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樋口 昌紀さん

〒719-1131 岡山県総社市中央6丁目10-106　TEL 0866-33-9022

【代表者】樋口昌紀　【創業】令和元年　【業務内容】洋菓子、パン製造・販売

■営業時間／9：00～19：00　■定休日／第１水曜日

 Pâtisserie＆Boulangerie 杏　パティスリー＆ブーランジェリーアンズ

製菓学校教員も務めた実力派のオーナーがつくる洋菓子店

洋菓子店を開業したきっかけ
製菓学校で教壇に立っていた頃、海外の
有名なパティシエと交流することがありま
した。
日本では洋菓子店というと誕生日など
特別日に訪れる所といったイメージです
が、海外では洋菓子店はパンの製造、販売
も行っていて気軽に町の人達が立ち寄って
いる場所と聞きました。パン作りも好きな
こともあって、洋菓子とパンの製造、販売
を行う店を令和元年にオープンさせまし
た。

「杏」と言う店名は尊敬する先生からい
ただいたものです。私の好きな素材であっ
たこともあって、この名前を聞いたとき心
地よさを感じました。
後で気が付いたのですが、「杏」（あんず）
を日本語ではANZU、仏語ではAbricot、
英語ではApricot、独語Aprikoseとお菓
子の有名な国の言葉すべて「A」から始まる
ことに気が付き、不思議なご縁だと感じて
います。

和と洋が調和した他にはないテイスト
お店は和と洋が調和したシックで落ち

着いた佇まいで気軽に入っていただける
雰囲気にしています。
洋菓子には自分が食べて美味しいもの、

季節に合った旬なものをふんだんに取り入
れていて、特に「連島ごぼうと甘栗のモン
ブラン」は地元岡山の食材を使ったこだわ
りの一品です。
甘すぎず、しっとりと仕上げていて、ほ

んのりごぼうの香りが楽しめるので地元
の男性のファンも増えています。
パンは季節のフルーツを乗せたデニッ

シュ系やベーコンエピなどのハード系と毎
日およそ10種類のランイナップを揃えて
います。
デニッシュ系は洋菓子と同じように旬の

ものを取り入れているので、常連のお客さ
まにも季節を感じていただけていると思
います。
ハード系は、表面はうすくバリッと仕上

げ、中がもっちりしていて食事にはもちろ
ん、ワインやビールなどにも、おすすめです。

お客さまのワクワクを大切に
自分が食べて美味しいもの、旬のものを

提供できるよう、お客さまの笑顔や「驚き」
「ワクワク感」を思い浮かべながら新商品
を日々開発しています。
おにぎりの具材からヒントを得て生まれ

た「うめじゃこ」パンはファンが多く、今で
は定番商品となっています。
お家でスライスチーズをのせたり、カリ

カリに焼いたりアレンジを楽しんでいただ
いているようです。
お客さまからもアイデアをもらってい
て、お子様のお誕生日ケーキの注文を受け
て、最近ではキャラクターの絵を取り入れ、
子どもさんにも気に入っていただけるよう
工夫をしています。
今後は、２階にイートインスペースを設け
る準備を進めています。家事や育児、お仕
事の合間に当店の洋菓子をイートインス
ペースでお楽しみください。

ご縁あって
オープン当初は製菓学校に勤めていた
頃の教え子達がたびたび来店し、SNSで
感想を投稿してくれたこともあり、「インス
タグラムを見てきました」など口コミで広
がっていくことがとても嬉しいです。
私も遅ればせながらインスタグラムを
開設して、季節の洋菓子などを掲載して
います。
岡山や倉敷、県外からもご来店いただけ
るお店を目指しています。
いつもとは違ったテイストを求めてい
らっしゃる方、是非当店まで足を運んでみ
てください。

