
行こっ！ 聞こっ！ 知ろっ！ こだわり発見！

尾山神社前商店街のまち塾
はれまロマンは、大正ロマンを代表する画家・竹久夢二の世界をコンセ
プトに掲げ、アンティーク着物を中心としたレンタル着物を提案してい
ます。初めて着物に袖を通すという方も清水代表らスタッフのアドバイ
スを頼りに、「かわいい」を基準に厳選した着物と小物を選べば、乙女
心くすぐる夢二の作品の主人公に変身。着付け後は、店内の一角に設
けられたレトロな空間のプチフォトスペースや、近隣のおすすめスポッ
トでの撮影に臨みましょう。もちろん男性も大歓迎。凛々しく、爽やかに
街歩きをしてみませんか。

レンタル以外にも七五三の着付
けなど、着物に関する各種相談
も受け付けている。

はれまロマンの人気アイテム
アンティーク着物で着付け体験

参加者募集
女性10名

魅せる着方と姿勢も伝授、思い出の一枚を残しましょう。
店主の清水さんがはれまロマンのアンティーク着物について、その魅力や歴
史、こだわりなどを説明します。着物について理解を深めた後は実際に着付け
を体験してみましょう。より美しく魅せる着方や姿勢も教えます。もちろん撮影
可能です。スマホなどカメラをお忘れなく。

まち塾プログラムまち塾プログラム

金澤大正ロマン着物レンタル はれまロマン
金沢市尾山町13-5　tel.076-221-3331
9:30～17:00　不定休（ご予約優先）

アンティーク着物の中でも、ヴィンテージの一点物を楽し
むことができる開店1周年記念の特別企画「夢二パック」
（9,000円、税抜）。

日時 : 12月2日（日） 14:00～15:30
会場 : はれまロマン
定員 : 10名

受講料 : 1,000円
申込先 : tel. 076-221-3331

【 店主講話 】
「アンティーク着物の魅力とは」
講話後、はれまロマンの一番人気ア
ンティーク着物を実際に着てもらいま
す。ご希望の方は、店内の大正ロマン
をコンセプトにつくられた撮影スペー
スで思い出の一枚を残しましょう。

夢二の描いた大正ロマンの世界へ
アンティーク着物が誘います。
夢二の描いた大正ロマンの世界へ
アンティーク着物が誘います。

当店のイチ押し!

（女性限定、定員に達し次第締め切ります）

（平日の午前10時から午後5時までの間にご連絡ください）

ご近所さんは語るご近所さんは語る
（和カフェことり 住田 智子さん）

まち塾セール

着付け料金を10%OFF
11月25日（日）から12月9日（日）まで、着
付け料金を10%割引します。当店のレン
タル着物でも、お持ち込みの着物でも
OK。「チラシを見た」とお声かけください。

着付けをお願いしたことがありますが、手際がよ
くて、すっきりときれいに着せていただきました。
あれは自分ではできません
ね。しかも、ただ着せるのでは
なく「似合っていますね」など
と声をかけてもらい、着る喜
びを味わうこともできました。
その後の金沢散策は、本当に
気持ちよかったです。

着付け後のロケにはプロ
のカメラマンが同行し、金
沢の街並を背景にベスト
な一枚を撮影、その後も
プロの手により画像デー
タを編集し、大正ロマン風
な一枚をお届けします。

ここがスゴイ!!ここがスゴイ!!はれまロ
マンの

はれまロ
マンの

な一枚をお届けします。な一枚をお届けします。

着付け料金を10%OFF
11月25日（日）から12月9日（日）まで、着

着物レンタルと屋
外ロケーションが
セットになったプチ
ロケぷらんでは、ま
るで大正ロマン風
な雑誌の表紙モデ
ルのように写真を
仕上げます。

「ごはんづくり」「水キムチ」「アンティーク着物」をテーマに開催。 参加者大募集！

まち塾（まちなか商店学習塾）は、地元商店街の活性化を目的とした
住民参加型の交流イベントです。お店のことはもちろん、

専門店の店主ならではのお役立ち情報と得意技を皆さんにお伝えします。
日々 の暮らしを豊かにする講座で、地域のお店のことをもっと知ってみませんか。

主催：尾山神社前商店街振興組合　  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

第1回  和カフェ ことり第1回  和カフェ ことり 第3回  はれまロマン第3回  はれまロマン

落ち着いた雰囲気の和カフェことり。厳選し
た国産素材と、長期間熟成味噌でつくる
めった汁が日替わりランチ（700円、税込）
のおいしさを引き立てています。
（▶ 詳細は2ページをご覧ください）

