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6

主催者“砂を”の独断と偏見で選んだ素敵なものたちを集め
展示販売致します。24日は限定「1日復活内丸茶房」採れた
て野菜ミニマルシェも開催するのでお楽しみに。［参加作家］
toho、Mercier、木羊日［参加店舗］chuchu*la、L’ATELIER 
Route Bleue、岩本農園（24日のみ）

砂をの私の好きなもの展 その7
5月23日(土)-5月24日(日)
11:00-17:00(最終日-16:00)

砂を
会場：岩手県公会堂18号室　 ☎090(4636)7681
http://sunaolove.exblog.jp/

11

５月のさわや書店本店は全ジャンルに猫本だらけ&猫写真だ
らけ。盛岡出身ソトネコ写真家、南幅俊輔さんの「猫と心理
テスト展」を開催します。郷土出身漫画家さんたちによる描
き下ろし猫色紙も見どころです。

さわやホンテン猫だらけ
5月1日(金)-5月31日(日)
9:00-20:00(日祝日-19:00)

さわや書店本店
大通2-2-15　 ☎019(653)4411

8

開くと星形になる、美しい糸綴じ本を作ってみませんか。一
枚の紙が、手のぬくもりあふれるオリジナルの本に変身しま
す。紙の扱い方とツールの使い方、糸綴じのコツが学べます。

「スターブック」糸綴じの本作り
5月20日(水)
10:30-12:30

手製本教室主宰 みずもとゆうこ
会場：平金商店パステル館 中ノ橋通1-6-8 ななっく4F
☎090(7334)8005　http://scrap-angie.jugem.jp/

12 居場所や暮らしを
デザインし発見する本
5月1日(金)-5月31日(日)
10:00-21:00

モリブロトークイベントゲストである伊藤まさこさん、西村
佳哲さんなどの本を中心に「居場所」や「暮らし」にまつわ
る、ひと・モノ・文化などをデザインし発見するヒントや
きっかけとなるような本を集めたフェアを展開します。4Fコ
ミックフロアでは、「日本全国ご当地漫画」フェアを開催。
ジュンク堂書店 盛岡店

大通2-8-1 MOSSビル3F・4F　 ☎019(601)6161

13

賢治さんがこよなく愛した「三ツ矢サイダー」。三ツ矢サイ
ダーと安比高原ソフトクリームのコラボドリンク『サイダー
フロート』をモリブロ期間中、限定販売いたします。

賢治さんの「サイダーフロート」
5月1日(金)-5月31日(日)
11:30-20:00（ラストオーダー19:30）

カフェ ポルトボヌール
大通2-8-1 MOSSビル4F　 ☎019(652)9898

3 comics

「誰かにおすすめするとしたら、私はこれ！」あんなひとやこ
んなひとがおすすめする、とっておきのコミックス（漫画）
を集めます。cartaでコミックスを読む数日間。コーヒーやお
茶とともにゆっくり空想してくださいませ。

5月14日(木)-6月16日(火)
11:00-20:00／水曜定休
ほか、5/16・17、6/6・7は休み

carta
内丸16-16　 ☎ 019(651)5375
http://carta.blog.shinobi.jp/

5 fktk PATTERN book 受注会
5月17日(日)
10:00-17:00

洋服のオリジナルパターン（型紙）のブランド「fktk」。昨
年発表のPATTERN bookに掲載した「Worker's pants & 
vest」をオリジナルテキスタイルで仕立てた受注会を開催。

PATTERN bookの販売も行います。

fktk (フカティカ)
会場：岩手県公会堂17号室　 ☎ 019(619)9138
http://fukateaka.com/

9

ソレゾレの時代で確かに存在した季節。女学生、B-boy、詩
人、おっちゃん、おばちゃん…、みんなの青春風景をお借り
して展示しています。ノスタルジアではありません。
Ambitionです。そんな企図を喫茶室企図企図で。黄色い本、
も置いてます。

小市民的青春館
5月25日(月)-5月31日(日)
11:00-18:00 ／ 月・火曜定休

喫茶室企図企図
肴町10-8　 　a.nakahara9026@gmail.com

14

おすすめの本、読んで考え方が広がった本をお持ち下さい。
gs店舗内にある本棚の本と交換して頂けます。また、お持ち
頂いた本にPOPをそえて頂いた方(内容は何でもOKです。感
想やどういう時に読んでほしいetc...)店内商品10%OFF致しま

