ワクワク☆ウキウキの「アメリカン雑貨」が勢揃い
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「ハワイ」直接買付けの雑貨や洋服に出会えます

ロサンゼルスに留学した経験を
活かし昨年の8月にオープン。半
年に一度のペースで海外に買付
けに行っています。商品はアメリ
カのものが中心。他に美容商品
で韓国のものもあります。次は
11月14日から買付けに行く予
定。仕入れて欲しいものがあれ

春夏冬二升五合♪ 20,000部発行

発行元：北上市（緊急雇用創出事業）
企画・編集：きたサポ 商い応援隊
（北上都心開発 株式会社）
問合せ先：0197-65-4033（きたサポ事務所）
〒024-0094 北上市本通り1-8-1

【ブログ】http://kitasapo.seesaa.net

一歩足を踏み入れた瞬間から
常夏の楽園ハワイを体感出来
る店内には、現地で仕入れた
洋服やバッグ、ヘアアクセサリ
ー、
ストラップ、
インテリア小物
などの雑貨やフラ用品など、
日本ではなかなか手に入らな
い海外ブランドのアイテムが
豊富に揃っています♪

ばオーナーまでご相談を!!

オーナーおすすめ商品

きたかみサマーフェスティバ ル に出かけよう♪

オーナーからのプレゼント!!

オーナーおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

オーナーから読者のみなさんへプレゼ
ント。この誌面をお店に持って行った先
着3名様にVictoria's Secret or マジ
ックソープ or リップクリームのいずれ
かをプレゼント！ お早めにどうぞ♪

ワンピース 12,800円〜 Tシャツ 3,800円〜

Patagonia（ハワイ限定商品各種）

ハワイでしか買えない限定Tシャツは、素材やデ
ザインなど面白いものが多数揃っています。現
地のロコが着ていそうなステキなワンピースは
作りもしっかりしていてお薦めです♪

ベビーからレディース・メンズま
で、ハワイの雰囲気ただようレア
な商品は一見の価値あり☆Tシャ
ツもありますよ♪

きゅうり天王宵宮まつり
Victoria's Secret
岩手でこんなに沢山の種類が買えるの
はここだけ。
欲しい香りは取り寄せ可能。
ハンド＆ボディークリーム兼用のチュー
ブタイプがおすすめ！

7/14

18：00〜
昔疫病が流行り水が飲めなくなった時きゅうりから水分を
取ったことから御加護を賜るため宵宮祭にはきゅうりを奉納します。

アメリカンセレクトショップ

アーケード

会場：諏訪神社・諏訪町アーケード

草のホテル●

山折り

7/27

18：00〜

シネマ

お不動さん、
新道稲荷の宵宮を新穀町商店街が
連携実施。
地域の宵宮祭として親しまれています。

会場：さくら野ツインモール西館前

第26回常盤台「七夕まつり」
スカイパーキング

【出店予定店舗】
ル・プレジール / コゼンジカフェ / JEEL
Brilli☆nt / フルーツきやなぎ / 3sun
COCO / あけぼの / 北上コロッケ暖簾会
くろいわ産地直売場 / Kia / 陶器・銘茶 吉辰
よしぜん金物店 / 鉄板・お好み焼き 大すき
手作りお菓子とパンのお店水曜屋 / とばせ園 / 北上を楽しくする会
＆Roast珈琲工房 / 三陸きずな商店 / YOU愛 / 焼肉冷麺 ほどり / Heg

市営本通り
駐車場

7/28

18：00〜

会場

★
●ジョイス北上
●
アピア店
黒北高校
●ゲオ

サンクス
●

●さくらホール

セレクトショップ JEEL（ジール）
〒024-0021 北上市上野町2丁目4-60
080-3144-4643
営業時間／11：00〜19：00
（12月〜3月 11：00〜18：00）
定 休 日／木曜日 駐車場／有
（4台）
http://cpstyle.jp/shops/100766

