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8月26日（日）北上展勝地の特設ステージで「北上夜
曲2012」音楽野外フェスティバルが開催されるみ
たいです。出演アーティストも豪華な顔ぶれなので
ぜひぜひ行ってみて下さい！
詳しくは「北上夜曲のブログ」にてご確認下さい↓
http://blog.livedoor.jp/ykmusic/

 【シネマ情報】 【シネマ情報】シネマ

Ctokyo skytree

前回（7/7）の「お店見学ツアーズ」のご報告前回（7/7）の「お店見学ツアーズ」のご報告

ピーチシャーベット　　　　450円 (写真右下)

オレンジシャーベット　　　 500円 (写真左下)

パインシャーベット　　　　800円 (写真左上)

かぼちゃアイスクリーム　　850円 (写真右上)

アンデルセン本通り店
北上市本通り1丁目5-35　TEL:0197-64-4377
営業時間：8:30～19:00　定休日：年中無休

JEBLET FRUITS SHERBET （ジュブレフルーツシャーベット）

知る人ぞ知る！アンデルセンオリジナル天然果汁100%の手作りシャーベット。
帰省やお盆でみんなが集まるこの時期のちょっとした手土産にいかがですか？

　【ワンポイント】 手土産を渡す時のマナーとして、生鮮食料品やアイスのように　
　早く冷蔵庫に入れたほうがいいものは、その旨ひとこと添えて玄関で渡します。

ハッピーナイト☆ワークショップ  夢あかりをつくろう！！
8/4（土）17：30～
会　場／「結」夏祭り会場内/
　　　　まちなか学校前（吉辰商店隣）
参加費／無料 ※当日先着30名様の受付となります
講　師／北陶会
陶芸用粘土で出来た「土台（直径13cm×高さ
13cm）」にクッキー型等で穴開けします。完成した
夢あかりは焼成のためお預かりし、10月13日（土）
14日（日）にお渡します。

『まちなか学校』カルチャー教室オープン  第1弾

【お問合せ】
きたサポ 商い応援隊
事務所
℡0197-65-4033
（受付 平日9時～17時）

まちなか学校では、カルチャー教室の開催希望者を募集しています。詳しくは0197-63-5735まで（10：00～16：00）

第
3
回

                にワーナーマイカルシネマズ     　　　　　　　 プレゼント! ※平日限定映画『無料鑑賞
券※』

【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才以上の女性（先着10名限定）
【参加申込】0197-65-4033（受付 平日9～17時）

●ぷりてぃ すみれ　●コスメハウスかんの
●コスメティックス ナナオ

8月7日（火） 13:30～16:00

オリオリと一緒にお店を見学しよう♪

『コスメティックShop』編

今回は

日時：8/4㈯5㈰17:30～21:00 
場所：本通り一丁目・二丁目
【交通規制】17：00～21：30

2012 ほんまち・しんまち

～手と手を取り合い、街を元気にしよう～

「結」夏祭り「結」夏祭り

【
参
加
者
の
感
想
】

「呉服店であなたにぴったりのゆかたを見つけよう♪」という
テーマで「松屋さん」＆「丸五呉服店さん」を巡る見学ツアーを
開催しました!!

● なかなか行く機会がなく、今回出掛けることが出来て良かった。
　北上の街が寂しいのが残念です。いろいろなイベント楽しみに
　しています。
● 着物ということであまり着る機会がなく、どうかと思いましたが
　いろいろ説明され勉強になりました。いい企画だと思いました。
● 呉服屋さんは敷居が高いイメージがあったのですが、団体で行
　くとゆっくりお店を見ることが出来たので良かったです。
● 最近着物を着る機会がなかなかないので着物を見てふれあう
　いい機会だった。

声の出演：神谷浩史／日笠陽子

60分間、鳥の視点で見てみよう。誰も見たことのない東京スカイツリーを ―
【STORY】
2011年3月、世界一の自立式電波塔「東京スカイツリー」が地上634ｍの高
さに達したとき、アンテナ上部に一羽のハトが止まっていた。そのハトは、
ほかの木とは違う枝（鉄骨）がグングン天空に向かい伸びる不思議な木の
成長を見守り続けていた・・・。約3年8ヶ月の工事記録をもとに、空撮など
も駆使し壮大なスケールで撮影された映像を、ジョンピーとクルックーの2
羽の守り鳩がわかりやすく解説。みんなが待ち望んだ「東京スカイツリー」
の二つの展望台からの絶景や、日本人の細やかな技術にかけたヒューマン
ドラマなどがたっぷりと描かれています。誰もが知りたかったスカイツリー
の"ひみつ"を大スクリーンで是非お楽しみください。

2012年

7月28日㈯公開
げき   じょう    ばん

せ         かい       いち

十字路商店街へのハンギング
取り付け完了しました♪

去る6月19日に行われた「花いっぱいでおもてなしハンギ
ング講座」にて作成いただいた「ハンギング」の取り付け
作業が無事完了いたしました。花いっぱいの十字路商店街
にぜひおいでください!!

