藤根商店会感謝祭

2012年8月31日号 Vol.4
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

お

見 学

編
ェンジ
チ
ル
ミラク

〒024-0063 北上市九年橋1丁目8-21
TEL 0197-63-8609
http://www.mother-earth.co.jp/
定休日 不定休 駐車場 有
営業時間 11:00〜20:00

【モデル】吉田研一さん
【撮影場所】

スツール
34,500円（税込）

Before

前回『第3回お店見学ツアーズ』のご報告♪

各種撮影、
写真、
カメラ等は
【写真撮影】 当店へお任せ
下さい

●ハシモト家具

●三光堂

〒024-0061北上市大通り3丁目10-12
TEL:0197-63-4300
定休日：水曜日 駐車場：有
営業時間：9:30〜19:00

〒024-0094北上市本通り2丁目1-10
TEL:0197-64-2251
定休日：年中無休 駐車場：有
営業時間：7:30〜20:00
http://www.sankoudo.com

コスメティックShop（コスメハウスかんの・ぷりてぃすみれ・
コスメティックス ナナオ）を巡る見学ツアーを開催しました!!

シャレナカラーパレット 8,925円（税込）

コスメティックスナナオ

︻おすすめ商品︼

ぷりてぃすみれ

北上市内ではここでしか買えない舞台演劇用のチーク＆シャドウパレ
ットです。通常はお祭りや舞台用に使うものなので、汗に強くくずれに
くいのが特徴です。最近では夏用のメイク道具として使う人が増えて
います。

クールで心地よい感触を叶える、泡タイプの下地。泡が素肌をキュッと
引き締め、ファンデーションのフィット感をアップ。同時に化粧崩れも防
ぎ、時間が経過しても快適な肌状態を維持できます。

コスメハウスかんの

イグニス ネイチャーウォーター <化粧水> 110g 3,150円(税込)

コスメティックスナナオ

いつも頼りたくなる心地よさ。ヨモギ葉水配合の化粧水。

︻参加者の感想︼

敏感肌なので、敏感肌でも使
用できる化粧品の紹介を頂い
たり顔用の化粧品以外
（ボディ
・ヘアケア用など）
の商品もあ
り、
とても参考になりました。

普段入ったことのないお店ばか
りで、新しい発見でした。色々と
商品も試せたので良かったです。
ありがとうございました。

藍染めワンピース 6,200円(税込)
素材は綿100％で肌触りもよくシンプルな
デザインなのでちょっとしたお出かけにも
最適。

「機能とデザインの融合」を実現したメイドインジャパン
の人気商品。大変人気のためお電話にてご確認ください。

久留米がすり手提げ

ペンダントルーペ
Dirocca（ディロッカ）
5,250円(税込)

1位
2位
3位
4位
5位
5位

食事会
花
孫に関するもの
お菓子
家族旅行
感謝の言葉

*店頭にてこちらのセットをお買い上げの方
にギフトBOXをサービスさせていただき
ます。

ご当地グルメフェスタ
きたかみ
級

〜食で繋がる東北・いわてのおもてなし〜

上野黒門町 お江戸本牧亭

2012

きたかみ出前寄席
落語家 鈴々舎風車

講談師 神田すず

岩手県内外のＢ級ご当地グルメが北上に集結し、
「きたかみＢ級
ご当地グルメフェスタ2012」
が開催されます。
繋がる東北をテー
マに被災地から福島県浪江町の浪江焼麺太国、宮城県石巻市の
石巻茶色い焼きそばアカデミー、
釜石市からは釜石ラーメンなど
の出展が決定！ 北上市の市民屋台も多数出店いたします。

同時開催「被災地の現在とこれから」
と題し、シンポジウムを開催。被災地からの出展者にお話
を聞き、
今とこれからを考えます。
みなさまのご来場が東北の絆を強くします！

2012年9月7日㈮8日㈯9日㈰

家族みんなで

また、
当日のボランティアスタッフも募集しております。
お申し込み・お問い合わせは 遊びに来てね♪
きたかみＢ級ご当地グルメフェスタ2012実行委員会事務局までお願いいたします。
TEL：0197-63-8855
（きたかみ観光ＮＥＸＴ兼用） FAX0197-61-5621