最新の情報は
こちらから
ご覧くださいpb_anzu_190726

和も洋も楽しめる地域の甘味処
一念発起しカフェのオーナーに

創業のきっかけ
私は会社勤めをしていた頃、休日に落ち
着いた居心地の良い雰囲気の「町家カフェ
太郎茶屋　鎌倉」で食事をしたり、お茶を
飲んだりと度々利用していました。
ちょうど自分で何かしてみたいと思って
いた時期とも重なり、妻とも相談し前から
ファンだった「町家カフェ太郎茶屋　鎌倉」
のオーナーとなることを決めました。
パンやスイーツのお店はたくさんありま
すが、ゆっくり座って寛げるカフェは少な
く、特に和スイーツが食べられるお店はほ
とんどないこともあって、総社市で店を構
えたいと思っていたところ180号線沿いに
タイミングよく店を構えることができま
した。

和も洋も楽しめる地域の甘味処
こだわりの「鎌倉わらびもち」は本わら
び粉を使用し、独特のモチモチとした食感
と程よい甘さの深煎りきな粉は後を引く
美味しさで、リピーターも多いです。

鎌倉はオーナー独自のオリジナルメ
ニューも取り入れることができます。
私は飲食店で勤めた経験はなかっ
たため、妻と一緒に二人三脚でメ
ニューを作りました。
妻の提案でモーニングセットに小
倉トーストもお選びいただけるよう
メニューに加えました。名古屋出身
ということもあり小倉トーストに
並々ならぬこだわりがあるようで、
お客様からも大変好評です。

ドリップしたコーヒーやお抹茶も好評で
和スイーツとよく合うと言っていただきます。
最近では、お家でゆっくりお楽しみいた
だけるようにお持ち帰りのメニューもつ
くっています。

毎日通いたくなるお店を妻と二人三
脚で
お店作りのコンセプトは「毎日通いたく
なるお店」です。私が以前同じ店で感じた
『飾らない居心地の良さ』にこだわりまし
た。
座席もゆったり座れる54席用意して、ご
家族やカップル、女子会にも利用していた
だけるようレイアウトも自由に変更できる
よう工夫しました。
妻からのアドバイスで半個室の席も設け
て小さなお子さま連れでも気兼ねなくご
利用いただける空間にしています。
開店当初はソーシャルディスタンスなど
考えてもいなかったのですが、今となって
は座席の間もしっかり取れていて、また

ロールスクリーンも設置していることで安
心してご来店いただけるつくりになってい
ます。
食器もハンドメイドのオリジナル陶器を
使用していて、和スイーツを引き立ててく
れていて、温かさが伝わると思います。
「モーニング」「ランチ」「甘味スイーツ」い
ずれもお財布にも優しい価格で提供して
います。
メニューも四季折々に入れ替わりますの
で、季節ごとにご来店いただきお友達やご
家族とお楽しみいただければと思います。
地域の方々が集うお店として、またドライ
ブがてら立ち寄っていただけるお店として
引き続き頑張っていきたいと思っています。
是非、ご来店ください。

戸板 秀樹さん

〒719-1113 岡山県総社市南溝手309-1　TEL 0866-94-1183
【代表者】戸板秀樹　【創業】平成25年
■営業時間／月～金　8：00～17:00（LO/16:00）／土日　8：00～18:00（LO/17:00）

■定休日／水曜日　※新型コロナウイルス感染防止対策として、営業時間が変更されることがあります。詳しくはお電話でお問合せください。

町家カフェ太郎茶屋　鎌倉　総社店 http://kamakuracafe.th33.com/store/soujya

【業務内容】カフェ・甘味処
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和も洋も楽しめる地域の甘味処
一念発起しカフェのオーナーに

創業のきっかけ
私は会社勤めをしていた頃、休日に落ち
着いた居心地の良い雰囲気の「町家カフェ
太郎茶屋　鎌倉」で食事をしたり、お茶を
飲んだりと度々利用していました。
ちょうど自分で何かしてみたいと思って
いた時期とも重なり、妻とも相談し前から
ファンだった「町家カフェ太郎茶屋　鎌倉」
のオーナーとなることを決めました。
パンやスイーツのお店はたくさんありま
すが、ゆっくり座って寛げるカフェは少な
く、特に和スイーツが食べられるお店はほ
とんどないこともあって、総社市で店を構
えたいと思っていたところ180号線沿いに
タイミングよく店を構えることができま
した。

