れた所の人たちは、来るにも帰るにも大変ですよね。タクシーがそんなに遅くまでやっていな
いですし、土日は予約制なので。
あと電車も 21 時 20 分位で終了なので。その辺がお客さんにとっては大変だと思います。小
高の代行の会社も再開しましたが需要は原町にあるので、車は原町に出払っています。でも、
呼べばもちろん代行さんは来てくれます。そういった交通の便が、もうちょっと良くなるといい
のですが。
Q 店の方針は？
今井：美味しいものを提供しています。自分が食べて美味しいと思うものは美味しいと思うので、
そこは妥協したく無いので。牛すじトマト煮や、もつ煮は手間はかかるけど、一番力を入れてい
ます。お新香も手づくりで自慢です。飲み物は一通りなんでも揃っています。

Diﬃculties due to disasters as a trigger to "return to Odaka"
Izakaya Sarasa has opened as a bar in Odaka in May 2017.
Bar is kind of a restaurant, canteen and bar together. It can also say a cafe, pub or tavern as well. Ms. Imai
named Izakaya Sarasa that's because the direct word "A Bar" is not familier for the eldely. She lived in Hara
town before. At the age of 30years old, she opened Sarasa in Odaka area. Sarasa was quite popular which
is close to Odaka station so it is easy to get there from the other area. She was forced to evacuate to
Niigata after the earthquake disaster in 2011. She relocated to Hara town and opened a new small
restaurant in 2011, but it was burnt down because of the ﬁre disaster in March 2016, she lost her place.
The unfortunate disasters occurred, but Ms. Imai took that as a chance to go back to Odaka to open
Sarasa where Ms. Imai acquired the property before the earthquake incident. She's running Sarasa with her
second oldest son who turns into 23years old and three female staﬀs who come from Hara town to help us
out. At that time of earthquake disaster, even though her second oldest son was still in high school, he was
planning to succeed to his mother's restaurant in his future; he had the experience of working at the
restaurant in Haramachi in past days. However, it did not last long so he changed his business and worked
there for ﬁve years. Mother Kazue, also the owner of Sarasa told him that she was restarting the
restaurant in Odaka, and then he agreed to work with her after deep thoughts. This is the interview eight
months after the restaurant opened:
Q How is the business going since you opened the restaurant last summer?
Imai: It's not easy because the shortage of hands. Having say that, we manage to do somehow.If only we
had a bit more customer, and transpor tation was more convenient.Due to not well developed
transportation facilities around here, it's not very convenient for the customer who live far away to come to
the restaurant. Taxi service ﬁnishs early on the weekdays and should make the reservation on the
weekends.It's not convenient to go back home for people The last train leaves at 9:20p.m. It must be
inconvenient for customers. Replacement driver servise reopened in Odaka, but more demand is in Hara
town so every vehicle is in Hara town. Of course, it's possible to use that servise though, but I wish if
transportation system was better around here.
Q What's the policy of your restaurant?
Imai: I'd like to serve delicious food. As for the taste, I don't intend to compromise at all. It takes time to
make Gyusuji tomato stew which is beef tendon stewed with tomato and Motsuni which is innards of either
caw or pig stew, but it is my specialty. Pickles are also homemade and I proud of it. Almost all kind of drink
we have.

2016年7月の避難指示解除後に小高にて祖父の代からの家業であったタクシー事業に携わり
始めた有限会社富士タクシーの小林専務。
今年（2018年）の3月に33歳を迎えるという小林専務に小高でのタクシー事業の現状につい
て伺いました。
Q 営業を再開なされたのは？
小林：震災後の1年半後に乗合いタクシーの営業を父が再開しました。ジャンボタクシーと言っ
て10人乗りの大きい車で原町や鹿島にあった仮設住宅から小高への一時帰宅等のニーズに、
ご予約いただいて運行していました。私自身は小さい子供がいたので、茨城県に避難していて
小高に戻ってきたのは2016年7月の避難指示解除以降でした。
Q 避難指示解除になったら戻ってタクシー事業を継いでいこう、と元々お考えだったのですか？
小林：そうですね、少なからず。私自身小高生まれ、小高育ちで、家の家業でしたので。あと、や
っぱり頭の中で、小高の、少しでも力になりたいっていうのがありましたし。ただ厳しい状況っ
ていうのは、始まる前からわかっている事だったので。少しでも小高のために、ではないですけ
ど、頑張っていきたいなっていう気持ちが、リスタート段階ということでありました。昔から、自
分の中で、いつかは継ぐっていう気持ちでいたので。ただ、まあ色々な職種を経てたどり着いた
といいますか、色々な勉強をして家業を継いだ時に役立てるように、とは思っていました。
Q 地元のタクシーとして高齢の方の足となり役立っていこうと？
小林：そうですね、やっぱり地域密着の仕事だと思うんですけど、ただ足になるだけではなく、
足になるのはもちろんの事で、おじいちゃん、おばあちゃんの話を聞いたりといった、コミュニ
ケーションの場という事もありますし、重い荷物を持ったり、出来ることは極力、手助けして差
し上げる。そういう事は、やり甲斐もありますし、もっともっと良く、快適にして差し上げたいな
という事はあります。
やっぱり、小高のご利用いただける人口も、まだそう多くはないので、足以上に安心できる空間
というのですかね。車の中で寝ても、家に着いていたというような。
そういう温かいサービスにはしていきたいな、と思っています。いつでも利用者様が受け入れら
れていると感じられるような。