あの話題のスカイツリーが、この夏映画に！

さくら野
●

市役所
●

アーケード

●吉辰

人気商品のためお買い求めの際は事前にお電話ください。

チャレンジショップ事業
出店者募集

出店場所：さくら野3F（ツインモールプラザ東館）
家　　賃：11,000円（敷金・礼金・共益費なし）
対象業種：小売業・サービス業・飲食業
募集者数：4名
募集期間：平成24年8月末日まで

問合せ先：北上市本通り商店街
　　　　振興組合事務所
　　　　TEL：0197-63-5735

参加者大募集！！

松屋

丸五呉服店

参加者全員

詳しくは
市役所ホームページ
をご覧ください。

会場

第５回利根山光人記念大賞展トリエン
ナーレ・きたかみ入賞入選作品展の期
間中、作品展の２会場（北上市生涯学
習センターと北上市市民交流プラザ）
をつなぐ「まちなか」に、過去の大賞・部門賞、
利根山画伯の作品を展示します。詳しくは北上市ＨＰを御覧ください。
http://www.city.kitakami.iwate.jp

【お問い合わせ先】
北上市教育委員会生涯学習文化課
〒024-0061 岩手県北上市大通り1丁目3-1 　TEL:0197-64-0500（直通）

「胆沢町念仏剣舞」利根山光人

8/2㈭～ 8/8㈬
まちなかギャラリー開催
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落ち着いた佇まいの中でゆったり味わう和の心

〒024-0012 北上市常盤台1丁目20-8
　0197-65-0466
営業時間／昼10：00～14：00
　　　　　夜17：00～22：00
定 休 日／木曜日　駐車場／有（10台）
席　　数／78席

銀寿司

四季の風情と彩りを料理に託
し、常盤台で40周年を迎えま
した。お食事やご宴会はもちろ
ん、法事・結納等の慶弔膳の予
約配達も承っております。お気
軽にご相談下さい。

得得ランチ　1,000円（税込）
ツルツルおそばに、自慢の寿司、天ぷらと、
色々味わえる欲張り女子におススメのラン
チタイムメニューです。是非ぜひどうぞ！

作り手の温か味が伝わってくる  老舗のそば屋『鈴木屋』

〒024-0034 北上市諏訪町2丁目5-5
　0197-63-2728
営業時間／10：30～21：00
定 休 日／不定休
駐 車 場／有（4台）
席　　数／30席

そば処  鈴木屋

時間をかけて作ったそばつゆ
と、そばもうどんも手打ちの手
作り麺。昔と変わらない味を守
り続けて100年以上経つ鈴木
屋の味を是非一度味わってみ
て下さい。

サラダうどん　750円（税込）
薄くのばし丁寧に1切1切手作業で作ったう
どんに新鮮夏野菜をたっぷりのせています。
特製ドレッシングでお召し上がり下さい。

リーズナブルな価格で味わえる「本格絶品つけ麺!!」

〒024-0012 北上市常盤台1丁目20-10
　0197-64-4110
営業時間／昼11：00～15：00
　　　　　夜17：00～23：30
定 休 日／不定休　駐車場／有（5台）
席　　数／33席

楽・旨・麺  ゆうゆう

修行8年の後、常盤台にオープ
ンして4年、スープ、麺はもちろ
ん、チャーシュー・メンマとオリ
ジナルの味を追求しています。
新食感の「ぬる麺」もぜひご賞
味下さい。

つけ麺（具盛り）　680円（税込）
みそ味ベースの和風濃厚うま辛スープに麺
は特注の平打太麺。その時の気分で熱と冷
を選べるのも嬉しい◎癖になる味をどうぞ。

バランスのいい豚骨スープで何度でも食べに行きたくなります

〒024-0056 北上市鬼柳都鳥235-1
　0197-67-5660
営業時間／昼11：00～15：00（LO15分前）
　　　　　夜17：00～21：00（LO15分前）
※月曜日は11：00～15：00までとなります
定 休 日／火曜日　駐車場／有（15台）

横浜らーめん 日々家

醤油の濃さ、鶏油の量、麺のゆ
で加減は、好みに応じてくれ
るので自分だけのオリジナル
のらーめんを楽しんでみては
いかがでしょう。国産の肩ロー
スも絶品です！

とんこつ醤油ラーメン  650円（税込）
1日に70キロもの豚骨、鶏ガラを毎日2
時間置きにガラを入れ替え、味のバラン
スを保っています。大判の海苔もGood♪

地域に愛されて32年◎ 圧巻のボリュームにも大満足！！

〒024-0053 北上市大堤西1丁目2-23
　0197-67-3912
営業時間／昼11：30～14：00
　　　　　夜17：30～22：00
定 休 日／なし　駐車場／有（6台）
席　　数／61席

御食事処  うおすけ

国道４号線の西側、総合運動公
園・南小・南中の近く、閑静な住
宅地の中にある地域に愛され
る食堂です。厳選素材の天丼の
他一品料理も充実。団体のご予
約も承ります。