和も洋も楽しめる地域の甘味処
こだわりの「鎌倉わらびもち」は本わら
び粉を使用し、独特のモチモチとした食感
と程よい甘さの深煎りきな粉は後を引く
美味しさで、リピーターも多いです。

鎌倉はオーナー独自のオリジナルメ
ニューも取り入れることができます。
私は飲食店で勤めた経験はなかっ
たため、妻と一緒に二人三脚でメ
ニューを作りました。
妻の提案でモーニングセットに小
倉トーストもお選びいただけるよう
メニューに加えました。名古屋出身
ということもあり小倉トーストに
並々ならぬこだわりがあるようで、
お客様からも大変好評です。

ドリップしたコーヒーやお抹茶も好評で
和スイーツとよく合うと言っていただきます。
最近では、お家でゆっくりお楽しみいた
だけるようにお持ち帰りのメニューもつ
くっています。

毎日通いたくなるお店を妻と二人三
脚で
お店作りのコンセプトは「毎日通いたく
なるお店」です。私が以前同じ店で感じた
『飾らない居心地の良さ』にこだわりまし
た。
座席もゆったり座れる54席用意して、ご
家族やカップル、女子会にも利用していた
だけるようレイアウトも自由に変更できる
よう工夫しました。
妻からのアドバイスで半個室の席も設け
て小さなお子さま連れでも気兼ねなくご
利用いただける空間にしています。
開店当初はソーシャルディスタンスなど
考えてもいなかったのですが、今となって
は座席の間もしっかり取れていて、また

ロールスクリーンも設置していることで安
心してご来店いただけるつくりになってい
ます。
食器もハンドメイドのオリジナル陶器を
使用していて、和スイーツを引き立ててく
れていて、温かさが伝わると思います。
「モーニング」「ランチ」「甘味スイーツ」い
ずれもお財布にも優しい価格で提供して
います。
メニューも四季折々に入れ替わりますの
で、季節ごとにご来店いただきお友達やご
家族とお楽しみいただければと思います。
地域の方々が集うお店として、またドライ
ブがてら立ち寄っていただけるお店として
引き続き頑張っていきたいと思っています。
是非、ご来店ください。

戸板 秀樹さん

〒719-1113 岡山県総社市南溝手309-1　TEL 0866-94-1183
【代表者】戸板秀樹　【創業】平成25年
■営業時間／月～金　8：00～17:00（LO/16:00）／土日　8：00～18:00（LO/17:00）

■定休日／水曜日　※新型コロナウイルス感染防止対策として、営業時間が変更されることがあります。詳しくはお電話でお問合せください。

町家カフェ太郎茶屋　鎌倉　総社店 http://kamakuracafe.th33.com/store/soujya

【業務内容】カフェ・甘味処
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越智 和美さん

〒719-1134 岡山県総社市真壁1437-1　TEL 080-2924-4933

【代表者】越智和美　【創業】平成22年４月　【業務内容】ごはん屋
■営業時間／月、火、木、金open：11：00／close：14:00　■定休日／毎週水曜日、土曜日、日曜日

