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・スパイス・オブ・フルホンイチ by つれづれ団

・マイクロライブラリーよろず相談室
・REFRESH CAFE

・ペンギン文庫
・古書 水の森古本販売
・スタンプラリー交換場所

・まっはの写真屋さん
・ブックピクニックセット販売

・分岐展
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第 5回　石巻一箱古本市
ISHINOMAKI STAND UP WEEK 2016
川からの　風に吹かれて　古本めぐり
2016 年 7月 23 日（土）　11 時～ 16 時
雨天決行
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横 観慶丸

日和キッチン Tree Tree Ishinomaki
( 石巻こけし）

石巻グランドホテル

石ノ森萬画館
イラスト : 魚谷野々子  佐藤睦美

場所：ペンギンズギャラリー 場所：富貴丁公園 場所：IRORI 石巻

REFRESH CAFE ブックピクニックセット販売
本めぐりの休憩に。いつもとちがう IRORI 体験を提供。

手作りラグと本をバッグに入れて販売。本は本文から抜粋した一文から想
像するお楽しみ付き。これを持って好きな場所で読書を。ラグは選べます。

場所：橋通り COMMON 場所：石巻まちの本棚
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みちのく書房

①リーガルシューズ
【一箱店主紹介】

ションボリ～ books
3 度目の参加です。今年はどうする？？どうなる？？
かまねこ文庫
今回４度目の出店です。毎年変わっていく石巻、今年は
どういう風にパワーアップしたかしら。第二の故郷のよ
うに思っています。石巻のみなさんにお会いするのがと
ても楽しみです。 出張筋トレ＠石巻

今年発売になりました拙著 16種類を格安で販売いたします！
ご希望があれば、本にサインもいたします。

⑧橋通り COMMON　

⑦かめ七呉服店

書局やさぐれ
初回から参加しておりますが、今年は石巻が唯一の一箱参加と
なります。小説や随筆などの読み物中心の品揃えに加え、今年
も台湾旅行で見つけた何かをいくつか販売致します。

東北の関連本を多く提供。リオデジャネイロ五輪に合わせブラ
ジル・南米の本も取りそろえています。
熊猫屋（パンダヤ）
お料理の本とファミコンのカセットを出す予定です。よろしく
お願いします！
ばったりたおれ屋
写真集、アートブック、暮らし・雑貨関連、絵本など 手作りぬ
いぐるみもあるよ。

石巻一箱古本市 2016 in STAND UP WEEK
主催：石巻 まちの本棚       共催：つれづれ団     お問い合わせ : 石巻 まちの本棚 (〒986-0822　石巻市中央 2丁目 3－16)
Email：bookishinomaki@gmail.com  ℡：0225－25－4953（ISHINOMAKI2.0）

マッシュとメガネ
こんにちは！マッシュとメガネです！！イラスト担当のマッ
シュと手作り雑貨担当のメガネの 2人組です。私たちは今回“本
と家” というテーマで出店します！！きちんとしたイベントに
参加するのは初めてですが、どうか温かい目で見守りつつ、ブー
スに足をはこんでいただけると幸いです。
書肆落花生 (ショシラッカセイ）
貝殻と古本並ぶ海の家 － こんにちは、書肆落花生です。今年の
テーマは「俳句」です。今回の古本市に合わせてネット上で句
会を開催いたします。詳しくはブログをご覧下さい。昨年同様、
本好きの方から戴いたおすすめの本の出品や、仙台柳生和紙の
葉書・封筒などを扱うほか、俳句や東北に関連した新聞記事の
スクラップブックを展示させていただきます。今年も本の目利
き、地元石巻の皆さん、及び一箱店主の方々とお会いするのを
楽しみにしています。
橋子堂
初出店になります、橋子堂と申します。当店では、「本の本」を
中心に取り揃えております。アクセサリー等の雑貨も少しだけ。
お買い上げいただいた方にはノベルティも用意する予定ですの
で、よろしければ覘いていってください。宜しくお願いいたし
ます！

ファンタジー、ミステリーなどの小説一般、コミックのほか、
粘土細工のミニオブジェを展示します。

②立町復興ふれあい商店街
古書　但文庫
初めての参加です。日本文学を中心とした、古書やポス
ターをお持ちします。
茶瑠古堂（チャルコドウ）
今年から一箱古本市出店にはまって、今回 4回目となり
ます。その時々のテーマを設定していましたが、今回は
個人的に大好きな映画と古典芸能本をどどーんと出せれ
ば良いなぁと思いつつ準備します！

