
　　　　 本をひらいてつむぐ手

すべての物語は手からはじまります。

本を書く人、本を売る人、ページをめくる人。

それぞれの手から手へと受け継がれていく中で、
さまざまな出会いがあり、驚きや発見があり、
そこからまた次の物語が生まれます。

これまで BOOK BOOK AIZU は、
たくさんの本好きのみなさんとともに、
本と出会う喜びを伝え、新しい世界に飛び出す、
その「輪」を広げてきました。
次はいよいよこの「輪」をしっかりと紡いでいく番。

手から手のその先へ。
6 年目の BOOK BOOK AIZU、はじめます。
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本をひらいてつむぐ手本をひらいてつむぐ手

主　催／ Book! Book! AIZU 実行委員会
問合せ／ 0241-23-5188（担当 五十嵐）

M a i l  ／ bba@bookbookaizu.info   
http://bookbookaizu.info

10 月 1 日（土）～10 日（月・祝）
一冊の本は「かもめ食堂」 群ようこ 著。
この一冊から店主が思い描いたメニューを
お召し上がりください。

【 10/10 メイン会場 M A P 】

七日町通り

至 会津若松駅

 

　 紀州屋 1934

ファミリーマート

木履庵

東邦銀行

Illust by Ebata Kaori

かもめ定食 900円 喜多方市寺町南5006  0241-23-5188
10月1日～9日（ 4、5日は休 ※ギャラリーでの展示は営業）

一冊の本から
CAFE×BOOK×RECIPE

食堂つきとおひさま

「かもめ食堂」と北欧をイメージして作った、生姜焼がメインの定食。店主サチエが、肉をジューと焼き、卵焼きを巻
き、丁寧に盛り付ける、そんなシーンを思い出しながら、お召し上がりください。

シナモンロール 160円 猪苗代町新町4873  0242-62-3454
10月1、2、8、9、10日の販売

はじまりの美術館

郡山にある「パン工房ブォーノブォーノ」のシナモンロールを限定発売。カフェスペースでコーヒーとともにお楽し
みください。

ベリージュース 300円 会津若松市大町1-1-57  0242-85-6984
10月1日～10日（火曜日定休）

BUS CAFE

フィンランドでよく飲まれている木苺のジュース。アイスとホットどちらもご用意します。

誰かのためのおむすび 650円 三島町大字早戸字湯ノ平888　0241-42-7355
10月1日～10日（6、7日は休）

つるの IORI カフェ

誰かが作ってくれたおむすびにも、誰かに作ってあげたおむすびにも、きっと想いが詰まっているのでは？
小さなおかずとお味噌汁と一緒にゆっくり思い出せますように。

サチエさんのコーヒー  500円 
（ただし、トンミ・ヒルトネンは無料）

北塩原村桧原甚九郎沢山1097-125　0241-23-5884
10月1日～10日（水・木曜日定休）

自家焙煎珈琲店 MOTO COFFEE

1 人当たりのコーヒー消費量が世界第 2 位のフィンランド。そんなコーヒー好きの国にある「かもめ食堂」でサチエ
さんはどんなコーヒーをいれるのでしょうか…。フィンランド人が好む浅煎りでブレンドしました。

おにぎりと豚汁（orきのこ汁）580円 会津若松市緑町8-43　0242-27-7760
10月5日～10月９日

ぼちぼち堂

会津の秋は「芋煮会」・・に行ったつもりになれる、具沢山の汁と日本人なら絶対好きなおにぎりの黄金コンビ！！

シナモンロール 200円  福島市土湯温泉町茂田1   024-595-2515
10月3日～10日

空 cafe

「かもめ食堂」のシナモンロールを空 cafe らしくアレンジして作ります。天然酵母、乳製品不使用のシナモンロール
です。

シナモンロールなスコーン 280円 郡山市清水台1-6-9八幡プラザ 1号館1階
10月1日～10日（火曜日定休）

Go Go Round This World ！ Book&Cafe

オリジナル手作りスコーンが、シナモンロールのような形で登場します。



book pick orchestraの文庫
本葉書の販売

選ぶときの手がかりは、中身の本の引用文だけ。切手を貼ってポストに投函す

れば、ハガキから本が出てくるサプライズのあるプレゼントに。ブックピック

オーケストラが提案する新しい本との出会いをお楽しみください。

食堂つきとおひさま        喜多方市寺町南 5006
はじまりの美術館   　　 猪苗代町新町 4873
ギャラリーひと粒    　　会津若松市徒之町 2-15
※ 10 月 10 日（月・祝）は会津若松 一箱古本市会場にて販売。