ワーナー・マイカル【シネマ情報】

グスコーブドリの伝記（1時間48分）
http://www.budori-movie.com

2012年
開
7月7日公

岩手出身の児童文学作家、宮沢賢治の童話「グスコーブドリの伝記」を映画化したアニメーシ
ョン。擬人化した猫をキャラクター化し、幼いころ、冷害で家族を失った主人公が成長し、再
び遭遇した冷害を必死に食い止めようとする姿に迫る。以前も宮沢の名作「銀河鉄道の夜」
を映画化した杉井ギサブロー監督と、キャラクター原案担当のますむら・ひろしのコンビが復活。主要キャラクターのブドリと妹ネリの
声を、小栗旬と忽那汐里が務める。キュートな猫たちが活躍する、心温まる物語が感動を呼ぶ。
イーハトーヴの森で家族と暮らしていたグスコーブドリは、森を直撃した冷害のせいで両親と妹を一度に亡くしてしまう。たった一人残
された彼は懸命に働き、
長じて火山局で働き始めるが、
またしても大規模な冷害が発生する。
かつての惨事を二度と繰り返さないように
するため、
グスコーブドリは自分の身を呈して冷害の被害を防ごうとする。

TM
パーキング

さくら
パーキング

西口

Wellゆう●

北上駅

くさのイン北上
●

新穀町お不動さん新道稲荷宵宮祭

Brilli☆nt

〒024-0061 北上市大通り1丁目3-1
おでんせプラザぐろーぶB1
090-4046-7358
営業時間／11：00〜19：00（水曜日18：00閉店）
定 休 日／日曜日 駐車場／有
http://a-iwate.com/shops/86615

地域に住む子供たちの「ふるさと作り」のために七夕
飾りを作ってもらい、
商店街に飾ったのが始まりです。

会場：和賀中央土地改良区駐車場跡地

(C) 2012
「グスコーブドリの伝記」
製作委員会/ますむらひろし

「染付そば猪口」の使い方いろいろ

（花＆器ぐんきん）

こちらの「そば猪口」 今なら30％OFF!! 通常588円⇒412円!!
【キャンドルホルダーとして】
そば猪口に溶かした蝋を流しこむと、あっという間にそば猪
口キャンドルの出来上がり。オイルクレヨンで色付けするとカ
ラフルなキャンドルに、
アロマオイルを数滴たらすとアロマの
優しい香りが漂うアロマキャンドルにもなります。

募集！
ご当地タレント
きたサポスタッフと

◎自薦・他薦は問いません♪
ふるってご応募ください！

北上の商店街を
盛り上げましょう!!

オーディションは
常時 行っております。
まずはお気軽にお電話ください♪

生け方のポイントは口いっぱいに花を入れすぎない
こと、隙間をつくることでおしゃれに生けることが
できます
（ハミングバードオーナー 佐藤 彩湖さん）

ラ・
タヴェ
ルナ

北日本
銀行

北上信用
金庫本店

ヘアー
アミューズ

ぐんきん

賃：11,000円（敷金・礼金・共益費なし）

あなたの
「おすすめのお店」を
教えてください♪
月刊アルコでは、あなたがおすすめする
北上市内のお店情報を募集しています♪

「老舗店」や「新規オープンのお店」
「路地裏にある隠れた名店」など

情報の投稿は
こちらから

みなさまの投稿お待ちしてます!!
PCから⇒ http://form1.fc2.com/form/?id=770146

募集期間：平成24年6月15日〜

スクール
ショップ
マルカン

ツインモールプラザ
さくら野百貨店

【花器として】

家

詳しくは
市役所ホームページ
をご覧ください。

募集者数：4名

（受付時間 平日9:00〜17:00）

北上市役所

出店場所：さくら野3F（ツインモールプラザ東館）
対象業種：小売業・サービス業・飲食業

TEL : 0197-65-4033
ター
リポー
イドル
女性ア
イドル
ア
男性
芸人
お笑い
集
候補募

チャレンジショップ事業出店者募集

平成24年7月15日まで
問合せ先：北上市本通り商店街振興組合事務所
TEL：0197-63-5735

編 集後記

yamamo

6月8日に第１回お店見学ツアーズを行いました。初
めてでしたので多少不安もありましたが、参加され
た方からまた参加したいという声もありホッとしま
した。第2回も開催しますので、みなさんのご参加お
待ちしてます。
そういえば、坂田藤十郎の襲名口上があるみたいで
すね〜さくらホール行ってみようかな。

