フードフェアボランティア事務局
TEL.045-681-3945
(月〜金

10：00〜18：00)

元町ハロウィン２０１１
１０月３０日
（日）
編集後記

●トリエンナーレを観て思うこと「伝統を逆のぼれば、
はじまりはいつも改革」
（石動）
●この
夏良かった事。かなり強引に暑さボケを主張出来た事。
（大槻）●ここのところ、
毎日猛暑に見
舞われて電気の使用量が心配なか勝利まであと１アウトところ破れベスト８に進めなかった
横浜高校。あちらこちらで花火大会が中止のなか臨港パーク花火大会が行なわれます。今年
の夏イベントも終わり、
でも夏休みの宿題がありました。
（加藤）●暑い夏ももう少し！早く思
う存分ゴルフがしたい今日この頃です。
（前田）
●初参加！ 学生時代に過ごした大好きなモトマ
チ！
！少しでもお手伝いが出来ますように！
！
！
（田村）
●この秋の目標。
フードフェアまでにあと5
キロ、体重を落とす。
（玉川）●仲條正義が言っていた「みんながやらないことをやってみよ
う！」ぜひやってみたい。
（陳）●観光で散策するのと、
生活の一部として散歩するのとで、
街の
引越して実感したのは、
そのこと。
（栗原）
見方がまるで変わる。
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● 元町サポーターズ

face no.7

仲通りメール 通巻59号
平成２3年9月
2011〈秋〉

また、元町ＣＳでは「元町サポーターズ」設立委員会を設立し、皆
さんのご意見を集約するために、
ホームページを立ち上げる予
定です。

● わたしのCS

そんな「元町サポーターズ」の設立計画について、本年１０月開
催予定のフードフェアのボランティアの方々に広くご意見を伺
いたいと思います。
「ご馳走を味わう愉しみ」から「参加する愉し
み」へ。フードフェアのボランティア参加ご希望の方は下記の事
務局までお問い合せください。

Little Coco
Avanti
ア・パイレート・シップ
Jellish

この計画は、元町のよりよい街づくりのために「人と人とのつ
ながり」を大切に育てていきたい、という元町ＣＳの街づくりの考
え方に基づくものです。
また、そんな意欲的な「元町サポーター」
に、元町ＣＳとしても組合員店舗を通じて地域通貨による還元が
できないか、
と考えています。

● debut

この計画は、元町を愛する近隣住民の方々に、元町の街づく
り活動にボランティアで参加していただき、また、その「元町サ
ポーター」同志のボランティアのやりとりを通じて、元町を核
とした新しいコミュニティの輪を広げていくことを目的とし
ています。街づくり活動に応じて地域通貨を発行し、ボランテ
ィアのやりとりにこれを活用して頂くことも考えています。

● フードフエア

元町サポーターズ

元町クラフトマンシップ・ストリートは、元町の街づくり
ボランティア団体「元町サポーターズ」の設立支援を計画し
ています。

http://motomachi-cs.com/

元町の街づくりボランティア活動を応援します

フードフェアは10月15日
（土）
・16日
（日）
開催です。
横浜のあちらこちらで美味しい
「食イベント」
が集中する季節が近づいてきました。

もうすっかり、
秋の夜の風物詩として定着したフードフエア。
今年はどんな美味しさに出会える事でしょう。

❽思いのほか冷える？
急に涼しくなってくる季節
です。
日中、あたたかくても夜に
なって急に気温が下がる事も
多いようです。屋外で長時間、
飲んだり食べたりしていると
案外と冷えてきます。風邪をひ
いたりしないよう、防寒対策も
お忘れなく。

❶フードフェアって何？

からお目当てのお店に並びたい
人は、スイカ購入が便利です。
元町の仲通を中心とした「飲
（3時より前売り開始）
食」の専門店が中心で開催する
イベント。
一流料理人たちによ
❹いくら位、
る本物の味が低価格で楽しめ
チケットを買えば
る2日間です。
（開催は夜のみで
18：15〜21：30です）
いいかしら？

