
ここ高田大隅つどいの丘商店街
は、震災前から市内で営業して
いたお店や事業所が中心となり、
2012年6月にグランドオープンしま
した。こどもや大人、お年寄りみん
なが集まり、ふれあいや交流がで
きる場所「つどいの丘」。この商
店街がにぎわいであふれ、陸前
高田の復興の中心となるように。

高田大隅つどいの丘商店街
〒029-2205 岩手県陸前高田市
高田町字大隅93-1
（ローソン大隅店うしろです）
お問い合わせ ： 

0192-47-4776
（陸前高田まちづくり協働センター）
ファックス ： 0192-47-4778
メール ： tsudoinooka@gmail.com
URL ： http://rt-tsudoinooka.com

東京駅 ～ 一関駅　約2時間30分
仙台駅 ～ 一関駅　約30分

岩手県交通バス（大船渡一関線）
一関駅 ～ 「陸前高田市役所前」　約2時間

岩手県交通バス（けせんライナー）
東京（池袋西口） ～ 
「陸前高田市役所仮庁舎」  約7時間40分

新幹線 ＋ バスまたはお車

夜行高速バス

→乗り継ぎ（バス）

東北自動車道
一関ICより　約1時間30分

→乗り継ぎ（お車）

陸丸／りくまる
当店は、地産地消をモットーとして、新鮮な素材を利用した料
理を提供しています。昼は看板メニューである陸丸丼(熊
谷精肉店さんから仕入れたホルモンを使用した丼）
をはじめ、品切れになることも多いまかない丼(海鮮
丼、中華丼などの日替わり丼)があります。夜は大船
渡魚市場で仕入れた新鮮な魚を使った料理と、手
作りのおつまみ、県内の純米酒を用意して、皆様

のお越しをお待ちしております。いずれは、
震災前に市内で経営していたバーのよう
なお店もやりたいと考えています。こ
の商店街とともに、こどもからお
年寄りまで一緒に楽しめる場所、
そしてみんなが集まって、食べ

て、飲むことができる場所づくりをしていきたいと思っています。

カフェフードバー わいわい
震災前は、陸前高田市の駅前通り商店街で営業していました。多く
のお客さまに来店いただき賑わっていた中、2011年3月の震災により
お店は流失。震災翌日には再開を決意し、4ヶ月後には市内に
現在の2号店をオープン。2011年6月にはこの商店街に本
店を構えることができました。当店は、オリジナルの大人気
メニュー「なっちく」（納豆ちくわフライ）をはじめとして、ソ
ースかつ丼、チャンポンラーメン、パフェなど300種類以上の
豊富なメニューを用意しています。つねに新しい商品
の開発に取り組んでいますので、メニューはこ
れからもどんどん増える予定です。これまでず
っと、「気軽に、わいわい楽しめる場所を提供
したい！」という思いで行動してきました。これ
からも、ファミレスであり居酒屋でもあり、そし
てわいわい遊べるお店づくりをしていきます！！

高田駅前 カンナ
震災前、高田駅前通りで51年間洋品店を営んできました。津波に
よって2件の店舗が流され、同時にお客様のカルテも失われ
ました。このカルテは、来てくださったお客様との繋がりを
大切にする思いから作成してきた、当店の命ともいうべき
財産でした。この商店街に母と共にカンナを再建してか
ら、昔からのお得意様や新しい方にお越し頂き、少しず
つお客様との繋がりを取り戻すことができていま
す。これからも一人ひとりのお客様との関係を大
切に、精進してまいります。良い服は着る人に誇
りを与えます。誇りは自信と安らぎとなり、必ずや
明日への夢を照らす灯りとなるでしょう。その
お手伝いになればと願います。
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交通アクセス

陸前高田市役所（仮）から
つどいの丘商店街までお車で約5分

0192-47-4290
(カフェフードバーわいわい）

0192-47-4290
achas-321-alpha@nifty.com
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陸前高田まちづくり恊働センター
NPO