Provide better Taxi service
Mr.Kobayashi, who now is the chief director of Fuji Taxi, got involved in a family business after an
evacuation order lifted in July, 2016. His grand father in Odaka started the taxi business at the ﬁrst
place. He is turning into 33 years old this March, We asked about current situation of taxi bussiness.
so we asked about current situation of the taxi business.
Q When have you started your business again?
Kobayashi: My father restarted the taxi business one and a half year later from the earthquake
disaster in March, 2011. We provided a van which can ride 10 people so we took people to their
temporary housing in Kashima and Hara town to Odaka. I evacuated to Ibaraki because I have a small
child. I returned to Odaka in June, 2016 which is after the evacuation order is called oﬀ.
Q Did you originally intend to get back and take over your family business when the
evacuation order was called oﬀ?
Kobayashi: Yes, at least it was called oﬀ because Odaka is the place I was born and grew up. I
wanted to be of help for Odaka. I just knew that we were in a tough situation beforehand. I'd like to
be of help for Odaka even a little. It's my motivation to restart at the time. I originally intended to
succeed my family business in the future sooner or later. I worked for many kind of places, I should
ﬁnd this experience helpful.
Q You hope to help eldery people as a local taxi company, don't you?
Kobayashi: Yes, I'd like to be community based business. I could be a good listener for them, or
bring their luggages, I will do whatever I can do to help them. this is a good oppotunity to
communicate with people. It's very rewarding to make their life better. I'd rather say I want to create
the warm atmosphere by providing a transportation service. I want people to feel that as if It could
be their house even in the car. Everyone could feel that they are welcomed anytime.

小高区避難指示解除後の稼働施設マップ
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Hours: 8:45~12:30 / 14:00~17:00
Open: Tuesday and Thursday

もんま整形外科医院

上町内科皮フ科クリニック

診療日：月・火・木の週三日診療

休 木・第三土曜・日・祝祭日

260

07

10

120

18

6

０2
255

100m

至いわき

Hours: 8:30~12:30 / 15:00~17:30
Closed: Thursday, Holiday

JR Joban Line Time Table

小高駅〜原ノ町駅

［ 下り］to Sendai

小
高
駅

Uemachi Internal Medicine
Dermatology Clinic

Hours: 9:00~12:00 / 13:30~15:00
Open: Monday, Tuesday and Thursday

JR常磐線 時刻表

０4 14 13

☎ 0244-44-5211
診 8 :30 〜12:30 ／ 15:00 〜17 :30

Monma Orthopedic Clinic

6

260

東邦銀行

12 16 ０6

小高産業
技術高校

Hanya Clinic

☎ 0244-44-1800
診 9 :00 〜12:00 ／ 13:30 〜15:00

南相馬市
小高区役所

あぶくま
信用金庫

15

診療日：火・木の週二日診療

Hours: 9:00~12:00 / 14:00~17:00
Closed: Holiday

ローソン

258

休 土・日・祝祭日

☎ 0244-44-2020
診 8 :45 〜12:30 ／ 14:00 〜17 :00

Odaka Hospital

（株）熊坂商事GS

半谷医院

半谷医院

☎ 0244-44-2025
診 9 :00 〜12:00 ／ 14:00 〜17 :00

相馬小高神社

上町内科皮フ科
クリニック

小高病院

［上り］to Namie

小高駅発
Odaka

原ノ町着
Hranomachi

原ノ町発
Haranomachi

小高駅着
Odaka

6 : 42
7 :39
8 : 35
10: 30
12: 30 仙
14: 26
16 : 40
17 :43
19 : 20
20: 20
21: 20 仙

