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アーケード

お花代（商品代金）の他に手数料
（国内お届け）525円（税込）を
申し受けます

詳しくは花キューピット加盟店まで
お問い合わせください。

花いっぱいでおもてなし『ハンギング講座』

【申込み・お問合せ先】    「きたサポ」商い応援隊 　北上市本通り1-8-1　TEL：0197-65-4033　受付時間 平日9:00～17:00

十字路商店街を花いっぱいで明るい街にしよう!　
～もう一度訪れたい街つくり～

実 施 日：6月19日（火）10～12時 
会　　場：市民交流プラザ催事場1号室（ツインモールプラザ西館2F）
参 加 料：無 料
定　　員：先着24名（定員に達し次第締め切ります）
設置場所：商店街（１個はお持ち帰り頂けます）
講　　師：KENガーデンプランニング  伊藤千代子氏

ワンポ
イント

「父の日」はどうやってできた？
1910年アメリカのワシントン州に住むジョン・ブルース・ドットという女性
の提唱から始まった。彼女の父親は男手ひとつでドット婦人ら6人の兄弟を

育てた。そんな父に育てられたドット婦人は「母の日」の存在を知り、父に感謝する日も必
要であると提唱したことが始まり。1972年にアメリカで正式に祝日になったが「父の日」
は公認されるまでに約60年もかかった。ちなみに台湾語では「パパ」と「88」の発音が同
じため、台湾の父の日は毎年8月8日に定められている。

吉辰さんで見つけた父の日おすすめギフト

『4,095円で買えるギフト』 
丹波産黒豆茶（525円）+ いろはセッタ（3,570円）

陶器・銘茶 吉辰商店
〒024-0061　北上市本通り2-1-15 
TEL／0197-65-3121 
営業時間／9:30～18:30
定休日／第1・3日曜日

「父の日ギフトです」と店頭で伝えていただくとギフトBOXが無料になります

炒った黒豆の香りが口のなかで広がる丹波産黒豆茶。食物繊維・カルシウムなどが豊富
に含まれているので最近健康を気にしているお父さんへ。そして、夏に向け入荷したば
かり、い草の中敷が足裏に心地良いセッタ。縁と鼻緒に使われている藍染めの生地には
「いろは」の文字が入ったおシャレなデザイン。

花＆器ぐんきん　　　北上市本通り1-6-22　　℡:64-3127　　営業時間/9:30～19:00
花のやえがし　　　　北上市諏訪町2-5-12　　℡:63-2482　　営業時間/9:00～19:00
花工房パルテール　　北上市常盤台2-13-24　 ℡:65-4422　　営業時間/9:00～19:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　日・祝/9:00～18:00

父の日
FATHER’ S  DAY

2012.6.17日 6月17日（日）は、はにかんだ笑顔を見たい。

全国各地へお届け

 511038
アレンジメント
ワンサイド／高さ23×幅29×奥行22cm

3,150円（税込）

お父さんにお花を贈ってみませんか？

当日のご注文で
日本全国即日配達
＊一部の地域を除く

こころにとどく
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◎自薦・他薦は問いません♪
　年齢16才以上です♪

きたサポスタッフと
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♪
TEL: 0197-65-4033
（受付時間 平日9:00～17:00）

春夏冬二升五合♪ Vol.1
2012年5月31日 創刊号

　発行元/きたサポ 商い応援隊
北上市緊急雇用創出事業  20,000部発行
〒024-0094北上市本通り1-8-1
TEL/FAX：0197-65-4033

【ブログ】http://kitasapo.seesaa.net

花キューピット取り扱い店舗

【受付期間】

（平日9～17時）

6月1日～　　　 12月25日

覚えているようで記憶はあやふやなもの、
今日の感動、明日への期待、ほめ言葉など

「絵手紙、俳句、詩」形式は自由です。
官製はがきに書いて（住所・氏名を忘れずに）

きたサポ事務所の特設ポストに
お入れください。

来春2月中旬にお手元に届きます。

じぶん発じぶん行きのハガキ
書いてみませんか？

６月１２日（火）は
駐車場無料開放DAY
『ゆっくり商店街を散策しましょう♪』

aRCO（アルコ）ってどういう意味？
ポルトガル語で『虹』という意味で、それぞれのお店
のカラー（特徴）を生かしたお店づくりを応援したい
という思いと、北上市内のお店をみんなで『歩こう』
という思いから付けさせて頂きました。