シネマ 【ワーナー・マイカル シネマ情報】

あなた へ

【あらすじ】
北陸の刑務所で指導技官として勤務する倉島英二（高倉健）のところに、亡くなった妻・
ぷりてぃすみれ

4,900円(税込)

巾着タイプで使いやすく軽いのが特徴。
オールジーズン使える手提げです。

【敬老の日に贈って喜ばれた
ものランキング トップ・5】

イタリアマツクリ社から
生地を取り寄せて日本
の職人によって作られ
た逸品。

日本映画界屈指の名優・高倉健が、
『鉄道員（ぽっぽや）』
『ホタル』など数々の名作を送り出してき
た降旗康男監督と20作目のタッグを組んだ人間ドラマ。妻の遺骨を散骨するため妻の故郷へ旅立
った男が、道中で出会った人々との交流を経て妻の真意を知る姿を描く。
『あ・うん』のプロデュー
サー市古聖智が遺（のこ）
した原案を、降旗監督と脚本家の青島武が再構築。共演にはビートたけ
し、
田中裕子、
佐藤浩市、
草なぎ剛、
綾瀬はるかなど、
ベテランから若手まで豪華な顔ぶれがそろう。

すべてを包むような、なめらかさ。ヨモギ葉水配合の頼れるミルク。

高橋 絵里奈さん

JAPONISM（ジャポニスム）JN-476
47,250円(税込)
（フレームのみ）

大塚呉服店（店舗の詳細は裏面参照）

開演時間/ 13時から・15時から
場所/ 本通り2丁目「きたかみ本牧亭」
木戸銭（入場料）/ 800円

日時：９月２２日
（土・祝）
２３日
（日）
１０：００〜１５：００
（雨天決行）
会場：さくら野百貨店北上店周辺

イグニス ネイチャーミルク <薬用乳液> 110g 3,780円(税込)

体験リポーター

眼鏡

いつもキレイを忘れないばっちゃんへ

イベントの詳細につきましてはホームページをご覧ください。
HP：http://www.gourmet-festa-kitakami.jp/

TWANY ESTHETUDE
トワニー エスティチュード クールフィックス 3,150円（税込）

コスメハウスかんの

個人ではなかなかお店に入るこ
とが出来ませんが、
この機会を利
用できて、とてもいい経験をさせ
て頂きました。

【屋台】
焼き鳥・イカ焼き・そば・うどん・フランクフルト

メガネの松村（店舗の詳細は左面参照）

ヤマオリ

三人掛けソファー
158,000円（税込）

化粧品の選び方やお手入れの仕
方を聞くことができ満足です。気
になってはいてもなかなか入り
にくい店でも、また行ってみよう
と思いました。

子どもから大人まで楽しめる様々な催しがお目見え。

協賛：藤根自治振興会

いつもオシャレなじっちゃんへ

〒024-0094 北上市本通り1丁目5-28
TEL 0197-65-3358
http://www.hair-amuse.co/
定休日 月曜日、第一火曜日、第三日曜日
営業時間 9:00〜18:00 駐車場 有

サイドテーブル
23,100円（税込）

〒024-0094北上市本通り2丁目1-15
TEL:0197-65-3121
営業時間：9:30〜18:30
定休日：第一・三日曜日

【キッズコーナー】

9/17

●GALLY（ガレイ）

●陶器・銘茶 吉辰商店

よしみとそのいちみステージショー
主催：藤根商店会

ノーカラーシャツ MAURO GRIFONI ￥20,790
スーピマコットン クロップドパンツ COLINA ￥22,050
ストール Stefano Marsili ￥11,550
型押しレザーベルト Anderson's ￥15,540
アフリカン真鍮・ターコイズ ブレスレット DKmade ￥9,030
オニキス・真鍮・シルバー ブレスレット DKmade ￥11,550
スニーカー new balance M1300CL 参考商品
※すべて内税

ＴＯＭＦＯＲＤ
トムフォード
44,100円（税込）

会場に陳列される品物の数々から
掘り出し物があるかも。

［会場］
２階大ホール ［時間］11:00〜12:30

●ヘアアミューズ

After

〒024-0094 北上市本通り2丁目3-43
TEL 0197-64-6121
http://www.matsumura1914
megane.com
定休日 水曜日 駐車場 有
営業時間 9:30〜19:00