6 : 52
7 : 49
8 : 45
10: 40
12:40
14:36
16 :50
17 :53
19 :30
20:30
21:30

6 : 07
7 :06
7 : 55
9 : 52
11: 48
13: 43
16 : 04
16 : 55
18 : 33
19 : 35
20: 43

6 : 16
7 : 14
8 : 03
10: 01
11:57
13:52
16 :13
17 :04
18 :42
19 :44
20:52

無印＝原ノ町行

仙＝仙台行

無印＝浪江行

小高区役所 Odaka ward oﬃce

小高商工会

☎ 0244-44-2112

2018 年 1 月 31 日 現在

Odaka Commerce and Industry

☎ 0244-32-0300

小高でつくる、女性がつくる。アクセサリーと6次化商品。 Accessaries Locally Made by Women in Odaka
18 小高産業技術高等学校 商業研究部

11 HARIO ランプワークファクトリー小高 HARIO Lamp Work Factory Odaka
こちらのお店は、東京・日本橋に本社を置くHARIOランプワークファクトリー社の協力を得て小高に、女性にと
っても魅力的な仕事と働きやすい環境を創出すべく2015年11月、小高駅前にある㈱小高ワーカーズベースが
設立・オープン。そして2016年7月の避難指示解除ひと月前の6月に、実店舗となる、この工房兼ギャラリーシ
ョップをオープンしました。
お越しになる方にもガラスの繊細さや、ガラスに触れることの楽しさを感じていただけるよう、簡単なガラスア
クセサリーの製作体験を提供しています。親娘で来られる方はじめ、キラキラとした素敵なオンリーワンのアク
セサリーが出来上がるので皆さん喜んで持ち帰られるそうです。
親娘で来られる方はじめ、キラキラとした素敵なオンリーワンのアクセサリーが出来上がるので皆さん喜んで
持ち帰られるそうです。

2017 年 4 月、旧小高商業高校と旧小高工業高校が統合する形で小高産業技術高等学校が発足。
小高商業高校にあった商業研究部は「商業高校生にできる地域貢献・地域活性化」をテーマに以
前から長らく活動してきました。これまでにも相馬地方の特産品である「幸せの黄色いはーとかぼち
ゃ ( 九重栗 )」を用いてマドレーヌ風のお菓子「かぼちゃのあしあと」等を開発し、
ヒットさせました。
昨年 (2017 年 ) 末には、
かぼちゃのポタージュ「かぼタージュ」と試作も自分達で行った「かぼジャム」
を開発。道の駅南相馬・まちなかひろば・JA 相馬直売所 ( 大地 )・東町エンガワ商店等で販売して
います。
Odaka Industrial Technology and Commerce High School was established in April 2017,
formerly merged with former Odaka Commercial High School and former Odaka Industrial
High School.
The Commercial Research Department which was in Odaka Commercial High School has
been working for a long time with the theme of "Community Contribution to Commercial
High School Students and Regional Revitalization". Until now, they developed a
madeline-style sweet "pumpkin's Ashiato" etc, using "Happy Yellow Hato Pumpacha
(Kokonoe Chestnut)" which is a special product of the Soma region and made it a hit. At the
end of last year (2017), we developed a pumpkin's potage "Kabo-Taju" and a prototype
"Kabo-Jam" that we did. Roadside station Minami Soma, Machinaka-Hiroba · JA Soma
Chokubaijo (Daichi)· Higashi-machi Enganawa Shoten etc. We sell.

The shop called Odaka Workers Base Co., Ltd., with headquarters in Nihonbashi, was established in
collaboration with the HARIO Lamp Work Factory Company. It opened in front of the Odaka train
station in November 2015, with the goal of creating appealing working conditions for women. In June
2016, a month before the evacuation order was lifted, a shop containing a craft center and gallery
was opened.
Visitors can also try their hand at making glass accessaries, and can enjoy the feeling of handling the
delicate glass! Everyone seems to enjoy creating original accessaries to bring back home!

営

11:00〜15:00

休

日曜

TEL

0244-26-4525 ※事前予約制

浦島鮨 Urashima Sushi

０1

新鮮なネタで職人渾身の握り鮨を是非。
5名様以上は予約をお願いします

Please enjoy the sushi and fresh ﬁsh made by our
professional sushi chefs. We will be open at night
starting in March. ※Reservations are required for
more than ﬁve people
営

11:00 〜 14:00 17:00 〜 21:00 休 火曜

TEL

0244-44-3257

住所

南相馬市小高区東町１丁目１３１

０2

十割蕎麦こごた

100% Soba Restaurant Kogota

住所

南相馬市小高区東町 11

０6

ひまわりカフェ浮舟
Himawari Cafe Ukifune

浮舟ふれあい広場内
おいしい椏久里コーヒーが、飲むことができます。
広めのホールでは、演奏会なども開催されています。
We serve a good Aguri coﬀee at Fureai-hiroba.
Concerts are frequently held in the grand hall.
営

10:00 〜 14:00

休

月〜金曜

TEL

0244-26-3620

住所

南相馬市小高区東町１丁目１３１

０7

東町エンガワ商店

Higashi-machi Engawa Store

店主こだわりの手打ち十割蕎麦は絶品で、天ざる蕎麦が
オススメ。

飲食料品・弁当・日用品小売
地元密着のアットホームな商店です。

The hand made soba is exquisite. The Owner's
recommended item is the tempra soba.