ごはん屋 匙 （さじ）

地元で採れた季節の野菜でからだにやさしい匙ごはん

仲間と一緒に
私は保育士をしながら、趣味だった雑貨
作りを通じて友人がたくさん出来、充実し
た毎日を過ごしていましたが、結婚、出産
を機に家庭に入りました。
専業主婦をしながら、子育てに家事にと
忙しくしていましたが、総社市に自宅を建
てたタイミングで趣味だった雑貨を広め
たいと思い、仲間と一緒に私の自宅で年１
回クリスマスにお店を開きました。
仲間と一緒にイベントを行えたこと、私の
作った雑貨を通じてお客さまとお話できた
ことがとても楽しく貴重な経験でした。
年1回クリスマスの時期に自宅で仲間と
雑貨のお店を開くイベントを5年間続けま
した。
子ども達も大きくなり仲間と一緒にお店
を出そうとしたタイミングで宮筋文化堂
を使わせてもらえることとなり、平成22年
にカフェと雑貨の販売を行うこととなりま
した。
そこでは仲間の勧めもあって私はお料
理を担当していました。
旧商店街で約6年間お世話になりました
が、仲間の紹介で現在の店に移転し、今年
で4年になります。

優しいお料理で
私は真庭市の出身で小さい頃から母が
作る地元で採れた野菜を中心とした食事
を摂っていた経験から、お料理を食べてい
ただくのであれば手作りで家庭的なもの
をお出ししたいと考えました。

特に有機野菜しか使わないなどのこだわ
りはないのですが、なるべく地元の野菜を
使い丁寧にひとつひとつ手作りしています。
お味噌は、お味噌汁嫌いだった息子も祖
母のお味噌なら食べてくれたこともあっ
て、匙では祖母直伝で教わった手作りした
ものを提供しています。
ドレッシングなども手作りしています
が、お料理を提供する私がいつも１００％
で活動していたら、せっかく来て下さるお
客さまもリラックスできないと思ってい
て、いつも８０％でと頭に入れて、こだわり
すぎず今ある食材を利用して提供するこ
とを心掛けています。

地域の仲間を増やしていきたい
匙では週４回１日30食限定でランチ営
業をさせていただいています。
お休みの３日間は食材の仕入れや仕込
みを行う傍ら、市外や県外から移住してき
ている方の「お店を開きたいけどお料理を
食べていただく機会がない」といった声を
聞いたことをきっかけに匙の場所を提供
しています。
私もお店を出す時にいろんな方々に関
わっていただいたという思いもあり、場所
を提供することで創業をしたいと言う人が
１人でも増えてくれれば、地域が更に元気に
なるのではないかと考えて活動しています。
また、地域で活動している方たちのこと
を知っていただくために、定期的にイベン
トを開催し、毎回好評で最近では県外から
のリピーターも増えています。

最近ではコロナの影響でお店を開けな
いこともありましたが、対策を施しながら
少しずつイベント活動を再開しています。
匙のお店やイベントの情報はSNSで
発信していますので是非チェックしてく
ださい。

　※新型コロナウイルス感染防止対策として、営業時間が変更されることがあります。詳しくはお電話でお問合せください。

おはよう市

ごはん屋　匙

最新の情報はこちらからご覧ください

kazu3.saji70

toshinoichi1229
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お客さまの立場を考え工夫を続け進化する美容室

すべての人を綺麗にすることで地域
社会を明るくします
私は小さいころから母親が美容室を経
営している環境で育ちました。
学生の頃、自分の進路を考えていたとき両
親の勧めもあって美容師を目指すことに
決めました。
母親の後姿をみていたとは言え、プロと
なるための勉強や経験は想像を超えるこ
とも多かったですが、美容室に勤めさせて
いただくうちにいろんな人と出会える美容
師という仕事が好きになりました。
結婚した後も、美容師として活き活き働
いている私を見て夫が「そんなに好きなら
自分のお店を持ったら？」と背中を押して
くれたことは今でも感謝しています。
店名は開業を応援してくれた家族にゆ
かりのあるものにしたかったので夫婦で
相談し、子ども達２人の名前の頭文字から
Ｍ２（エムツー）と名づけました。
私の美容室では綺麗になったお客さまが
笑顔で帰っていただきたいと思っています。