I know your thought
5月1日(金)-5月31日(日)
10:00-20:00

す(一部除外品有ります。)誰かの本棚で、新しい思考に出会
う時の感覚を共有できたら嬉しいです。

gs (GERMANSUPLEX)
大通2-8-1 MOSSビル2F　 ☎ 050(3537)4822
http://www5.ocn.ne.jp/̃g.suplex/gs/germansuplex.html

16

木工作家の橋本勲さん、妻で銅版画や絵を描く扶美子さんの
２人展。本を読むための「卓と椅子」、好きな絵本のための
「絵本架」、銅版画の「蔵書票」等の作品を ２人のお気に入
りの蔵書とともに展示致します。

橋本いさお・ふみこ「い・ふ展」
～本と私と私の仕事～
5月21日(木)-5月24日(日)
10:00-18:00(最終日-17:00)

盛久ギャラリー
中央通1-1-35　 ☎ 019(651)8421
http://morikyu.net/

18

香川県高松市の東部、庵治町・牟礼町で産出される庵治石に
最小限の加工を加え制作された石(ROCK)のブックエンドの
展示販売。

ROCK END
5月11日(月)-5月30日(土)
11:00-19:00／木曜定休

Holz
菜園1-3-10　 ☎019(623)8000
http://blog.livedoor.jp/holz/

29

low＝暮らしの足元「土」にまつわる、スタッフおすすめの本
「URBAN PERMA-CULTURE GUIDE」や種の展示販売をしま
す。種の販売はマーマーマガジンの人気連載“魔女入門”石田
紀佳さんの「種の魔法」からも様々なハーブの種が届きます。

S+low(スロウ)暮らしの足元
5月1日(金)-5月17日(日)
10:00-19:00 ※定休日なし

käsi-friendly
材木町3-8 いわてビル1F　 ☎019(606)3810
http://kasi-friendly.com/

6/14開催の「昔なつかしい岩手のおやつを作ってみよう」
（5/16～受付開始）と、6月が「食育月間」であることに関
連して、食に関する様々な本を展示・貸出します。

岩手県立図書館
盛岡駅西通1-7-1　 ☎019(606)1730
http://www.library.pref.iwate.jp/

33 食べ物を知る
～食からはじめる豊かな暮らし～
5月1日(金)-6月29日(月)
9:00-20:00／5/29(金)・30(土)は休館

34

4/18～5/17　秋田の木版画家・池田修三さんの作品を展示、
グッズや木版画なども販売。5/20~31　盛岡のミニコミ誌
「てくり」10周年記念フェアと奥山淳志さんの写真展。
期間中はモリブロゲストにまつわる書籍も販売します。

池田修三「いろどり」展
＆「てくり」フェア・写真展
5月1日(金)-5月31日(日)
10:00-20:30

KANEIRI STANDARD STORE
盛岡駅前通1-44 フェザンテラス1F　 ☎019(613)3556

35

「才能を見つけ、ライフワークにつなげる道筋を見つける」
読書会（17・24日）、「子どもの才能を見つけ、育む方法を見
つける」読書会（20日）を期間中に開催します。詳しくは専門
サイト・チラシをご覧ください。

才能★発見！読書会まつり
5月17日(日)・20日(水)・24日(日)
10:00-12:00 
24日のみ18:00-21:00

Read For Action×MORIOKA
会場：アイーナほか　 ☎019(652)5785
http://urx.nu/ilhs

36

お気に入りの単行本にかける手刺繍のブックカバーや、読み
かけのページに挟む手作りの栞・カードの展示会を開催(リネ
ン刺繍　柳平和子)。会期中限定のスイーツがあります。
●５月23日(土)講習会開催〈10:30-12:00〉豆本づくり(講師 
みずもとゆうこ)／〈13:00～14:30〉手作りカード(講師　三
上摂)

リネン刺繍のブックカバーと絵本
がテーマの手作りカード展
5月12日(火)-5月30日(土)
10:30-17:30／日・祝日・第４月曜定休

COFFEE＆CRAFT けたる
下太田榊48-2　 ☎019(658)1280

4

文化は、誰かと手をつなぐことからはじまるのかもしれな
い。紺屋町に新しく生まれるCafunéと六月の鹿のハイブリッ
ト。2日間限定のモーニングです。詳しくはブログをご覧く
ださい。