つながりが見つかる！つながりがは
じまる！皆様と地域をつなぐ、そし
て笑顔があふれる場所です。

営業時間／ 9:30～18:30
休　　日／日・祝祭日・その他
電話番号／ 0192-47-4776

高田駅前 カンナ
衣類化粧品販売

良い服は着る人に誇りを与えます。
誇りは自信や安らぎとなり、必ずや明
日への夢を照らす灯となるでしょう。

営業時間／ 10:00～18:00
休　　日／日曜日
電話番号／ 0192-55-3633

広場

陸丸（りくまる）
バー・飲食店

昼は地元の食材を使ったランチ（丼物）、
夜は新鮮な魚や手造りのおつまみ、県
内の純米酒等をどうぞご賞味下さい。

営業時間／ 11:00～14:00
　　　　　17:00～22:00
休　　日／不定休
電話番号／ 0192-47-3653

パッケージプラザ ヨネザワ
包装資材販売

梱包資材、製菓材料の専門店、米沢
商会です。見て楽しい、買って満足の
品揃えで皆様をお待ちしております。

営業時間／ 8:30～17:30
休　　日／日曜日
電話番号／ 0192-55-5738

Loop（ループ）
ダーツバー・飲食店

おいしいお酒とフードのある楽しい
お店です！飲み会や女子会のご予約
も是非！一度いらしてみて下さい。

営業時間／ 19:00～ＬＡＳＴ
休　　日／なし
電話番号／ 0192-55-6535

おやこの広場 きらりんきっず
子育て支援

子どもと子育てにやさしい地域を
応援します。子どもは地域の宝物。
みなさん、遊びに来てね。

営業時間／ 10:00 ～ 15:00
休　　日／日・祝祭日・その他
電話番号／ 0192-47-3908

beach de café（ビーチ・デ・カフェ）
軽食とお菓子のお店

沢山の駄菓子と美味しいタイ焼、タ
コ焼、ゲームコーナーなど大人から
子どもまで楽しめる店になっていま
す。みんな笑顔でガンバリましょう。

営業時間／ 10:30 ～ 17:30
休　　日／水曜日
電話番号／ 090-7938-3865

公文式 高田教室
学習塾

未来の高田を担っていく子ども達
と共に頑張っていきます。どうぞ
よろしくお願い致します。

営業時間／ 15:45 ～ 20:45
営　　業／火・木のみ
電話番号／ 090-2791-4921

CPサロン ピネッド
フェイシャルエステ・化粧品販売

エステからメイクまで（90 分）
を気軽に￥ 2100 で受けられる
サロンです♪貴女を心から癒して
笑顔にしてあげたいです。

営業時間／ 10:00 ～ 18:00
休　　日／月曜日
電話番号／ 0192-54-5411

和風スナック竹林（ちくりん）
和風スナック

ママの手作りの料理を食べなが
ら、お話をしながら、お酒を飲み
ませんか。おまちしています。 

営業時間／ 17:00 ～ 23:00
休　　日／月曜日
電話番号／ 0192-54-3107

カフェフードバー わいわい
カラオケ飲食店

飲食合わせて 250 品目以上の楽
しいメニューを揃えて皆様のお越
しをお待ちしています。

営業時間／ 11:00 ～ 25:00
休　　日／不定休
電話番号／ 0192-47-4290

一般社団法人SAVE TAKATA
NPO／復興推進団体

震災以降に立ち上がった復興推進
NPO 法人です。「陸前高田に笑顔を
創る」の理念のもと、陸前高田に寄り
添った活動を続けています。是非お気
軽に事務所にもお立ち寄り下さいませ！

営業時間／ 9:00～18:00
休　　日／土・日・祝祭日
電話番号／ 0192-47-3287

運転代行 トマリー
運転代行事務所

営業時間／ 19:30 ～ 26:30
休　　日／なし
電話番号／ 0192-54-3828