スカイパーキング

さくら
パーキング

市営本通り
駐車場

TM
パーキング

ワーナー・マイカル【シネマ情報】ワーナー・マイカル【シネマ情報】

【作 品 名】　「しんかんせん★とっきゅう大集合」（約45分）　
【鑑賞料金】　2歳以上中学生以下 500円／ 一般・大高生・シニア1,000円

【ウィズ・キッズ・シアターの特徴】
１．小さなお子さまがぐずってもおしゃべりしても大丈夫！
　 　お子さまがぐずったり、泣いてもお互いさま。周りを気にするこ
　  　となく、映画をお楽しみいただけます。

２．照明や音響に配慮
　　小さなお子さまへ配慮し、照明や音響をやさしく調整。劇場内を
　　 少し明るくしたり、音響をやや抑えて上映します。

３．ベビーカーのお預かり
　　ロビーでベビーカーをお預かりすることができるので、場内では
　　 ゆったりと映画をご鑑賞いただけます。

子どもたちが大好きな新幹線や特急が続々スクリーン
に登場します♪お子様の映画館デビューをご家族揃っ
てお楽しみください。

小さなお子様の
映画館デビュー
を応援！

編集後記

maron シャッターを開ける頃、華やいだ
声の一団が通り過ぎる。北上にも
若い人がいる（笑）と感動した初
出勤の日でした。

生まれ育った商店街を明るく元気
に☆笑顔溢れる素敵な街になる
と良いな♪商店街の魅力を沢山
伝えるぞ！ ivu

toku

ゆっくり歩き回った商店街で面
白いモノを沢山発見しました。
そんな情報を発信していきた
いと思っています。 kiku

北上市立図書館の開館時間が平日
夜７時まで延長されました。お仕事

帰りに通ってみてはい
かがでしょうか。yamamo

初めまして、こんにちは。商店街
の隠れた魅力やイベントなど
の情報を発信していきたいと
思います。 piro

それぞれのお店の素晴らしい
ところを出来るだけ多くの方
にお伝えできるように頑張りた
いと思います。uta

はじめまして、こんにちは。これか
ら楽しくやって行きたいと思うの

で一年間どうぞ宜しくお
願いします。

愛され続けて21年。水曜屋の絶品クッキーぜひご賞味あれ♪

〒024-0334 北上市和賀町藤根17-121

0197-73-8522
営業時間／10：00～17：00
営 業 日／月～金曜日　
駐 車 場／駐車場/有（5台）
http://suiyouya.web.fc2.com

手作りお菓子とパンのお店　水曜屋
無料でオリジナルラベル作れます↑

人気メニュー

小さい頃からクッキーを作る環境
で育ったオーナー。クッキーにはと
ても思い入れがあり、クッキーをメ
インにしたお店を作りたかったオ
ーナーの味を是非食べてみて♪

●クッキー　バニラ ￥250　
　　　　　  チョコチップ ￥250
●パン
メロンパン　￥120
チョコチップメロンパン　￥120
キャラメルメロンパン　￥120

花は「おもてなし」の代名詞。幸せ空間にタイムスリップ♪

〒024-0012 北上市常盤台2-13-24

0197-65-4422
営業時間／9:00～19:00
　　　　　（日・祝18:00迄）
定 休 日／元旦～３日
駐 車 場／有

花工房パルテール
思わず笑ってしまうユニークな商品も♪

スタッフおすすめ商品

常盤台の信金さんから徒歩で北に
30メートル。通りに面したお花屋さ
んです。店主お気に入りのプチグッ
ズを添えて、父の日に花を贈って
みるのはいかがでしょうか？

『グリーンシャドウと柏葉紫陽花』

梅雨空を彩る紫陽花の一種。どち
らも変化する色で秋まで楽しめ
ます。

シネマ

絶賛上映中

6月中旬頃まで
上映

【主催】
『おおつちありがとうロックフェスティバル実行委員会』
・大槌 STANDING STANDING・一般社団法人 おらが大槌夢広場
・NPO法人 遠野まごころネット

【日時】2012年6月30日（土）9:00～
【場所】岩手県大槌町 マスト屋上（他２ステージ）
【出演】SA・Prisoner.11・THE MACKSHOW
　RYUDEN・横道坊主・松本哲也BAND・桂枝太郎
　佐藤ひろ美・RIA+ノリシゲ・THE STREET BEATS
　太陽族　　and more...