【フリーマーケット】

敬 老の日
おめでと う

●メガネの松村

地元で採れた新鮮な秋野菜・キノコなどが豊富。

会場：JA花巻和賀支所正面駐車場

2012年夏の
トレンドカラーで
クールベージュに
爽やかなソフト
モヒカンに
仕上げました。

ふじね「市」
【農産物販売】

日時：

吉辰商店のケンちゃんこと吉田研一さんが
北上の中心商店を廻って大変身しました!!

暮らし豊かな"郷"づくり

同時
開催

9月9日(日)10:30〜15:30

【ブログ】http://kitasapo.seesaa.net

店

野中音頭復刻記念

「おでしゃんせ」

春夏冬二升五合♪ 20,000部発行

洋子（田中裕子）が生前にしたためた1通の手紙が届く。そこには故郷の海に散骨してほしいと書
かれており、英二は洋子が生前には語らなかった真意を知るため、車で彼女の故郷・九州へと向か
う。その道中で出会ったさまざまな人々と交流するうちに、妻との思い出が頭をよぎり……。

お問い合わせ/ 0197-63-5735まで
北上市十字路商店街振興組合連合会

2012年

公開

8月25日㈯

編 集 後 記
熱い！熱い！ロンドンオリンピックが幕
を閉じましたね。私がイギリスに留学し
kiku
ていた頃よく足を運んだのが、今回オリン
ピックマラソンコースとなったテムズ川沿いにある現代美
術館のテートモダン。ここの7階にあるレストラン＆バーか
らの眺めは本当に最高です。行く機会のある方はぜひ立ち
寄ってみてくださいね。近場でイギリスの雰囲気を味わい
たい方はアイリッシュパブTHE KEG（ケグ）がおすすめ。黒
ビールはもちろん！定番のフィッシュ＆チップス、
家庭料理の
シェパーズパイを味わうことができます。

9 月にぜひ行ってみたいお店！
夢とパワーをもらえるCafe＆雑貨のお店へようこそ♪

一度行ったらくせになる変化自在の洋服屋？脱！カテゴライズ

今が旬の秋の味覚を味わえる黒沢尻宿本陣さくら寿司

店長の金野さんから一言♪『楽し
む事をひたすら追求の毎日。よっ
て悪戦苦闘は自業自得。それでも
めげない根性はなかなかのもん
じゃな〜い。』

さくら寿司は地産地消、安心、新
鮮を心条としており寿司ネタも店
内仕込みの自家製商品が多いの
も自慢です。みなさまのご来店を
お待ちしております！

6月にオープンしたばかりのサンレモ
は、パワーストーンをメインとした雑貨
屋さん。ブレスレットは1,000円から自
分で作る事ができます。おすすめドリン
クは自家製バナナジュース400円。

東洋医学で不妊相談（月経リズムに合わせて漢方を飲む）
「周期調整法」は東洋医学と総合医療
が進んだ中国では、非常にポピュラー
な不妊治療法。用いる薬は漢方薬です
が西洋医学の検査や基礎体温を参考
にして選薬する点が大きな特徴です。

ブレスレット 900円〜5,000円（税込）

カポちゃん（JOINT CREATION） 4,200円（税込）

生さんま（写真左）240円（税込）

婦宝当帰膠300㎖ 5,607円（税込）

石屋さんが海外から仕入れた石を中間
業者を通さず直接仕入れ、安くて良い
商品をお客様に提供しています。

オス！オイラ「カポちゃん」 表地はオーガニックコットン
の柔らかく滑らかな肌触りで中身も カポック という
無農薬で栽培できるエコロジー素材。ヨロシクビーム!!