くものす洞
５年連続で参加させていただきます！今年は、読み終え
たオススメ本に加え、実家で古本化してしまった 80年
代の「宝島」や当時のマンガ専門誌なども持って行きま
散歩堂 
震災の翌年から毎年川開きに来ておりました。今年は 1
日が平日で断念、それでようやく一箱古本市に参加出来
ます！角を曲がれば散歩の始まり、箱をのぞけば、そこ
からも散歩の始まりです。東京や大阪の散歩本や映画関
連本、画集を持っていきますよ。
鈴路堂
本と本に関連する雑貨など。万屋です！
よたか堂
本に自分で絵を描いた表紙をつけて並べます
パナけいブックす。　
今年は、お料理と食べ歩き、紀行文ものの特集です。

ブック・アンド・カゴ屋 
母と出店します。わたしの古本と母の手作り雑貨を販売
します。

⑤商工会議所横
一箱堂
今年は文庫サイズでばっちり。古くて新しい　そして感動の児
童文学から新刊本まで 100 円～のおたのしみ。
一箱堂 2号店
昨年は表彰して頂き、とても光栄な店主になれました。今年は
品揃え等、自信はありませんが “古本と古い女店主の組み合わ
せバッチシ” を売りの出店ですので、確認の意味でも？チョコッ
ト寄って見てけらいん！
出張ゴールデンナイター　
 音楽と野球が好きな人の本棚です。
цирк（ツィルク）
科学から小説まで幅広い分野を網羅した品揃え。絵地図・小物
も販売します。
ちんじゅう
今年で４回目の登場です。今回は，いつもの 2人にもう 1人，
さらに強者の TAKE さんのコレクションも加わり，人生を楽し
むための本やら，何やら‥‥を見にいらしてください。
鉄塔文庫
仙台市青葉区一番町、古本のある小さな酒場、鉄塔文庫です。
第 1回から 5度目の石巻出店。この 5年間のうちにちょっと
ずつ石巻在住の友人も増え、石巻のまちと古本市がもたらして
くれた縁に感謝しています。今年ものんびりお待ちしてます。
海底書庫

⑥IRORI 石巻

たゆ文庫
初めて参加させていただきます。「昭和が好き！」にこだわり
ます。かつて、港町石巻に多くあった映画館では、多くのスター
が輝いていました。映画・芸能関係書籍・パンフレット・映画
ポスター・漫画等懐かし好きにはたまらない店にしたいです。
もちろん幅広いジャンルの本も。ワンコイン文庫を出品予定で
す。

積ん読屋 (ツンドクヤ )　　
ジャンルにとらわれない面白そうな本を並べます。お客さんに
素通りさせません。頑張ります。

③富貴丁公園
お山のおこげ書房
犬のおこげさん、飼い主の天野さんが隠し持っている猫
の本を、こっそり売りに出します。『お山のおこげ書房』
では、U.C.P お山さんが創るアップサイクル・プロダクツ、
おこげさんのオリジナルブックやグッズ、天野さんの猫
の本・文庫本・デザイン雑誌などなどを販売予定です。
お山さん＋おこげさんコンビでお店番をしますので、覗
きに来てくださいね。
ＲＡＩＮＢＯＷＢＯＯＫＳ
絵本や見て楽しい本を連れて行きます。何年かの間に少
しずつ変わっていく石巻の町並みと、常連のお客様や新
しい客さまに会えることを楽しみにしています。

④高橋園茶舗
ちのり文庫
鎌倉と京都に住む２人によるこわいもの好きユニットです。昨
年に引きつづき、今年も参ります。怪談などのこわい本、こわ
いマンガ、こわいオリジナルグッズなどこわいものだけ  ご用
意してお待ちしています。お買い上げの方に特製 怪談パズル差
し上げます (^ ^)^ ^) 背後霊
古本よあけ
早いもので 5年目ですね。個人的な絵本ブームがまだまだ続い
ていますので、持っていく本は、主に絵本や児童書になりそう
です。それ以外の意外な本も少し混ぜてみたいと思いますので、
皆さんぜひ覗いてみてください。今回の遠征では、仙台は荒井
駅に隣接する 3.11 メモリアル交流館も訪れたいな。

あんちょび堂
東京から参加する、女ふたりの店です。今年 5月、東京・不忍
通りでの一箱古本市をきっかけに初めて石巻を訪ね、「まちの
本棚」に行き着き、まちにもすごく心ひかれました。それでご
縁を感じて今回、一箱古本市に参加します。一日お店を広げた
ら、どんな出会いがあるでしょうか。名刺代わりの本は、小説、
エッセイ、旅もの、歴史、犬・猫など…の予定です（プラス、
小物を少し）。どしどし声をかけてください。

①リーガルシューズ

先着100 名

②立町復興ふれあい商店街

⑥IRORI 石巻

石巻まちの本棚
( 景品交換場所 )
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