第

北上のおすすめお店紹介

スタッフおすすめメニュー

ビアンコパスタ
（塩味） 800円
素材の味をそのまま楽しめる塩味のパ
スタ。その日によってパスタの食材を変
えて作るので、味の変化を楽しめます。
（取材日：アボガド・ベーコン・トマト・レモン）
アパホテル
●

岩手銀行 一番鮨
●
●

セブンイレブン●

沖縄直送のゴーヤを使用し、ソーキソバ
などの沖縄料理がセットになったメニュ
ーです。ゴーヤが苦手な人も本場の味を
一度食べてみては♪

〒024-0034 北上市諏訪町2丁目5-35
0197-64-4992
営業時間／昼11：30〜14：00
夜17：30〜22：00
定 休 日／日曜日
駐 車 場／有
（3台）

洋風な内装で飾られたとっても可愛らしい素敵なお花屋さん

北日本銀行
●

●
北上● ぐんきん
信用金庫

市役所
●

オーナーおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

写真撮影は
「へアーアミューズさん」
にご協力頂きました。

タコライス 650円
タコスの具を載せた沖縄料理。食べたと
きに感じるピリッとした辛さが癖になる
味わいです。セットにはサーターアンダ
ギーなどの一品も。

〒024-0094 北上市本通り1丁目8-4
0197-65-5676
営業時間／昼11：30〜14：00
夜17：00〜23：00
定 休 日／月曜日
駐 車 場／有
（1台）

温かみのある「一生もの」に出会えるステキな雑貨屋さん

オ ープ ンして 半 年 が 経 つ
hummingbird。季節によって
違う色とりどりのお花や植物
が沢山あり、見ているだけでも
癒されてしまいます。店主のセ
ンスが溢れるフラワーアレン
ジを一度頼んでみてはいかか
ですか？ブーケ、花束、供え花、
庭の相談も受付けております。

全国のクラフトマン達の顔の
分かるものを売りたいという
オーナーが、
北上にお店をオー
プンして今年で7年目を迎え
ます。
お店で売っている器はす
べてオーナー自ら実際に使っ
てみて使い易いものだけを仕
入れるというこだわりがあり
ます。

オーナーおすすめ商品

http://www.hair-amuse.net

ゆかた着付け＆ヘアーアレンジ

4,725円（税込） 特別価格3,675円
前日までの予約でさらに300円 OFF♪

美容室 へアーアミューズ TEL:0197-65-3358
受付時間／9:00〜18:00（パーマ・カラー17:00まで）
定 休 日／毎週月曜日（第1火曜日・第3日曜日）
駐 車 場／店舗斜め向かい 湊屋駐車場・
ツインモール駐車場・アサヒ商会駐車場

前回（6/8）の「お店見学ツアーズ」のご報告
花と器のぐんきん

2,000円〜

ドライフラワーアレンジ 1,785円

プレゼントはもちろん、ご自宅にワンポ
イントとして飾る為に買っていく常連さ
んも多いそう★

Humming bird

（ハミングバード）

●
北上郵便局

ミネルバ

東北ではここでしか買えない綿100%
の手作りショール。肌触りが良くとっても
軽いのが特徴。オーナーも愛用中。
ローソン
●

●

セブンイレブン

九年橋

新九年橋

●
アイネ

〒024-0063 北上市九年橋1丁目7-23
0197-64-6487
営業時間／10：00〜19：00
定 休 日／不定休
駐 車 場／有
（2台）
http://hbﬂower.exblog.jp

tamaki niime ショール
大判 12,600円／中判 6,300円

中川商店
●

R4

東北大栄
プラスチック
●

カラフルなドライフラワーでお部屋を
おしゃれに演出してみてはいかがでし
ょうか♪

●
佐藤組

財布

夏におすすめ雑貨!