10 月 1 日（土）～9 日（日）

アルプス山麓からの便り

<つむぎや>金子さんと<栞日>菊地さんが選んだ長野県・松本、安曇野の品々

がずらりと並びます。

・松本、安曇野のおいしいもの、てしごとの販売

・松本の本屋<栞日>がセレクトした本の販売

・松本在住の<つむぎや>金子健一の料理本の販売

・アルプス山麓で育った野菜の販売（9日のみ）

食堂つきとおひさま        喜多方市寺町南 5006
※ 10 月 10 日（月・祝）は会津若松 一箱古本市会場にて販売。

1000 円
30 店

10 月 1 日（土）～9 日（日）

つむぎや金子さんの料理ワー
クショップ

フードユニット<つむぎや>の金子健一さんをお招きして

「松本と会津の野菜でおやきを作るワークショップ」
金子さんが暮らす信州の郷土食「おやき」。松本と会津の野菜を使って、みな

さんと一緒に2種類のおやきをつくっていきます。こねる！包む！焼く！蒸す！

会津でもおやきの文化が定着しますように。

テーマ「本からはじまる～地方でブックイベントを始めること、続けること」
北アルプスの湖畔で本を愉しむイベント「ALPS BOOK CAMP」を企画・主催する

〈栞日〉菊地徹さんをお招きして、Book! Book! AIZU発起人が地方のブックイ

ベントの楽しみや裏話などを伺います。当日はスペシャルゲストも登場予定！

食堂つきとおひさま        喜多方市寺町南 5006

3500 円 ※要予約

食堂つきとおひさま        喜多方市寺町南 5006

1500 円  （ハンバーガーとお茶付） ※要予約

10 月 9 日（日）14:00～16:00

トークイベント「本からは
じまる」

 <栞日> 菊地徹 × <
Book! Book! AIZU & o

raho> 山本晶子

10 月 9 日（日）18:30～20:00

松本の食材を使った「まつもと畑の恵みバーガー」をお出しします。

一箱古本市

東邦銀行会津支店南側パーキング

参加者がみかん箱サイズの箱に、売りたい本を持ち寄り、誰でも気軽に

1日古本屋さんになれる、フリーマーケットのような青空古本市。

本と人との出会いをお楽しみください！

10 月 10 日（月・祝） 10:00 ～ 15:00

10 月 10 日（月・祝） 

販売場所

販売場所

出店料
出店募集

会　場

一箱古本市出店者募集 !!

場　所

参加費

場　所

参加費

松本×会津 コラボでたべもの、のみものをお届けします。

【 一箱古本市・同時開催 】

【 ゲスト紹介 】

つむぐ屋台（つむぎや 金子×食堂つきとおひさま）

一文のインスピレーションで本を選ぶ、新しい本の楽しみ方をご紹介。

文庫本葉書を製作した<ブックピックオーケストラ>功刀さん自ら店頭に立ちます！

book pick orchestraの文庫本葉書の販売

・松本、安曇野のおいしいもの、てしごとの販売

・松本の本屋<栞日>がセレクトした本の販売

・松本在住の<つむぎや>金子健一の料理本の販売

アルプス山麓からの便り

会津の旅するあきんどチーム、今年もやってきます。

一冊のおすすめ本を店頭に並べ、飲食あり、物販あり。

本からはじまる新しい出会いをお楽しみに♪

CAFE JI*MAMA、空色cafe.、のうのば、パン香房 Leaf、マトンケバブカフェ、etc

旅するマルシェ
「福島」と「福島での暮らし」をもっと楽しむことがで

きる、日常となるイベントを目指しています。

福島に隠れたおいしいものを揃えてお待ちしています。

パン、ジャム、グラノーラ、のみものなどの販売。 

マルクト朝市

日　時：　10月10日（月・祝）　10時～12時

場　所：　一箱古本市会場内テント

定　員：　10名 ※要予約

参加費：　500円（飲み物付）

進　行：　功刀貴子（ブックピックオーケストラ）

テーマ：　「わたしのすきな本」

　　　　　お気に入りの本について、楽しくおしゃべりする会です。

持ち物：　人にすすめたい本を1冊お持ちください。

　　　　　最近読んだものでも、長く大切にしている本でもOK。

　　　　　小説、エッセイ、絵本、マンガ、写真集……ジャンルは問いません。

読書会

1日古本屋になりませんか !?

2016

月・祝

10/10

申し込み、お問い合わせはメールまたはお電話にて。
ご参加お待ちしております。
最新情報はブログにて順次お知らせいたします。

ブックピックオーケストラ、文庫本葉書・文庫本画廊担当。2007年よりブックピックオーケストラに

参加し、文庫本葉書の製作をはじめる。2009年、メンバーとともに文庫本画廊を商品化。現在、たっ

た一人の文庫本葉書・文庫本画廊の作り手として、日々、本を探し、読み、包んでいる。本に対する

基本スタンスは「ミーハーな読み手」で「本屋の客」。

功刀貴子（ブックピックオーケストラ）

1986年生。静岡出身、つくば経由、松本在住。2010年冬、就職の関係で信州に転居。2013年夏、〈栞日〉

開業。現在、〈栞日〉店主。栞日は長野県松本市で、国内の独立系出版物を中心に扱う新刊書店。今

年七月に移転リニューアルしたところ。喫茶とギャラリーを併設。この秋、旧店舗で小さなホテルを、

次の春、新店舗で活版印刷スタジオを、それぞれスタートする予定。ブックフェス「ALPS BOOK 

CAMP」企画・主催。

菊地 徹 （ 栞日 sioribi ）

料理研究家。2005年マツーラユタカとともにフードユニット 「つむぎや」を結成。雑誌や書籍へのレ

シピ提案、ケータリング、イベントなど幅広く活動中。現在、松本と横浜を行き来しながら、義父の

畑仕事を手伝ったり、ブックプロジェクト「アルプスごはんのつくり方」など、あちこちを巡りなが

ら料理をしている。パン屋さんで店長をしていた経験もあり、粉ものも得意。著書に『ぱんぱかパン

図鑑』（地球丸）、『和食つまみ100』（主婦と生活社）など。

金子 健一（つむぎや）
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