お客さまが笑顔でご家庭に帰られ
ればご家族も笑顔になり、巡りめ
ぐっては地域社会も明るくなる、そ
んな大きな夢も開業当初から抱いて
います。

美を通じて喜びを与え、会話を
通じて寛ぎを提供します
美しいというと着飾るようなイ
メージですが、私の思う美しいとは
日常的にきれいにしておくというこ

とだと思っています。
常にきれいにしていたいけど値段が高
いからという理由で諦めて欲しくないと
思い、ヘアカラー会員という仕組みを考
え毎月でも通える料金設定にしています。
私の美容室ではスタッフとお客さまが、
とても和やかな雰囲気でお話されていて、
オープン当初からたくさんの方にご来店い
ただけているのもスタッフに恵まれたおか
げだと感謝しています。

社員と共に成長することで、元気で夢があ
り信頼のある企業を目指します
私の美容室ではスタッフが大勢働いてく
れていますが、社員は独立して自分の美容
室を持つのだろうと思っていました。
開業から10年が経ったころ私の美容室
に残りたいと思っているスタッフもいるの
ではないかと思い個人事業から企業組織
化することを決めました。
組織化した後は、定期的にミーティング
を行いお客さまとの旅行を企画したり、お

祭りを行ったりと私１人では実現できない
ことも社員の提案で実現しました。
そんな中、平成30年の西日本豪雨災害
で被災し、仮設店舗での営業を経て令和元
年12月に再び真備町でリニューアルオープ
ンすることができました。
リニューアルオープン後は、カットだけで
なく、それぞれの分野を得意とするスタッ
フによるヘア、メイク、着付け、エステと
トータルでお客さまをサポートできる体制
が整いました。岡山発、真備発信のリメイク
した着物ドレス「竹姫」をはじめ、ウエディ
ングドレス、打掛、黒留袖、袴、浴衣など、さ
まざまなシチュエーションに対応できるラ
インナップも取り揃えていてお客さまの
「特別な日の思い出」をサポートさせてい
ただいています。
豪雨災害をはじめとする様々な困難が
あったなか、これまで多くのお客さまに支
えていただき、当店は創業27年を迎えるこ
とができまし
た。
これからも
お客さまの気
持ちに寄り添
える美容室で
あり続けたい
と思っていま
す。

岡野 嘉美さん

美容室 M2 https://m2-hairsalon.com/

〒710-1301  倉敷市真備町箭田1033-3　TEL 086-697-6140
【代表者】岡野嘉美　【創業】平成5年１0月　【業務内容】美容室
■営業時間／open：9：00～close：18:00　■定休日／毎週月曜日、第1,3日曜日

　※新型コロナウイルス感染防止対策として、営業時間が変更されることがあります。詳しくはお電話でお問合せください。

 蕨野美香さん（着付）

川畑恵美子さん（エステ）森本　愛さん（メイク）

中川愛梅さん（ヘア）  蕨野美香さん（着付）

川畑恵美子さん（エステ）森本　愛さん（メイク）

中川愛梅さん（ヘア）

山下和江さん（着付）山下和江さん（着付）越智 和美さん

〒719-1134 岡山県総社市真壁1437-1　TEL 080-2924-4933

【代表者】越智和美　【創業】平成22年４月　【業務内容】ごはん屋
■営業時間／月、火、木、金open：11：00／close：14:00　■定休日／毎週水曜日、土曜日、日曜日

ごはん屋 匙 （さじ）

地元で採れた季節の野菜でからだにやさしい匙ごはん

仲間と一緒に
私は保育士をしながら、趣味だった雑貨
作りを通じて友人がたくさん出来、充実し
た毎日を過ごしていましたが、結婚、出産
を機に家庭に入りました。
専業主婦をしながら、子育てに家事にと
忙しくしていましたが、総社市に自宅を建
てたタイミングで趣味だった雑貨を広め
たいと思い、仲間と一緒に私の自宅で年１
回クリスマスにお店を開きました。
仲間と一緒にイベントを行えたこと、私の
作った雑貨を通じてお客さまとお話できた
ことがとても楽しく貴重な経験でした。
年1回クリスマスの時期に自宅で仲間と
雑貨のお店を開くイベントを5年間続けま
した。
子ども達も大きくなり仲間と一緒にお店
を出そうとしたタイミングで宮筋文化堂
を使わせてもらえることとなり、平成22年
にカフェと雑貨の販売を行うこととなりま
した。
そこでは仲間の勧めもあって私はお料
理を担当していました。
旧商店街で約6年間お世話になりました
が、仲間の紹介で現在の店に移転し、今年
で4年になります。