『おおつちありがとうロックフェスティバル』開催

詳しくは ⇒ http://www.arifes.jp

入場
無料

平成24年4月、北上市の「商い」活性化
を目的とし、『きたサポ』商い応援隊を
本通り一丁目の商店街内に開設させ
て頂きました。それでは『きたサポ』メ
ンバーからご挨拶をさせて頂きます。

★

●セブンイレブン

●ジョイス北上
　アピア店

●ゲオ

●ヤマダ電気

●さくらホール
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アーケード 〒024-0000 北上市本通り1丁目8-6

0197-64-7501
営業時間／11:30～14:00
　　　　　18:00～24:00
定休日／水曜日　
駐車場／有（約5台）

Cafe＆Bar CHUP（チュプ）
ランチメニューはドリンク付

ランチおすすめメニュー

元喫茶店を店主自ら改装し、OPEN。
今年で一周年を迎えました。お店はど
こか隠れ家的な雰囲気で渋く、かわい
い店内になっています。是非一度足を
運んでみてください。

・ナポリタン　￥800
・きのこの和風スープパスタ　￥800
・ナシゴレン　￥800
夜には、店主こだわりの親子丼や厚
切りベーコンなどメニューも豊富で
す♪

昼はCafe、夜はBarのおしゃれな空間

人気ブランドが激安！こども服はキッズマートにおまかせ！

〒024-0092 北上市新穀町1-3-37

0197-63-7577
営業時間／10:00～17:30
定 休 日／日曜日　
駐 車 場／さくら野駐車券有

キッズマート北上店
ベビー用品･玩具もありますよ(*^▽^*)

さらに特典満載の会員も大募集中です

市役所通り、北銀の隣にあるキッズマート
北上店。お客様の信頼が厚い人気の子供
服リサイクルストアです。ヒステリックミ
ニやラルフローレン、KPなども他より安
く販売しており、とてもお買い得です。
キッズコーナーもあるので、ぜひお子様
とご一緒に遊びに行ってみませんか♪

①メンバーズカードご提示で全品5％OFF!
　雨(雪)の日、3の付く日は全品10％OFF!
②現金にて1,000円お買上げごとに
　100円のお買い物券を進呈！
③買取査定１０％UP!

父の日ボトル

創業87年、かめに入れたまろやかな
いも焼酎の量り売りが大好評です。6
月17日（日）は、父の日です。世界に
一つしかないオリジナルボトルをお
父さんにプレゼントしてみては？