冷し中華　　700円（税込）
しょうゆベースのタレに、自慢の自家製チ
ャーシューとクラゲ、大ぶりトマトがたっぷ
りの夏の定番メニューをご賞味ください。

平成元年創業、幅広い年齢層のお客様から支持されているお店

らーめん徹治

あんかけメニューをはじめ、独
創性溢れるオリジナルメニュー
でリピートされている徹治。毎
週土曜日はお得な餃子100円
引きも開催しておりますので
お気軽に足をお運びください。

ピリ辛冷製みそラーメン  790円（税込）
夏にぴったり冷製らーめん。ピリッとし
た辛さが食欲をそそり、暑く食欲のない
日でも箸が進むこと間違いなし！

創業60年  先代からの伝統の味を守り続ける『更科』

〒024-0034 北上市諏訪町2丁目5-18
　0197-63-3258
営業時間／11：30～21：00
定 休 日／月曜日　駐車場／有（2台）
席　　数／100席
http://www.vijp.com/syoku/023/

お食事処  更科

60年間変わらない、手作りそ
ばとうどん、中華麺と先代から
のそばつゆと中華スープの味
を守り続ける更科。夏限定の
「冷やしラーメン」500円もお
すすめの1品です。

づけまぐろそば　1,000円（税込）
自家製の手作りそばの上に、まぐろの醤油
づけ、とろろをかけた1品。こちらは、そばと
うどんのどちらかをお選びいただけます。

驚きの味！岩鷲のらーめん、つけ麺は３回は食べるべし！

らーめん岩鷲（がんじゅ）
〒024-0092北上市新穀町1丁目3-20
　0197-63-8020
営業時間／昼11：30～14：00
　　　　　夜18：00～20：30（LO20:00）
定 休 日／月曜・第1火曜日　駐車場／有（6台）
席　　数／17席　http://rahmen-ganju.com/

岩鷲にしかない味。魚介系和
風だしをベースに動物系だし
を存分に効かせたガツンと来
るWスープ。ぜひ３回は食べて
みて下さい。夏限定のトマトつ
け麺もオススメ♪

つけ麺　650円（税込）
魚介風味をベースに複雑な旨味のつけ汁に
モッチモチ食感の特注太麺がドッキング。
締めに蕎麦湯感覚でスープで割るのもOK◎

店主こだわりの手打ち麺！夏季だけの絶品冷やし中華！

〒024-0012 北上市常盤台3丁目1-31
　0197-65-3740
営業時間／平日      11：00～18：30頃
　　　　　土・日・祝 11：00～20：00
定 休 日／火曜日（祝日の場合は翌日）　
駐 車 場／有（10台）　  席　数／21席

手打ち中華  とら屋

岩手県唯一の白河ラーメンの
店。手打ちの幅広縮れ麺と鶏ガ
ラで取った澄んだ上品な醤油
スープ。お手製の餃子は皮から
自家製でモチモチで食べ応え
があります。

冷やし中華　900円（税込）
ご主人が朝5時過ぎから竹竿を使った独特
の製法で麺を打ってます。麺の量を通常の
1.5倍増量可なので麺食いには嬉しいです♪

県産の食材にこだわった本格イタリアンレストラン

La Taverna ラ・タヴェルナ
〒024-0094 北上市本通り1丁目5-31
　0197-61-0822
営業時間／
火～金11：30～14：30、18：00～23：00
土・日・祝11：30～15：00
土・祝15：00～23：00　日15：00～22：00
定 休 日／月曜日　駐車場／有（11台）
http://www.ariv.co.jp

生産者の所へ必ず行き、生産
者と直接話しをして食材を仕
入れるというこだわりのある
お店。ランチはサラダバー、ド
リンクバー付でボリューム満点
です。

冷製カルボナーラ　930円（税込）
断面が楕円状で歯ごたえのあるパスタを夏
仕様のさっぱりしているけどコクのある特
製ソースでカルボナーラに仕上げました。

ログハウスの落ち着いた空間で味わう「ごちそうラーメン」

〒024-0333 北上市和賀町長沼5地割234-1
　0197-73-6373
営業時間／平日11：30～14：30
　　　　　土曜11：00～20：00（夏）
　　　　　日曜12：00～20：00（夏）
定 休 日／水曜日　駐車場／有（12台）

ごちそうラーメン おだしま屋

厚切りチャーシューが自慢のお
だしま屋です。オニオンスライ
スをのせて味噌ダレのドレッシ
ングをかけて食べる「味噌た
れ餃子」￥315（税込）は新感覚
でこれもおすすめです☆

厚切りとんこつラーメン  820円（税込）
クリーミーでまろやかなのにあっさりしている
とんこつラーメン。こってりしたとんこつラー
メンが苦手な方、女性の方にもおすすめです。

〒024-0032北上市川岸1丁目7-2-1F
　0197-65-1447
営業時間／昼11：30～14：30(平日)
　　　　　　11：30～15：00(土・日・祝)　　
　　　　　夜17：30～21：00
定 休 日／不定休　駐車場／有（12台）

う
ま
い
と
こ
ろ
に

　
う
ま
い
麺
あ
り

・・・


	P1-4｜03.pdf
	P2-3｜03