オーダーを受けてから丁寧につくる日本一
のタッカルビ（1人前980円、注文は2人前
から、価格は税抜）など、バルのような雰囲
気で本場の韓国料理を楽しめます。
（▶ 詳細は3ページをご覧ください）

アンティーク着物のレンタルが好評のはれ
まロマンでは、ヴィンテージを体験できる
「夢二パック」（9,000円、税抜）を開店1周
年に合わせて特別に企画しました。
（▶ 詳細は4ページをご覧ください）

まち塾は
11月3日（土）開催
まち塾セールは
10月20日（土）より

詳細は3ページをご覧ください） 詳細は4ページをご覧ください）

まち塾は
11月17日（土）開催
まち塾セールは
11月17日（土）より

まち塾は
12月2日（日）開催
まち塾セールは
11月25日（日）より

店主 住田 智子さん
メーカー勤務などを経て「カフェを開きたい」と
いう夢を尾山神社前商店街で実現し、「いつも
元気に楽しく」をモットーに一人で切り盛りす
る。元気の源はお客さんとの何気ない会話。

店主 湊 信次さん
韓国料理世界大会（2016年開催）、日本代表の
経験を持つ。お店の料理を通し、新しい発見をし
てほしいと勧める。店名は、本場韓国で修業して
いた韓国料理店の名が由来となっている。

店主 清水 三晴さん
写真スタジオでの勤務を経て2017年、はれま
ロマンをオープン。着付けやヘアメイクで培っ
た経験と知識を伝えながら、お客様一人ひとり
の「かわいくなりたい思い」に応えている。

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）

昨年参加者の声
昨年、越してきたばかりで、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）

昨年参加者の声

第2回  Issekisanchou di bar第2回  Issekisanchou di bar
イ ッ セ キ サ ン チ ョ ウ ディ バ ル

韓国料理世界大会
日本代表シェフが水キムチの
作り方を教えます。

アンティーク着物の魅力と
着付けのコツを知って
和装の楽しさを身近に。

ハンバーグランチを食べながら
バランスの良い食事について
気軽にトークをしませんか。
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健康に配慮したごはんづくりにこだわる和カフェことりのランチタイム
は、周辺のオフィス街で働くビジネスマンやOLで賑わいます。お客様の
お目当ては、栄養バランスのとれた日替わりランチと、国産野菜たっぷり
で長期間熟成味噌を使った特製めった汁。ほっとするおいしさには、店
主・住田さんのこだわりとおもてなしの心が詰まっています。食後は珠洲
の二三味珈琲などを飲んで一服するのもおすすめ。古民家を改装した癒
しの空間で、季節を感じながら、おいしいひと時を過ごしてみませんか。

Issekisanchouは、一般的な韓国料理店のイメージとは異なり、お一
人様でもワインを飲んで気軽に料理を楽しんでほしいというコンセプ
トを掲げ、2017年にオープンしました。人気のタッカルビ、フレッシュな
野菜ナムル、新感覚の水キムチなど、韓国料理世界大会の日本代表経
験を持つ店主の湊さんが腕を振るう一皿からは、食べる人の喜びのた
めに磨いてきた確かな技術と自由な発想を感じられるはずです。中で
も旬の野菜を特製のタレに漬け込んだ水キムチは、乳酸菌たっぷりで
栄養満点と大好評。お店の通販サイトからも購入ができます。

靴を脱いで上がる二階は、和のく
つろぎ空間です。あまりの居心地
の良さに、ついつい長居をしてし
まうお客様も少なくないとか。

健康と笑顔になれる
おうちごはんトーク

参加者募集
8名限定

毎日のごはんづくりを楽しむためのヒントをお話します。
バランスの良い食事は、心身の健康と成長に欠かせません。当日は、ちょっと
した工夫でおいしくなったり、簡単に調理できたりと、毎日のごはんづくりを
楽しむためのヒントをお話します。とくに子育て中のお母さんは大歓迎です。
ハンバーグランチを食べながら、気軽にトークしませんか。

まち塾プログラムまち塾プログラム

和カフェ ことり
金沢市尾山町13-15　tel.080-3048-4617
〔月曜～木曜〕11:45～15:00／〔金曜〕11:45～18:00　土曜、日曜、祝日定休
※営業時間、定休日は都合により変更する場合がございます。

