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高校生ライター
募集！

お問い合せはこちらまで！

0248-57-4067
magazine@uraniwa.jp

←LINE からもお問い合せ可能！
　①氏名（ふりがな）②学校名・学年
　③電話番号を送信！

白河の魅力を伝えよう！

この冊子は、次世代によるローカルメディア創造事業に
よって印刷されました。（平成29年度福島県地域創生総合
支援事業ならびに白河市地域づくり活性化支援事業）

新白河駅 白河駅エリア
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お食事処 四季彩 柔 琉球ダイニング ゆがふ

リールエリール 茅の器

部活やテストに追われる高校生の日々。
バスや電車の数も限られているし、帰りが遅くなるのはあたり前…
友達と楽しい放課後を過ごしたいのに、遊ぶ時間がない！

そう、現代は高校生がよりみちしづらい時代！
高校生が放課後も友達と気軽に打ち上げできるお店をみつけたい！
そう考えて、私たちはこのフリーペーパーをつくりました！

文化祭・体育祭・部活の大会…。高校生にはイベントが盛りだくさん！
そんなとき、みんなで楽しく！おいしく！盛り上がれるおすすめのお店を大紹介！

高校生が打ち上げできるお店特集

2

今号の特集

01 03

02 04

もっと気軽に、よりみちできる
ハイスクールライフ!

4 3

努力の結晶。
魚の骨からつくるだしまき卵。

お食事処 四季彩 柔

店主の君島さんは、実は昨年まで西郷一中で柔道を教えていた先生。
１８歳の春から３０数年料理の道を歩み、２０１７年にお店をオープンしました！元ホテ
ル調理長の君島さんの和食をぜひ一度、食べに行ってみてください！

店内は座敷やカウンターがあり、30人未満なら高校生一人 2000円から楽しむ
ことができます。また、料理のお持ち帰りもでき、「日替わりランチ」も人気です！

柔に行ったらぜひ、”だしまき卵”を食べてください。魚の骨からとっただし
を使っているため、他のお店とはひと味ちがう大人の味。
できたて、口の中でとろける食感。ボリュームがあるのでハーフサイズもお
すすめだそうです。

店長　君島さん

＃営業時間＃営業時間 ランチ:11:30~14:00　ディナー:17:30~21:30

月曜日＃定休日 0248-29-8456＃電話番号 2000円前後＃予算目安

この人のお店です

こんなお店！

おすすめはこれ！

お食事処 四季彩 柔
白河市中町 24

とろける
だしまき卵



めんそーれ！三代続く、沖縄の味。

琉球ダイニング ゆがふ

ゆがふの店長・鈴木さんはとても気さくでやさしい人です。沖縄へのこわだりも強く、
店のメニュー表のカバーは沖縄の布で手作りしています！店に来るお客さんやスタッ
フとも仲が良く、温かい気持ちになれるかも。

ゆがふの2階は座敷になっていて、仕切りがありません。大人数でも楽しめる
空間です。また、沖縄ならではのメニューや飲み物も充実しているので、み
んなで楽しく分け合って、食べることができます！

ソーキそばの麺はちぢれ麺でもちもちとした食感。軟骨付きあばら肉
は軽く噛んだだけでホロッと噛みちぎれます。あっさりした麺に、こっ
てりとした軟骨付きあばら肉の組み合わせは、ベストマッチです！

ソーキそば

店長　スズキさん

＃営業時間＃営業時間 ランチ :11:30~14:00　ディナー:18:00~24:00 水曜日＃定休日

0248-29-8439＃電話番号 2000円前後　貸切OK(40人まで)＃予算目安

この人のお店です

こんなお店！

おすすめはこれ！

琉球ダイニング  ゆがふ
白河市中町65

54

仲よしさんと、隠れ家でゆったり。

リールエリール

店主の沼田さんは、東京で10年ほど下積み時代を過ごし、白河に戻ってきました。
明るい方で、洋食やパティシエの経験もあるそう。美術が好きな方なので、美術に興
味のある人はぜひ話しかけてみてください！

仲のいい友達と数人だけで打ち上げをしたい人にオススメです。古民家風
の店内はとても落ち着いた雰囲気で、ゆっくりとした時間を過ごすことが
できます。大容量の料理、白高からの近さも、高校生にとても嬉しいです！