戻りかつお（写真右）190円（税込）

婦宝当帰膠の主成分である当帰は昔から「女
性の宝」と言われ血の巡りを良くし体を温め体
力をつける婦人の薬として使われてきました。

アパホテル
●

岩手銀行
●

さくら野

●更科
アーケード

セブンイレブン●

カフェテリア サンレモ
〒024-0034 北上市諏訪町2丁目4-32
090-2023-9447
営業時間／月〜金 10：00〜17：30
土曜日 12：00〜24：00
定 休 日／日曜日
駐 車 場／無

創業100周年の老舗呉服店による『枕工房』

Heg

アーケード

〒024-0094 北上市本通り2丁目3-44
0197-63-8581
営業時間／12：00〜20：00
定 休 日／水曜日
駐 車 場／無
http://www.hegood.jp

TMパーキング
さくら野

市役所●

大塚呉服店

●海人

マルカン

毎月第１土曜日ら・らスタンプ３倍、お得セールもやってます

●

市役所●

セブンイレブン

●ぐんきん

玉扇食堂
●
佐藤組

●

北上
オフィス
プラザ
●

貴腐コーヒー (100g×2袋) 2,650円（税込）
更木桑茶や玉露の他、コーヒーも販売して
います。ほんのり甘くて、
うっとり〜するほど
香りも優しいです。数量限定販売！お早めに！

お茶や 菊池園

さくら野
●
北日本銀行
●

市役所●

●海人

アーケード
マルカン

●ぐんきん

〒024-0094 北上市本通り1丁目8-20
0197-65-1155
営業時間／9：00〜19：00
定 休 日／第2、第3日曜日
駐 車 場／有（3台）
http://ochaya.winups.jp/

さくら野
アーケード

北日本銀行
●

ロースはしゃぶしゃぶ、
トンカツに。
豚バラ肉はカレー、シチュー用に。厚さ
はご要望に応じます。
旧 R107
MCS進学
研究会

西念寺●
●

さくら野
アーケード
市役所
●

軽石精肉店
〒024-0035 北上市花園町2丁目3-25
0197-63-4019
営業時間／8：00〜19：00
定 休 日／日曜日・祝日
駐 車 場／有（5台）

「利き酒師」のいる酒屋。こだわりの彩豆堂 直売所です
なかなか手に入らないお酒や普段
見ることのない珍しいお酒も取り
揃えております。思いがけない掘り
出し物を発見できるかも♪市内は
配達OK！お気軽にご相談ください。

※詰め合わせによって価格が変わります

北上● ●
信用金庫 ぐんきん
市役所
●

敬老の日 特別商品「赤霧島」限定セット◎春と
秋の年2回しか入荷しない大変貴重な商品と
の詰め合わせです。
（数量に限りがございます）

しんまちはり・灸・整骨院
〒024-0032 北上市本通り1丁目7-9 1FA
0197-63-3770
診療時間／8：30〜19:30 14:30〜19：30
休 診 日／なし
（月曜日は完全予約制です）
駐 車 場／有（10台）
http://www.shinhari.com/

ゆったりくつろげる … 三角スペースのお店です

北上ブランドのしらゆりポークをメイ
ンに、鶏肉、ハム、ベーコンを取り扱っ
ています。手造りハンバーグが人気の
他、ロースの薄切りスライス詰め合わ
せは手土産として密かに人気です♪

豚ロース（写真奥）100ｇ 180円
豚バラ（写真手前）100ｇ 130円

アーケード

敬老の日 限定商品

酸素カプセルで疲労から美容までサポ
ート[ケガの回復、疲労回復、美容、ダイ
エットに]

地元北上産ブランド豚「しらゆりポーク」を買うならここ！！

明治36年創業。常連さんも多く、地
元に愛されるお茶屋さんです。お茶
の美味しい入れ方を丁寧に教えて
頂けます。お茶のお稽古もお薦めし
ています。自分磨きにいかが？

さくら野

「赤霧島」詰合せ 3,500円（税込）〜

30分 2000円 40分 2300円 60分 3000円

〒024-0041 北上市相去町後堤25-10
0197-67-6162
営業時間／11：00〜18：00
定 休 日／日曜日・祝日
駐 車 場／無
※注文が多い場合は事前にお電話下さい

〒024-0094 北上市本通り2丁目4-12
0197-65-1772
営業時間／9：00〜19：00（土・祝10：00〜18：00）
定 休 日／日曜日
駐 車 場／有：さくらパーキング（駐車券発行）
http://yakusendou.blog59.fc2.com/

