
片山津商工振興会で「まち塾」を開きます
かたやまづのまち塾かたやまづのまち塾
行こっ！聞こっ！知ろっ！こだわり発見！

館内に活けるお花を毎週届けてもらっ
ています。お花の選び方が上手で、無
駄なお花がありません。お泊まりのお
客様にお祝いのお花を差し上げるとき
なども、素敵なアレンジをされるので、
信頼して、お願いしています。

伊藤さんは自作のアレンジ
メントをインスタグラムに
上げ、フォロワーを増やして
いるスマホの達人。華やか
な写真で幸福感一杯です。

冬のお部屋を彩るお花といえばシクラ
メンやポインセチア。その鉢植えを２割
引で販売します。セール期間は11月1
日（木）から30日（金）まで。室内でお花
を育てる楽しさに挑戦してみませんか。
助言もいたします。

シクラメンとポインセチアを20%OFF

日　時●12月2日（日）10:00～11:30
会　場●ミッシェル
定　員●親子10組（定員に達し次第締め切ります）
　　　　　※ひとり参加も可能です。

受講料●ひと組1,000円（当日集金）
　　　　　※親子でひとつのリースを作ります。

申込先● tel.0761-75-3987（ミッシェル）
※お電話の受付は営業時間内にお願いします。
※お名前、連絡先をお知らせください。

【実習】クリスマス・リースづくり
同店でリース用の花材などを用意します。店主伊藤みちるさん
の説明を聞き、親子で相談しながら、作業をしていただきます。
【講評と店主講話】できあがったリースを全員で鑑賞し、店主
が講評します。また、花選びのコツなどのアドバイスやミッ
シェルのこだわりなどもお話いただきます。

《 プログラム 》
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女将さんは
語る！

フラワーショップ・ミッシェル店主の伊

藤みちるさんは花屋さんひと筋30年。

金沢の生花店で修業した後に片山津に

戻り、実家の金物屋を生花店にリフォー

ムして開業しました。仕事に責任を持つ

との決意から、ご自身のニックネームを

店名にしたそうです。以来24年、笑顔

の絶えない明るいキャラクター、アレン

ジメントの技術力、良質のお花を販売す

るなど、夫婦二人三脚で誠実な経営を

され、地元から信頼されるお店を作って

きました。地域の婦人会でアレンジメン

トの講習をするなど地域の社会文化活

動にも参加しています。

フラワーショップ・ミッシェル
加賀市片山津温泉ア70　tel.0761-75-3987
9:00～19:30　日曜定休（10月から12月までは日曜午前中営業）

親子で作ろう！
クリスマス・リース（実習）

パインダイナー

輸入雑貨屋 パンデミコ

1964カレーの新メニュー“試食会”

☞詳細は2ページをご覧ください

☞詳細は3ページをご覧ください

1964年東京オリンピック選手村で食べられ
ていたカレーを提供する洋食屋がそのカレー
で新メニューに挑戦！まち塾で披露します。

店主が集めた世界の雑貨を特別展示
雑貨の小宇宙“パンデミコ”の探検

まち塾は
11月24日（土）開催
まち塾セールは
11月1日より

ここがスゴイ！
ミッシェルの

まち塾セール

店主　横山 修 さん
13種類ものスパイスを混ぜてカレーのルー
をつくる。それは重労働です、と明るく語る。

自分で植えたときは上手
にできませんでしたが、コ
ツを教わり、簡単にできま
した。また挑戦したいで
す。（金沢市の生花店で開催）

参加者の声
昨年の

アンケートより

昨年、越して来たばかりで、
地域のことを知らなかった
のですが、こういうお店が
あると分かり安心しまし
た。（羽咋市の洋菓子店で開催）

参加者募集

親子10組

片山津温泉湖畔の宿 森本
女将　森本 啓倭子 さん

親子２代で守り続けた名物1964カレー
魅力アップで2020東京を応援！

まち塾は
12月2日（日）開催
まち塾セールは
11月1日より

店主　伊藤 みちる さん
花屋ひとすじ30年のキャリア。片山津はも
とより近隣の町から通ってくるファンも多い。

主催：片山津商工振興会

協力：石川県中小企業団体中央会、石川県商店街振興組合連合会

まち塾は地元商店街の活性化を目的に、商店主が塾長とな
り、地域にお住まいの方などの受講者に、専門店ならでは
の知識、技術、情報などを披露するものです。普段のお買い
物では聞くことのできない「とっておき」をお伝えします。