優しいお料理で
私は真庭市の出身で小さい頃から母が
作る地元で採れた野菜を中心とした食事
を摂っていた経験から、お料理を食べてい
ただくのであれば手作りで家庭的なもの
をお出ししたいと考えました。

特に有機野菜しか使わないなどのこだわ
りはないのですが、なるべく地元の野菜を
使い丁寧にひとつひとつ手作りしています。
お味噌は、お味噌汁嫌いだった息子も祖
母のお味噌なら食べてくれたこともあっ
て、匙では祖母直伝で教わった手作りした
ものを提供しています。
ドレッシングなども手作りしています
が、お料理を提供する私がいつも１００％
で活動していたら、せっかく来て下さるお
客さまもリラックスできないと思ってい
て、いつも８０％でと頭に入れて、こだわり
すぎず今ある食材を利用して提供するこ
とを心掛けています。

地域の仲間を増やしていきたい
匙では週４回１日30食限定でランチ営
業をさせていただいています。
お休みの３日間は食材の仕入れや仕込
みを行う傍ら、市外や県外から移住してき
ている方の「お店を開きたいけどお料理を
食べていただく機会がない」といった声を
聞いたことをきっかけに匙の場所を提供
しています。
私もお店を出す時にいろんな方々に関
わっていただいたという思いもあり、場所
を提供することで創業をしたいと言う人が
１人でも増えてくれれば、地域が更に元気に
なるのではないかと考えて活動しています。
また、地域で活動している方たちのこと
を知っていただくために、定期的にイベン
トを開催し、毎回好評で最近では県外から
のリピーターも増えています。

最近ではコロナの影響でお店を開けな
いこともありましたが、対策を施しながら
少しずつイベント活動を再開しています。
匙のお店やイベントの情報はSNSで
発信していますので是非チェックしてく
ださい。

　※新型コロナウイルス感染防止対策として、営業時間が変更されることがあります。詳しくはお電話でお問合せください。

おはよう市

ごはん屋　匙

最新の情報はこちらからご覧ください

kazu3.saji70

toshinoichi1229
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中塚 涼子さん

〒701-1334 岡山県岡山市北区高松原古才478-6　TEL 090-7126-4529

【代表者】中塚涼子　【創業】令和２年１月　【業務内容】ヘアサロン

■営業時間／9：00～18：00  ※時間外も対応出来ますのでお問い合わせください。

https://remore-salon.comhair make RE MORE

岡山市高松にある完全個室プライベートサロン

念願のサロンを開業しました
私はアシスタント時代を関東の大型店

で学び、岡山店に戻ってからはホテル内の
美容室でブライダルにも携わってきまし
た。結婚後も子育てをしながらブライダル
での仕事を続けていましたが、いつか自
分のお店を持ちたいという夢も持ってい
ました。

３人の子ども達が大きくなり夢に向って
進んでいく姿を近くで見ていて、私も一歩
踏み出す勇気をもらい、家族や周りの方々
のサポートもありRE MOREをオープンす
ることが出来ました。

　こんなサロンにしたかった
店名のRE MOREにはお客さまの本来

の美しさを蘇らせ、きれいに輝くサポート
をしたいという想いを込めました。気軽に

立ち寄れる居心地のよい美容室にしたい
と思っています。

特にこだわったのは、お客様ひとりひと
りに特別な時間を過ごしていただくことで
す。

私の子育ての経験から子育て中は子ど
もを誰かに見てもらうなど周りの協力が
必要で、ついつい美容室へ出向くことを遠
慮がちになるため私のサロンでは子ども
連れでも他のお客さまの目を気にするこ
となく親子でお過ごしいただけるよう個室
になっています。