岩手銀行 一番鮨
●
●

しんまち商店街で開業12年目を迎えた、
しんまち本院がリニューアルオープンし
ました。骨折、脱臼、捻挫、挫傷の外傷や
筋肉に特化した筋肉治療で皆様の「痛み」
を全力を尽くし治療していきます。

酸素カプセル(学生 30分 1000円）

里の味

●GS

R4

●
北日本銀行

〒024-0092 北上市新穀町1丁目1-36
0197-64-0311
営業時間／月〜金 10：00〜18：00
土・日 10：00〜17：30
定 休 日／木曜日
駐 車 場／有（1台）

●
六星軒

只今、リニューアルオープン価格実施中!!

漢方の薬専堂 中醫学専門

有限会社
●
鬼柳小

パチンコ●
CAT s

●
六星軒

R4

●

アーケード

アーケード

〒024-0094 北上市本通り2丁目2-1
さくら野百貨店ツインモールプラザ東館4階
0197-61-5636
営業時間／11：00〜20：00
定 休 日／年中無休
駐 車 場／有

しんまちはり・灸・整骨院がリニューアルオープンです！

タニオリ

高9,450円（写真上）低9,450円（写真中）

黒沢尻宿 本陣 さくら寿司

市役所●

5月にオープンしたばかりの里の味
は、お持ち帰り専用のお店。本場韓国
の味にこだわっており、ホットク専用
の生地は韓国から入荷しています。
さきいかの佃煮もおすすめです!!

ホットクとは韓国のおやつです。中には、三温
糖でからめたシナモン・クルミ・ピーナッツ
が入っています。一度食べたらやみつきに☆

ベーシッククオリティミニパイプ枕

旧 R107

さくら野

本場韓国「オモニ」の味を食べてみてはいかがですか?

ホットク 200円（税込）

動いても変わらない寝心地

さくら野

さっぱりしているのにトロっととける旨さ。

旧 R107

ピローフィッターの資格を持つ専務と
スタッフの方がピロースケール（枕測
定器）を使いあなたにぴったりの枕を
選んでくれます。オーダーメイドでオ
リジナルの枕を作ることもできます。

リラクゼーション枕
エンジェルフロート15,750円（写真手前）

旬真っ盛りの生さんま。人気NO.1の商品。

総合運動公園●

三 陸 か ら 産 地 直 送 の お 魚 を ご 家 庭 で 楽し め ま す

美容師になって10数年･･･。もっ
と沢山の人に出会いたい。そんな
思いで7月27日にOPEN☆お子
様連れ大歓迎☆どうぞお気軽に
御来店下さい。

カット（大人）
（幼児）

3,150円（税込）
1,050円（税込）

※その他のメニューについてはお手数
ですが、お問い合わせ下さい。
アイガー
スポーツ●

MCS進学
研究会
旧 R107
●

スカイパーキング

●岩手銀行
さくら野
アーケード

新鮮な三陸産のお魚を販売。
宮古
出身のご主人が毎日仕入れており、
今の時期は鰹やサンマ、
アナゴが
特に旬です。
お魚のことなら何でも
おまかせください♪

海鮮ちらし寿司（並） 630円（税込）
店内で、テイクアウトで海鮮ちらし寿司
など上質のネタを低価格で楽しめます。
お刺身でお寿司でご堪能あれ♪

美容室 fruit （フルート）
〒024-0094 北上市本通り2丁目3-33 1F
0197-72-6858
営業時間／9：00〜17：00頃
定 休 日／月曜日+α
駐 車 場／駐車券を発行いたします。
近隣市営駐車場をご利用下さい。

丸昭

〒024-0056 北上市鬼柳町都鳥48
0197-67-4131
営業時間／8：00〜20：00
定 休 日／不定休
駐 車 場／有（10台）

鮮魚活魚

さくら野
大塚呉服店●
●
北日本銀行

市役所●

●

アーケード
マルカン

●ぐんきん

海人

〒024-0094 北上市本通り1丁目8-13
0197-65-6969
営業時間／9：00〜19：30
寿
司／12：00〜13：00、17：00〜19：30
定 休 日／水曜日（年末年始も営業）
駐 車 場／有（6台）
http://www.kaitokun.com/