まち塾は
11月11日（日）開催
まち塾セールは
11月1日より

旅行好きが高じて輸入雑貨店を開業。店主の
感性で集めるうちに“種々雑多空間”が誕生。

店主　宮野 純人 さん

手造りのリース（花輪）をご自宅に
今年のクリスマスは飾りませんか？

ハンドメードのクリスマス・リースを飾るお宅が増えて
来ました。西洋の風習ですが、季節感を大切にする日
本的なライフスタイルに
も合っていますね。作り
方を教わり、オリジナル
のリースづくりに挑戦し
てみませんか。

切り花の種類と数が多く
鮮度も良い、という当た
り前のことを、気負わず
当たり前に実行し、それ
が信頼、信用のもとに
なっています。

当店の
イチ押し！

片山津で生花店を24年
新鮮で長持ちするお花を提供しています

まち塾（まちなか商店学習塾）とは？

手造りのリース（花輪）をご自宅に
今年のクリスマスは飾りませんか？
フラワーショップ・ミッシェル

☞詳細は4ページをご覧ください

新鮮で長持ちする切り花、アレンジメントの
上手さで定評のある生花店の店主が、まち塾
で、クリスマス・リースの作り方を教えます。

親子で作ろう！クリスマス・リース（実習）

塾長はまちの店主、受講生は地域のみなさん

輸入雑貨をインスタにアップして遊ぼう！

飾られている個性的な雑貨の解説を聞き、お
気に入りをインスタグラムでアップし、自分の
世界を創ろう！インスタ初心者も歓迎です。



先代の頃からのお付き合いで、いまも
週２，３回は足を運びます。味、雰囲気、
夜のお酒、どれもお気に入りです。「東
京オリンピックの味」という特徴は観
光協会としても魅力的で旅行者に自信
を持ってオススメしています。

片山津温泉観光協会 
事務局長　大中 昌孝 さん

一番人気は洋食屋の定
番、ハンバーグステーキ
（1,080円）。４種類のソー
ス（デミグラ、トマト、ク
リーム、和風）から選べます。

パインダイナーに行ったらイチ押しのハ
ンバーグランチ（1,500円）をどうぞ。
これぞ洋食屋！という味わいです。サイ
ドメニューに片山津の温泉卵をサービ
スします。セール期間は11月1日（木）
から7日（水）まで。

ハンバーグランチに片山津の温泉卵サービス！

まち塾セール

1964カレーの
新メニュー“試食会”
親子２代で守り続けた名物1964カレー
魅力アップで2020東京を応援！

日　時●11月11日（日）11:30～13:00
会　場●パインダイナー
定　員●16名（定員に達し次第締め切ります）
受講料●ひとり1,000円（当日集金）
申込先● tel.0761-74-1984（パインダイナー）
※お電話の受付は営業時間内にお願いします（日曜定休）。
※お名前、連絡先をお知らせください。1964カレーは東京オリンピックの選手村食堂で料理

人を務めた横山保さん（店主の父）が持ち帰った選手
村のカレー。オリンピックの年に生まれた現店主が東
京2020を前に1964
カレーをベースに新メ
ニューに挑戦。

【試食会】1964カレーの新メニュー
同店名物1964ＣＵＲＲＹをベースに開発中のお料理を数点
試食していただきます。受講者に「採点」していただき、商品
化、新メニュー化の参考にさせていただきます。
【意見交換と店主講話】店主の横山修さんから新メニューの
狙いや、1964カレーのこと、パインダイナーで大切にしてい
ることなどをお話いただきます。