先日は、ご家族でご来店いただきお母
さんがカットしている間、お父さんと子ど
もさんが隣の公園で遊ばれていて、リラッ
クスした時間を過ごされていました。髪の
毛や体調などで人に聞かれたくない、リ
ラックスしたい方は安心していらしてくだ
さい。

髪の毛を大切にする
RE MOREでは、髪に必要な栄養を入れ

ることが出来るシャンプーやトリートメン
トを使っているので施術後の髪はうるツ
ヤに。髪の傷みがひどい人ほど効果を実感

して頂くことが出来ます。
パーマやカラー後のダメージや年齢とと

もに抜け毛が気になったり、お客様のお悩
みに合わせ髪質にあった髪型やヘアケア
をご提案しています。特に「クリームズク
リーム」というトリートメントシャンプーは
パーマやカラーの持ちを良くするとお客さ
まにもご好評です。

地域のお客さまが立ち寄るサロン
プライベートサロンと言うと敷居が高い

イメージですが、自宅兼サロンということ
もあって、３人の子どもの友達やお母さん
友達、ご近所の方、メンズの方も多く、幅
広い年齢層のお客さまが通ってくれてい
ます。

お客さまから「ここへ来ると癒される
わ」と言っていただけたことが何よりの喜
びです。
「お母さんのような美容師になりたい」

と言ってくれた娘が、4月から美容師とし
て働くようになったことも励みになって
います。

ゆったりとしたサロンを探していた方、
大勢の人がいる美容室が苦手な方もぜひ
お待ちしております。

■定休日／不定休・予約制
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中塚 涼子さん

〒701-1334 岡山県岡山市北区高松原古才478-6　TEL 090-7126-4529

【代表者】中塚涼子　【創業】令和２年１月　【業務内容】ヘアサロン

■営業時間／9：00～18：00  ※時間外も対応出来ますのでお問い合わせください。

https://remore-salon.comhair make RE MORE

岡山市高松にある完全個室プライベートサロン

念願のサロンを開業しました
私はアシスタント時代を関東の大型店

で学び、岡山店に戻ってからはホテル内の
美容室でブライダルにも携わってきまし
た。結婚後も子育てをしながらブライダル
での仕事を続けていましたが、いつか自
分のお店を持ちたいという夢も持ってい
ました。

３人の子ども達が大きくなり夢に向って
進んでいく姿を近くで見ていて、私も一歩
踏み出す勇気をもらい、家族や周りの方々
のサポートもありRE MOREをオープンす
ることが出来ました。

　こんなサロンにしたかった
店名のRE MOREにはお客さまの本来

の美しさを蘇らせ、きれいに輝くサポート
をしたいという想いを込めました。気軽に

立ち寄れる居心地のよい美容室にしたい
と思っています。

特にこだわったのは、お客様ひとりひと
りに特別な時間を過ごしていただくことで
す。

私の子育ての経験から子育て中は子ど
もを誰かに見てもらうなど周りの協力が
必要で、ついつい美容室へ出向くことを遠
慮がちになるため私のサロンでは子ども
連れでも他のお客さまの目を気にするこ
となく親子でお過ごしいただけるよう個室
になっています。

先日は、ご家族でご来店いただきお母
さんがカットしている間、お父さんと子ど
もさんが隣の公園で遊ばれていて、リラッ
クスした時間を過ごされていました。髪の
毛や体調などで人に聞かれたくない、リ
ラックスしたい方は安心していらしてくだ
さい。

髪の毛を大切にする
RE MOREでは、髪に必要な栄養を入れ

ることが出来るシャンプーやトリートメン
トを使っているので施術後の髪はうるツ
ヤに。髪の傷みがひどい人ほど効果を実感

して頂くことが出来ます。
パーマやカラー後のダメージや年齢とと

もに抜け毛が気になったり、お客様のお悩
みに合わせ髪質にあった髪型やヘアケア
をご提案しています。特に「クリームズク
リーム」というトリートメントシャンプーは
パーマやカラーの持ちを良くするとお客さ
まにもご好評です。