Good morning! Cafuné × 六月の鹿
5月16日(土)-5月17日(日)
7:30-11:00(なくなり次第終了)
5/16は一度クローズして12:30から通常営業

自家焙煎珈琲 六月の鹿
内丸5-5　 ☎019(654)1671
http://6gatsunoshika.blog109.fc2.com

30

毎年恒例（と言っても２年目ですけど…）モリブロ期間限定
のブレンド、今年も作りました。もちろん昨年とは違う新し
い配合のブレンドです。読書のお伴に（そうじゃなくても）
ぜひどうぞ！

今年もやっぱり
「モリブロ2015のブレンド」です　
5月1日(金)-5月31日(日)
10:00-19:00／水曜定休

fulalafu
鉈屋町15-8　 ☎019(681)7917
http://www.bizserver1.com/fulalafu/

31

お店、スタッフで読まなくなった本、雑誌をフリマします！

本のフリーマーケット
5月1日(金)-5月31日(日)
10:00-18:00／月曜定休

figuleti（フィグレティ）
鉈屋町4-15-102　 ☎019(658)8781
http://ameblo.jp/figleti/

32

ソーイング、コラージュ、フォトデコにギフトのアイディア
が詰まったおしゃれな本とフランスのヴィンテージボタン、
リボンや雑貨の販売。ハンドメイド好きのためのセットの販
売やおすすめアイディアなどもご紹介。

ハンドメイドにときめく☆本と雑貨。
5月2日(土)-5月31日(日)
11:00-19:00／火曜定休　

La Bonbonnière (ラ・ボンボニエール)
前九年2-2-2  舘坂パンション1F　 ☎019(646)4288
http://labonbo.com

25

もりおかのおぢゃっこカルチャー。昔ながらの餅・だんご・駄
菓子等々のおやつをアレンジして1～2種類、モリブロ開催期間
中お楽しみいただきたいと思います。３時のおやつに是非。

ローカルな３時
5月6日(水)-5月31日(日)
10:00-17:00(なくなり次第終了)／月・火曜定休

サブール
本町通1-5-36　 ☎019(621)8348

26

スタジオで撮影したママとお子様のツーショット写真を古本
にレイアウトしておしゃれなアンティークフォトフレームを
作ります。［参加費］3,500円［定員］5組（ママ＆2～3歳くら
いまでのお子様）［持ち物］テープのり・はさみ

親子の読書タイムをアートなフォト雑貨に
「ママよむスタジオ」
5月11日(月)
13:00-14:30

雑貨・ギャラリー・スタジオ「フォトプラス」× motoko
本町通1-7-8　 ☎019(652)2223
http://photoplus.jp

27 もりおか街角散歩

私のお気に入りの盛岡を写真とコメントで紹介してみましょ
う。お店だったり、道端、建物、食べ物だったり「私のお気
に入り」を撮ってみましょう。撮っているうちにお気に入り
がふえるかも…写真はプリントして１枚のストーリーフォト
にまとめて完成させます。［参加費］1,500円（プリント料、
材料費として）

5月17日(日)　　
店集合10:00・散歩開始～15:00まで

カメラのキクヤ
本町通1-16-1　 ☎019(623)8281
http://cameranokikuya.jp

28

「愛と平和」を叫んだ1960~70年代。その時に夢中になった音
楽・演劇・映画、そしてお酒（？）の関連本を展開します。

いつも心にLOVE & PEACE
5月1日(金)-5月30日(土)
9:00~21:00

大池店長の愛の世界！！

さわや書店上盛岡店
北山1-9-30　 ☎019(652)2007

17

映画好きのhinaスタッフ2人が、なけなしの私財を投じて(？)
買い集めてきた映画パンフレット。その中から、90年代～現
在までの作品・150冊をセレクトして展示します。

わたしたちの
愛蔵映画パンフレットコレクション
5月1日(金)-5月30日(土)
10:30-19:30(日・祝-19:00)／火曜定休
但し5/5営業・5/11代休