21,600円

【選んだ商品】
ブリザーブド・フラワー
アレンジメント 3,675円
【選んだ理由】
チェロの中に入っている
お花の色使いがとても綺
麗だったから。

素材はイタリアの植物タンニンナメシ革。
半年間使うとこんな味のある色に（写真
手前）。カードはたっぷり60枚収納（写真
右下）。
こちらもオーナー愛用品。

3sun(サン)
〒024-0054 北上市大堤東3丁目1-7
0197-67-5786

営業時間／12：00〜19：00
●
玉扇食堂

20代から70代まで10名の参加をいただきました。オーナーの熱い説明に
聞き入り、入ったことがなかったとか、車の移動ばかりでお店の存在を初め
て知ったとか、たまにはユックリ街中を歩こう等の感想をいただきました。

t+m=1（ティーエムアン）

三陸きずな商店

スタッフおすすめ商品

テーマ
フラワーアレンジ

参加者全員に
さくら野4Fさくら寿司
「お食事券1,000円分」
をプレゼント!!

【参 加 費】
無 料（先着１０名様）
【集合場所】きたサポ商い応援隊事務所
【参加資格】
２０才以上の男女（先着１０名様）
【参加申込】0197-65-4033（受付 平日9〜17時）

沖縄料理 美童 (みやらび)
アーケード

!

︵税込︶

アーケード

玉ねぎ、にんじん、お肉をベースに、1日
以上かけてじっくりと煮込まれたカレー
は、野菜の甘みと、程よい辛味が口の中
で広がります。

さくら野
●

650円

7

13：00〜
15：30

沖縄料理 美童 (みやらび)
のママにモデルのご協力
をして頂きました♪

更科
●

ゴーヤチャンプル

Itarian cafe buona

「松屋さん」＆「丸五呉服店さん」を
オリオリと一緒に見学しよう♪

7/

スタッフおすすめメニュー

熟成スパイシーカレー 800円

（イタリアンカフェ ボーナ）

参加者大募集！

谷折り

さくら野
●

斎藤整形
●

●
大安楼
布佐医院
●

料理には店主のお姉さんが沖
縄で育てている野菜も使用し
ており、本場の沖縄料理が味
わえます。沖縄の野菜を取り寄
せてもらい購入することも出
来ます。店内には、三線や沖縄
の民族衣装などが飾られてお
り、北上にいながら沖縄気分
が満喫できます。

オーナーおすすめメニュー

カップ
ご参加 ルでの
も大歓
迎

呉服店であなたにぴったりのゆたかを見つけよう♪

沖縄出身の店主がきりもりするアットホームな沖縄料理店

店内は明るくオシャレな雰囲
気で、周りの騒音も気にならず、
落ち着いてゆったりとくつろ
げるお店です。ランチメニュー
はサラダ・ドリンク付き。プラ
ス200円でデザートが楽しめ
ます。デザートは手作りで日に
よって内容が変わります。是非
一度足を運んでみて下さい☆

オーナーおすすめメニュー

回

路地裏カフェでのんびりと楽しむ♪イタリアンランチ

今回は
ゆかた
編

2

定 休 日／不定休（ブログをご確認ください）
駐 車 場／有
（7台）
http://atelier05.cocolog-nifty.com/blog/

【選んだ商品】
ラジウムボトルタワー
3,675円
【選んだ理由】
水や焼酎がまろやかにな
り、
うまみが増すような感
じがします。

テーマ

今年の夏着たいものは？
【選んだ商品】
ワンピース 19,950円
【選んだ理由】
夏らしいスカーフを沢山使ったワ
ンピース。サラサラしてとても着心
地が良かったです。
【選んだ商品】
パールネックレス
4,900円
【選んだ理由】
そ れ だけ で存 在
感 が あり服 が シ
ンプルでもおしゃ
れに見えると思っ
たからです。

テーマ

私のおすすめ手作りグッズ♪
【選んだ商品】
エコタワシ
300円
【選んだ理由】
各家庭に１つは必要だと
思います。
被災地に協力し
たい気持ちで選びました。

【選んだ商品】
大槌復興刺し子ハンカチ
1,200円
【選んだ理由】
ひと針、ひと針、手作り
で気持ちがこもっている
と思ったからです。