《 プログラム 》
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事務局長さんは
語る！

パインダイナーを語るには1964カレー

が欠かせません。現店主、横山修さんの

父、保さんが1964年東京オリンピック

選手村の食堂に料理人として片山津か

ら派遣されました。選手たちに提供さ

れていたカレーの味を帰郷して間もな

く再現したものがこれ。親子二代でカ

レーの味を守り、テイクアウトもできる

ようにしました。同店のいまの人気料理

は肉汁あふれるハンバーグ、４種類の

ソースから選ぶことができます。お店は

60年代前後のアメリカ映画の雰囲気、

かっこいい男女が入ってきそうな活気

を感じます。

パインダイナー
加賀市片山津温泉桜ヶ丘62-1　tel.0761-74-1984
10:30～14:30、17:30～24:00　第2・第3日曜定休

お店が開店したときからのお付き合い
です。老若男女のどなたでも自分の
「ツボにはまる」モノを見つけられま
す。私も親しい人へのプレゼントに利
用します。店主自ら海外で買い付けて
きており、そのこぼれ話も魅力的です。

同店人気のパンデミコドールはタイ在
住トルコ人の手造りというレアもの。そ
のＳサイズ１体を千円以上お買い上げ
の方にプレゼント。種類が多いので選
ぶのも楽しい！セール期間は11月１日
（木）から10日（土）まで。

お買物千円以上でパンデミコドールＳ贈呈！

まち塾セール

輸入雑貨をインスタに
アップして遊ぼう！
店主が集めた世界の雑貨を特別展示
雑貨の小宇宙“パンデミコ”の探検

日　時●11月24日（土）10:30～12:00
会　場●パンデミコ
定　員●10名（定員に達し次第締め切ります）
受講料●500円 ※受講者には500円のお買い物券進呈
申込先● tel.0761-74-8035（パンデミコ）
　　　　　　※ＬＩＮＥで申し込むことができます
※お電話の受付は営業時間内にお願いします（水曜定休）。
※お名前、連絡先をお知らせください。

【店主講話】「パンデミコの雑貨について」店主宮野純人さん
がお店の方針、輸入雑貨への思い、掘出物の見つけ方など、
とっておきのお話を披露します。お店に並べ切れない秘蔵コ
レクションも特別に展示販売します。
【インスタグラムに挑戦！】陳列された雑貨の中から見つけ
たお気に入りをインスタにアップし、自分だけの雑貨ワール
ドを創ります。

《 プログラム 》

店主が手造りした店舗に
店主の目利きで集めた輸入雑貨

ガイドさんは
語る！

パンデミコは2012年開業。店主の宮野

純人さんが外壁や照明、棚などの工事を

自分で行い、他の店には置いていないモ

ノにこだわって面白い輸入雑貨を集め

た結果、混沌とした“宮野ワールド”が誕

生しました。商品のほとんどが現品限り

で入れ替りも激しく、開業から６年経過

したいまも、Ｔシャツ屋とかおもちゃ屋

などの決めつけを越え、変化し続けてい

ます。「不思議な店がある」と入って来た

好奇心旺盛な旅行者と海外旅行談義で

盛り上がることもしばしば。パンデミコ

好みの九谷焼もあり、加賀出身を軽くア

ピールしています。

輸入雑貨屋 パンデミコ
加賀市片山津温泉乙69-53　tel.0761-74-8035
10:30～19:30　水曜定休

棚の最上段にひっそり
飾られていたトルコ製
のクッション・カバー
（4,250円）。ビンテー
ジのキリム絨毯を使っ
ています。現品限り。

手造りのパンデミ
コ・ドールも人気。

オリンピック選手村の
コックさんの集合写真。

参加者募集

10名限定

当店の
イチ押し！

パンデミコのロゴ入りオリ
ジナルＴシャツ（2,700円）。
香辛料のラベルを思わせ
微笑みを誘います。雑貨屋
の心意気あふれる逸品！

ここがスゴイ！
パインダイ

ナーの

ここがスゴイ！
パンデミコ

の

参加者募集

16名限定

アメリカ映画の雰囲気たっぷり
ハンバーグが人気の洋食屋さん

当店の
イチ押し！

2015年に金沢で開
催された石川県ご
当地カレー選手権
で優勝！人気と実力
を実証しました。

雑貨屋さんの店主は“個性的な人”だと思いませんか。
誰が買うのだろうと思うような不思議なモノを並べて
いるのですから。輸入
雑貨屋さんの“ひとと
なり”に触れ、雑貨自
慢を聞くことができ
る、滅多にない機会
です。

片山津温泉うきうきガイド歴10年
　山口 美幸 さん