hina
開運橋通1-6　 ☎019(654)3277
http://zakka-hina.com

ブックライフの恋人!!コーヒーやコーヒーアイテムはいか
が？KONO式コーヒーのドリッパー、メジャー、キャニス
ター、マグカップなどを展示販売いたします。

necco 202 store
盛岡市菜園1-4-1-202　 ☎019(601)8643
http://necco-202store.jp

19 読書のお供に neccoコーヒー店
5月16日(土)-5月17日(日)
11:00-18:00／火・水・木曜定休

21

絵本「ぐりとぐら」の大きなカステラを再現し、ランチにご
来店の皆様へ食後にサービスします！

帰ってきた「ぐりとぐら」
5月1日(金)-5月30日(土)
12:00-14:00(L.O.) 水・木・金・日のランチ
月曜定休／火・土曜ランチ休み

Due Mani
紺屋町7-16　 ☎019(681)7520
http://duemani.main.jp

24

ちいさな部屋で詩の朗読会をします。やさしいコトバを紡い
だひとときを。

ちいさな詩の朗読会
5月16日(土)-5月17日(日)
10:00-15:00

もりおかのコト  プカリ
上ノ橋町1-38-1F　 ☎090(9639)0977

20

この５月でクローズする「てとて」。４年間の感謝をこめ
て、４日間のおまつりを開催します。日替わりワークショッ
プほか、手仕事の道具や日本のちょっと古い本(手仕事関係)
の展示＆販売を行います。

てとての「ギフト」展
5月2日(土)-5月5日(火・祝)
10:00-16:00

てとて
大沢川原2-6-12 司荘8号　 ☎090(4476)3255

15

東山堂書店の“ブックナビゲーター”による、セレクト本のご紹
介。生グランドピアノによる、作中音楽を演奏いたします。素
敵な音楽を聴きながら、本の世界を想像してみませんか？

小説の中のクラシック音楽会
5月17(日)
13:30-／15:30-（各回約40分）

クロステラス盛岡
大通3-4-1 クロステラス盛岡1階シルヴァンプラザ
 ☎019(626)5911（代）　http://crossterrace.jp

東北6県から募集したZINE、アートブック、画集、写真集、
絵本など、さまざまな「本」の形となった作品を、展示・販
売します。てくり10周年写真展も同時開催。

1 アートブックターミナル東北2015
& てくり10周年写真展

5月1日(金)-5月31日(日)
11:00-19:00

Cyg art gallery
内丸16-16 大手先ビル2F　 ☎ 019(681)8089
http://www.cyg-morioka.com

2 アートブックターミナル東北クロージングパーティー

樽木栄一郎 LIVE

全国各地の喫茶店、ギャラリー、クリエイターとコラボを展
開する樽木栄一郎が２度目の盛岡。やわらかでパワフルなラ
イブは必見。［チケット］2,500円（5/1より販売）詳しくは
公式サイトをご覧ください。

5月30日(土)
開場19:00／開演19:30

ことり音楽会計画
会場：岩手県公会堂21号室　　 info@kotori-music.jp
http://kotori-music.jp

音楽と小さな本棚の音楽図書室。本のページをめくりながら
音楽を楽しむ時間はいかがでしょうか？［出演］フルート／
藤岡泰子　ピアノ／鈴木恵　［入場料］1,000円（中学生以下
無料）

7 21号室の小音楽会
～物語のある音楽たち～
5月30日(土)
開場10:30／開演11:00

10 第89回読書朝食会リーラボいわて
5月31日(日)
9:00-12:00

「これは面白い！オススメしたい！」という本を持ち寄り、
お互いに紹介し合い、その後フリートークを行う会です。本
はマンガでも絵本でも写真集でも小説でもok！本を介した雑
談にマジメに楽しく取り組んでいます。

読書朝食会リーラボいわて
会場：ウサギボタニカ 中ノ橋通1-3-15
☎090(7068)4324　 http://ameblo.jp/realab-i/

23 暮らしのカタチ －東北とのカタチ－

日々の暮らしを楽しんでもらいたい、そんな思いでクラフト
作家が企画する展示「暮らしのカタチ」。作り手が東北をイ
メージして新しい作品を作り出す「東北とのカタチ」では、
宮沢賢治をテーマにした作品などが並びます。

5月8日(金)-5月19日(火)
10:30-19:00(最終日-16:00)／木曜定休

shop+space ひめくり
紺屋町4-8　 ☎019(681)7475
http://himekurimorioka.blog76.fc2.com/

22 「老子と猫」南幅 俊輔 写真展
5月1日(金)-6日(水)／
5月22日(金)-6月2日(火)
10:30-19:00(最終日-16:00)／木曜定休

「だいじょうぶ。～ニャンとか生きていけるよ～老子と猫から
学ぶ人生論」（発行:PHP研究所）より、選り抜きの猫写真展示。
（さわや書店本店関連企画）
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