・どっしりボトル（720㎖）　￥1,260 
・フロストボトル（720㎖）　￥1,155 

ご家庭や会社のイベント、「生ビール
パーティー」への配達も行っており
ます。地方配送もOK！

あなただけの『父の日ボトル』作れます♪

〒024-0092 北上市新穀町1-3-22

0197-63-3052
営業時間／8:00～21:00
定休日／元日のみ休み　
駐車場／有（4台）
http://www.wagaspo.com

和賀スポーツ・佐助酒店
北上の水を使用した『北上の雫』もオススメ！

昔ながらの老舗　お菓子の栄泉堂

〒024-0034 北上市諏訪町1丁目2-17

0197-63-2521
営業時間／9:00～19:30
定 休 日／なし　
駐 車 場／なし
http://www.eisendou.com

栄泉堂 本店
お土産にもオススメ☆

おすすめ商品

栄泉堂では、素材にこだわり、一つ
一つ手作業で、手間と愛情を込め
てお菓子を作っています。

よもぎ大福　 ￥100
5月～6月の期間限定販売
粒あんで、ヨモギの香りが、口の中
でふわりと広がります。

五郎がびっくり焼き　 ￥115
ゴマとクルミを贅沢に使用した北
上を代表する銘菓です。

ワンちゃんの癒しの空間へようこそ★

〒024-0031 
北上市青柳町1-5-40片々ビル1階

070-5622-7412
営業時間／10:00～16:00
定休日／不定休　
駐車場／なし

PET・SPAカシータcasita
被毛に優しいオーガニックシャンプー使用です

シャンプーPRICE

PET・SPAカシータは、犬にスト
レスをかけないよう、一頭一頭丁
寧に愛情を注いでいます☆　
初回のみ20%オフ!!
※電話予約優先になります。

・M・ダックス（スムース）　￥2,500～
・M・ダックス（ロング）　 ￥3,000～
・W・コーギー　　        ￥4,500～
・ゴールデン・R　　　  ￥7,800～

〒024-0094 北上市本通り二丁目4-21

0197-63-6553
営業時間／9:00～19:00
定 休 日／日曜日　
駐 車 場／有（2台）

SUTAMPHOUSE  菊印房
あなたのカラーで願いが叶いますように

スタッフおすすめアイテム

店内に作業場があり、職人さんが
その場で彫ってくれる菊印房。品
揃えが豊富で仕上がりも早く、確
かな品質。お急ぎの場合は、朝に注
文し夕方に受け渡し可能ですよ♪

最高級天然牛角白印
<12×60mmケース別＞
ルミネ・クルール　￥9,500（税込）
カラフルに染色コーティング仕上
げしたとってもかわいい印鑑です。

1本1本、職人手仕上げの印章・印鑑

おすすめ商品

丸方自転車店では、世界№1バイクメ
イカーGIANTを取り扱っています。
レジャーからレースまで、シーンに合
わせて自転車を選んでみては☆

DEFY3　￥79,800
ヒルクライムなどのイベント参加
を目指す方にオススメ。
Escape RX 3　￥59,850
フィットネス指向のクロスバイク
がさらにグレードアップ。女性専用
もあります。

快適な自転車ライフを楽しもう!!

〒024-0033 北上市幸町3-9

070-63-2535
営業時間／10:00～18:30
定休日／不定休　
駐車場／有（4台）
http://team024soulrider.blog.fc2.com

丸方自転車店
その他常時30台以上在庫中♪

オリジナル伝統工芸「六原張り子」

〒024-0034 北上市諏訪町1丁目1-33

0197-63-7544
営業時間／10:30～18:00
定休日／不定休　駐車場／有（1台）
http://www6.ocn.ne.jp/̃sawahan/
http://coshell.shop-pro.jp/

さわはん工房 鬼のいぬ間
レザー製の面白ストラップ（写真右）

おすすめ商品

お店には工房で作られた六原張り子
がずらりと並んでいます。和紙面や
干支人形が賑やかにお迎えします。

干支／福犬　￥3,465
創られ続けて25年以上経つ人気商品。

鯉金太　￥1,890
2011年3月11日の震災後創られ
た作品。「鯉の滝のぼり」のように
上昇していって欲しいという気持
ちから創られた作品。
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お店見学ツアーズ!!お店見学ツアーズ!!
きたかみ街中コンシェルジュ「　　　　  （オリオリ）」と行く♪

20才
以上参加者（女性10名　）大募集♪

参加者全員にワーナーマイカルシネマズ   　　　　　　　　　プレゼント! ※平日限定

【参 加 費】 無 料 （先着１０名）
【日　　時】 ６月８日（金）１３:００～１５：３０
【集合場所】 「きたサポ」商い応援隊事務所 

オリオリと一緒にお店（3店舗）を見学し、テーマに沿った
商品を参加者の視点で選んで頂きます!
● ティーエムアン「今年の夏着たいものは？」
● 花＆器ぐんきん「夏におすすめ雑貨!」
● 三陸きずな商店「私のおすすめ手作りグッズ♪」

おりこ かおり

私たちが
北上のお店を
ご案内します♪

【参加申込み電話番号】

TEL:0197-65-4033
（受付時間 平日9～17時）

【集合場所】

きたサポ（北上市本通り1-8-1）

映画『無料鑑賞
券※』