We have foods and beverages, daily items, bento-boxes.
It's a local cozy store.

営

11:30 〜 13:30

休

日曜〜火曜

TEL

0244-44-2576

住所

南相馬市小高区吉名西長迫７

０3

魚料理・お食事処 島魚
Fish Dishes Shima-Uo

営

9:00 〜 19:00

休

日曜

TEL

0244-32-0363

住所

南相馬市小高区東町 1-23

０8

鮮魚・仕出し 三上魚店

Mikami Fish Store (Fresh ﬁsh delivery)

新鮮な魚料理とお酒が楽しめ、店主との会話も弾みま
す。※4名以上で要予約

鮮魚はもちろん、お刺身、煮魚、唐揚げなど、お総菜が豊富で
す。

You can enjoy fresh ﬁsh and Japanese Sake you can
also have a nice chat with the owner.
※Reservations are required for more than four
people

We serve many kinds of ﬁsh dishes sashimi, simmered ﬁsh,
fried ﬁsh, and so on.

営

17:00 〜 23:00

休

日曜

TEL

0244-44-3007

住所

南相馬市小高区大町２丁目２

０4

双葉食堂 Restaurant Futaba

地元で愛され続ける本格派の食堂です。
※出前はしていません
Futaba is a classic restaurant beloved by the locals.
※No catering service

営

11:00 〜 14:00

休

木曜

営

10:00〜18:00

休

月曜、第 1・３日曜

TEL

0244-44-2324

住所

南相馬市小高区仲町 1-73

０9

谷地魚店

Tanichi Fish Store

仲良し夫婦オススメの鮮魚を是非。
Fresh ﬁsh served by happy couple.
営

8:00〜19:00

休

12

営

10:00〜19:00

住所

南相馬市小高区本町 1-53

13

We operate a co-working space.
Web

http://owb.jp/

TEL

0244-26-4665

住所

南相馬市小高区東町 1-37

13

11:00 〜 14:30 休 土・日・祝祭日

TEL

0244-24-5557

0244-44-2202

住所

南相馬市小高区本町 1 丁目 100

住所

南相馬市小高区本町二丁目７８

アンテナショップ希来
Antena Shop Kiki

小高ならではのお土産や手づくり雑貨が買えます。
There are many unique local souvenirs and hand made
goods.

営

10:00〜16:00

休

Mail

con@owb.jp

ザ ランタン ハウス
The Lantern House

英語/日本語対応が可能なゲストハウス。
朝食付き5400円。
Guest house where English / Japanese correspondence is
possible.
Breakfast included : ￥5000 per person
Mail

karin@thelanternhouse.jp

TEL

090-8846-7287

住所

南相馬市小高区東町 1-37

14

双葉屋旅館

Futabaya Ryokan

朝食付き5,000円/1名様
（夕食付き＋1,500円）
Breakfast included : ￥5000 per person
(Dinner included for ￥1,500 more.)

営

15:00 〜 21:00

住所

営

Odaka Workerʼs Base Co., Ltd.

コワーキングスペースを運営しています。

南相馬市小高区東町１丁目９６１

A place to relax with cakes and drinks.
We also sell a bento boxes and drinks in the Odaka
ward oﬃce.

株式会社小高ワーカーズベース

水曜

TEL

10

不定休

090-9038-8680（担当：広畑）

住所

Hotto Yu

休

TEL

TEL

ほっと悠

Odaka Platform

Please drop by and visit us.

なし

美味しいケーキとドリンクでまったり一息つけるカフェで
す。
小高区役所内で弁当販売・喫茶

おだかぷらっとほーむ

誰でも気軽にふらっと遊びに来てね。

TEL

０5

ODAKA Industrial Technology and
Commerce High School

不定休

TEL

0244-32-1618

住所

南相馬市小高区東町１丁目 40

15

休

不定休

0244-321618

南相馬市小高区東町１丁目４０

Cafe ほっと悠あゆみ
Cafa Hotto Yu Ayumi

ケーキとコーヒー、手作りプリンと温ったかお弁当で「お．も．
て．な．し」!!
ぜひご賞味ください！！
We are waiting for you with cakes and coﬀee, home-made
pudding and bento-boxes.
Why don't you try them?
営

10:00 〜 15:00

TEL
住所

0244-26-5707

休

土・日・祝

南相馬市小高区関場一丁目５２番地２