ぜひ、マルゲリータ風ピザを食べてください！！想像以上に大きく、生地が
とってももっちりとしているので、一枚でも大満足のピザです！濃厚なトマ
トソースと中央に向かって広がるチーズが美味しくてほっぺが落ちそう！

マルゲリータ風ピザ

店長　ぬまたさん

この人のお店です

こんなお店！

おすすめはこれ！

＃営業時間＃営業時間 18:00~22:00 月曜日 (臨時休あり)＃定休日
0248-22-1985＃電話番号 2000円前後 (6名以上は要予約 )＃予算目安リールエリール

白河市二番町46
【２０１８年８月１９日に閉店し、同年１１月に白河市登り町｢やまと乃長屋｣に移転(予定)】！
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お気に入りの逸品、見つけてみては？

茅の器

日本一熱いと書かれたネームプレートをつけた大野さん。明るく元気で、笑顔がとて
も印象的な方です！他にもいらっしゃる、いろいろなスタッフの方のネームプレート
を見てみてください。

年中無休で、材料があれば前日予約もOK！一人あたり2,300~3,800円(税抜)
の間で、４つのコースから選ぶことができます。また、席には同時に40人
入ることができ、飲み放題もあるので、大人数でも楽しめます。

茅の器に行ったらぜひ、” ビーフシチュー御膳” を食べてください！具材が
大きく、チーズも入っています。また、ご飯や茶碗蒸しがついていて、うどん・
そば、温・冷まで選べます。食べごたえ抜群です！

ビーフシチュー

熱い男　おおのさん

この人のお店です

こんなお店！

おすすめはこれ！

＃営業時間＃営業時間 11:00~23:00 年中無休＃定休日 0248-23-1882＃電話番号

大皿料理1,200~1,800円  ドリンク別注文　貸切OK(40人まで)＃予算目安
茅の器

白河市新白河1-204
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まだまだ
あるよ!

@Shirakawa@Shirakawa

おすすめ
お店リスト

裏表紙にMAPがあるよ！

Ｔ＆Ｔ

住所：西白河郡西郷村裏山南 16

電話番号：0248-23-2066    定休日：火曜日

11:00~21:00

プラネット　白河店

住所：白河市北堀切 30-10

電話番号：0248-23-5395    定休日：水曜日

11:00~22:30 (日曜日~21:30)

K

柔

住所：白河市中町 24

電話番号：0248-29-8456    定休日：月曜日

ランチ　11:30~14:00　　ディナー　17:30~21:30

A

住所：白河市中町 45

電話番号：0248-23-2015    定休日：木曜日

ランチ　11:30~15:00　　ディナー　17:30~20:00

グリル銀座L

チャイニーズダイニング 四川

住所：白河市一番町 29

電話番号：0248-27-2060    定休日：月曜日（土日はディナーのみ）

ランチ　11:30~14:00　ディナー　17:30~21:00

Gのみくい処 やまだや

住所：白河市昭和町 226-1

電話番号：0248-22-8774    定休日：月曜日

ランチ　11:30~14:00　　ディナー　17:00~4:00(平日~2:30)

F

櫓

住所：白河市新白河 1-117

電話番号：0248-24-0084    定休日：木曜日

ランチ　11:30~14:00　　ディナー　17:30~21:00

H

王王楼

住所：白河市立石 105-1

電話番号：0248-22-1979    定休日：不定休

M

ランチ　11:00~15:00　　ディナー　17:00~22:00

琉球ダイニング ゆがふ

住所：白河市中町 65

電話番号：0248-29-8439    定休日：水曜日

ランチ　11:30~14:00　　ディナー　18:00~24:00

Cリールエリール

住所：白河市二番町 46

電話番号：0248-22-1985    定休日：月曜日（不定休）

18:00~22:00

B

ライラ食堂

住所：白河市昭和町 38-2 安澤ﾋ ﾙ゙1階

電話番号：0248-21-8494    定休日：不定休

平日　11:30~23:30　　土日 17:30~23:30

J

ぎょうざ 登

住所：白河市昭和町 38-2 安澤ﾋ ﾙ゙1階

電話番号：0248-27-3262    定休日：火曜日

17:00~22:00

I

茅の器

住所：白河市新白河 1-204

電話番号：0248-23-1882    定休日：年中無休

11:00~23:00

D