地域のお客さまが立ち寄るサロン
プライベートサロンと言うと敷居が高い

イメージですが、自宅兼サロンということ
もあって、３人の子どもの友達やお母さん
友達、ご近所の方、メンズの方も多く、幅
広い年齢層のお客さまが通ってくれてい
ます。

お客さまから「ここへ来ると癒される
わ」と言っていただけたことが何よりの喜
びです。
「お母さんのような美容師になりたい」

と言ってくれた娘が、4月から美容師とし
て働くようになったことも励みになって
います。

ゆったりとしたサロンを探していた方、
大勢の人がいる美容室が苦手な方もぜひ
お待ちしております。

■定休日／不定休・予約制

備中高松城址公園のすぐそばにある老舗の和菓子店

事業のきっかけ
清鏡庵は昭和27年に私の父が創業しま
した。
創業当時は乾物や雑貨、お菓子などを取
り扱う商店で、軍関係者が高松城址の視
察に訪れたときの休憩所として使われて
いましたが、総社市の老舗店舗で修行を積
み父の作る饅頭が評判となったことが
きっかけで現在の和菓子の製造販売の店
を手がけることとなりました。
店名は備中高松城主清水宗治公の戒名
から「清鏡」をいただき「清鏡庵」と名づけ
たそうです。
私は大学を卒業後、会社勤めをしていま
したが、父から和菓子の技術を教わり後継
者として店を引き継いで30年余りが経ち
ます。

歴史ある高松城址の探訪
備中高松城址を訪れる歴史ファンの方
が当店の「宗治饅頭」のポスターを目にし
て訪れていただくこともよくあります。

歴史探訪されている方々と備中高
松城の水攻めの話や清水宗治公の
話をしながら和菓子を販売させてい
ただいています。
今は美しく整備された城址公園で
はありますが、水攻め当時の天正時
代と基本的な地形は変わっていませ
ん。足守川からの一帯が低くなって
いて、周りの山々が自然の堤防とな
り現在の稲荷大鳥居の南方にある
蛙ヶ鼻築堤跡を起点に堤防をつくっ

たことで水攻めを成したと言われていま
す。
城址公園にたたずむと合戦の状況がよ
く分かります。
歴史探訪されている方が必ず購入され
るのが「宗治饅頭」と「水攻饅頭」です。
「宗治饅頭」は甘さが上品なこしあんで
白あんと黒あんがあり、「水攻饅頭」もこし
あんを薄皮で包んだ和菓子で緑茶がとて
もよく合います。

お菓子の包装紙は、備中高松城水攻め
の陣営図が描かれているので、お土産にも
おすすめです。
是非、当店のお饅頭と水攻め当時の原寸
大ジオラマの高松城址をお楽しみください。

地域の皆様からも愛されています
城址公園は、春には満開の桜を初夏に
は水面いっぱいの菖蒲を楽しむことがで
き地域のお客様もたくさんお見えになり
ます。
4月は桜餅、5月は柏餅、夏は水大福、12
月には新年用の餅の販売など創業から68
年経ちますが、地域の方々にも四季折々の
和菓子を楽しんでいただいています。
また、法事や手土産に「宗治饅頭」「水攻
饅頭」もご愛顧いただいています。
地元の皆様に支えられているからこそ、
今も営業を続けられているのだと実感し
ています。
地域の皆様これからもよろしくお願い
します。

林　辰夫さん

清鏡庵 （せいきょうあん）
〒701-1335 岡山県岡山市北区高松511-1　TEL 086-287-2143

【代表者】林　辰夫　【創業】昭和27年　【業務内容】和菓子製造・販売

■営業時間／8：00～19：00

■定休日／毎週木曜日
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－最初に相談される金融機関を目指します－

https://www.shinkin.co.jp/kibi/
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