毎週金曜限定の白玉クリームぜんざい（600円、税込）。
つくりたての白玉に、季節のフルーツと抹茶アイスを添
えてお出ししています。

日時 : 11月3日（土） 12：00～13:00
会場 : 和カフェ ことり
定員 : ８名

受講料 : 500円（ハンバーグランチ付）
申込先 : tel. 080-3048-4617

【 店主講話 】
「毎日のごはんづくりを楽しむコツ」
出汁の取り方や簡単なハンバーグの作り
方などをお話します。このほか、安全な食材
のお話や、ランチを楽しみながら、毎日の元
気につながるごはんづくりについて、みな
さんで気軽に意見交換をしてみましょう。

ランチタイムは癒しの空間で、
体に優しく、おいしいひと時を。
ランチタイムは癒しの空間で、
体に優しく、おいしいひと時を。

当店のイチ押し!
Issekisanchou di bar
金沢市尾山町13-7　tel.076-201-8558
〔ランチタイム〕11:00～14:00／〔ディナータイム〕17:00～22:00　日曜、第1月曜定休（不定休あり）

一番人気はもちろん野菜を用いた焼肉料理 日本一の
タッカルビ（1人前980円、注文は2人前から、価格は
税抜）。

世界大会出場シェフが
気軽に楽しめる韓国料理を提供。
世界大会出場シェフが
気軽に楽しめる韓国料理を提供。

当店のイチ押し!

（子育て中のお母さん大歓迎。定員に達し次第、締め切ります）

（平日の午後3時から午後6時までの間にご連絡ください）

あなたの知らないキムチの世界、
水キムチをつくろう
お持ち帰り用の保存容器とエプロンをお持ちください。
水キムチはキムチのルーツと言われるなど奥深い料理です。本場韓国で修
業をした湊さんが、まだ日本ではあまり知られていない水キムチについて、そ
の歴史や優れた栄養などについてお話します。講話後は、皆さんで水キムチ
をつくってみましょう。

まち塾プログラムまち塾プログラム

日時 : 11月17日（土） 13:00～14:00
会場 : 北國新聞文化センター 金沢本部教室
　　　（金沢市南町2番1号 北國新聞会館 9階）
定員 : 30名

受講料 : 1,000円
申込先 : tel. 076-201-8558

（親子での参加大歓迎、定員に達し次第締め切ります）

（平日の午後5時から午後6時までの間にご連絡ください）

参加者募集
30名限定

日替わりランチは、親子
丼や魚料理、ハンバー
グなど日替わりのおか
ずと、野菜たっぷりの
めった汁が付く、やさし
い味付けのおうちごは
んです。

2016年に韓国で開
催された韓国料理の
世界大会に日本代表
として出場。お店では
オーダーを受けてから
一品一品丁寧につくっ
ています。

ここがスゴイ!!ここがスゴイ!!Issekisan
chouの

Issekisan
chouの

ここがスゴイ!!ここがスゴイ!!和カフェこ
とりの

和カフェこ
とりの

【 店主講話 】
「あなたの知らないキムチの世界」
水キムチを漬けてみましょう。お子様でも簡単
にできますので、親子連れ大歓迎です。つくっ
た水キムチはご家庭で味わってください。お
持ち帰り用に保存容器などをお持ちください。

しの空間で、季節を感じながら、おいしいひと時を過ごしてみませんか。

靴を脱いで上がる二階は、和のく

来客は書き残す来客は書き残す

「私にとって実家代わ
りのカフェ。2階が大
好きです」「おいしい
ごはんと落ち着く空間
です」「おうちに帰って
きたような気分になれ
ます」「野菜たっぷりの
ごはんで元気をもらっ
ています」

（店内に設置している自由帳より一部抜粋）

湊さんとは長い付き合いで、Issekisanchouは金
沢にいながらにして、本場韓国の味が楽しめて値
段もリーズナブルなお店だと
思います。サムゲタンにタッカ
ルビなど、本当にどの料理もお
いしく、「スパイシー」な料理を
求めている旅行客には必ずオ
ススメしています。「ここに行け
ば、間違いないですよ」って。

（兼六園 寄観亭 代表取締役社長 深津 康之さん）

まち塾セール

「プチお菓子」をサービス
10月20日（土）から11月17日（土）ま
でに「まち塾のチラシを見た」と言って
いただければ、「プチお菓子」をサービ
スします。

まち塾セール

ディナータイム 10%割引
11月17日（土）から11月24（土）まで
のディナータイムのご予約時に「まち塾
のチラシを見た」と言っていただけれ
ば、10%割引します。

ています」

「プチお菓子」をサービス

常連さんは語る

一階はカウンター、二階はテーブル席。
落ち着いた雰囲気の店内で、本場仕込
みの味を楽しむことができます。

ランチタイムに人気の
サラダビビンバ（880円、税抜）
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