メ ニ ュ ー は1品 あ た り100
円〜 1,000円とまちまち。
とり
あえずは１人1,000円ぐらいを
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そのあ
現金は使用出来ませんので
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山手愛児院
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さんへ寄付させていただいて
当日券は18時以降は100円単
（2010年 度 寄 付 実 績
位で購入出来ますから、
買いた い ま す。
20,000円）
いメニューを選んでからチケ
ットを買う事もできます。

❷チケットはどこで
買えるの？

❸スイカで買う？

❺かなり並ぶという
噂ですが？

スイカの看板が出ているチ
販売開始の1時間以上前から
ケット売場（本部斜め前）では、 行列して整理券が出るお店も
当日、一番早くチケットが売り ありますが、ほとんどは少し並
出されます。少しでも早い時間 ぶ程度と思って下さい。特に、

穴 場 は 坂 の ほ う。人 ご み も 避
けれてゆっくりお料理も選べ
ます。もちろん、どこにいって
もハズレなしなのも元町なら
では。

❻トイレは
どうしたらいいの？
パンフレットのトイレ表示
のあるお店（入口にも表示があ
ります）に気軽にはいってご利
用下さい。通常営業をしている
お店でも大丈夫です。

❼飲む愉しみと
聴く愉しみ
生ビールはもちろんワイン
や日本酒もたっぷりと用意して
います。
（もちろんチケットで
買えます）星空の下で、フェリ
ス女学院大学音楽学部学生の
演奏や、一流ミュージシャンに
よるジャズやボサノバなどお
好みの音楽にあうお酒を探す
のも楽しそうです。

❾達人はMY箸で？
割り箸や、使い捨てフォーク
などはもちろん豊富にご用意
していますが、達人はMY箸を
持ってくるのが、イマドキ流。
MY箸を見せて割り箸いりませ
んのひと言で、オマケがあるお
店もあるかも？

クラフトマンシップ
・
ストリートの

new face

いつまでも素敵な
子供心を忘れない
Avanti（アヴァンティ）

Little Coco（リトル・ココ）

●１つ目の窓からアンティークド
ール、
２つ目の窓からはバルーン
が見えてくるという、
ちょっと不
思議感のあるお店。●シックで落
ち着いたものと、
キラキラと浮遊

馬場洋子さん

TEL.080-6552-5111／月曜日定休
援するお客様の気持ちが分かる
ような気がします。●フレーバー
コーヒーと共に味わって欲しい
のは、素朴な焼き菓子。シンプル
でありながら、こだわった材料が
もたらす美味しさはコーヒーの
味を更に引き立ててくれること
間違いなし！馬場さんのご友人小
林悦巳さんが心をこめて焼き上
げてくれているそうです。

●お得感のある洋服屋さんがウ
チキパンの裏手にあります。●ゆ
るやかなBGMの流れる明るい店
内のア・パイレート・シップには、
着る人を選ばないナチュラルテ
イストの可愛い服がたくさん並
んでいました。しかも気になる値
札はプチプライス！女性としては
思わず頬が緩んでしまいます。●
店長の岡本さんにお話しを伺っ
てみると『 メーカー直販店だか
らこそできる卸値プライス。お客
様には、
好きなお洋服をたくさん
買って頂きたくて…』。訪れるお
客様にリラックスしてもらえる
ようなお店つくりを心がけてい
るそうです。●岡本さんは２人の

ンとの出会いはその時から。●バ
ルーンは何処にあっても人を惹
き付けるパワーがあり、大人でも
するものとが、
ミスマッチのよう
ついつい目を奪われる存在。長い
でありながらAvantiの同じ空間
歳月を経てこその風貌があるア
にしっくりと同居していました。 ンティークは、それを前にした大
●アンティークとバルーンとい
人の何かしらの感傷を呼び起こ
う、
まるで違うイメージの商品を
す存在。●２つの魅力を語る安田
扱うことにしたのは何故？という
さんの表情が、いつの間にか子供
質問に『どちらも大人の中にある
が熱中する喜びにも似ているよ
子供心をくすぐるものだから』
うで、言葉に実感がありました。
●アンティークドールの買付を
主に担当するという山岸さんは
『うちのお店に来る人形は可愛い
だけでなく、ちょっと個性的な人
形が多いです。』●ドールをはじ
め照明や飾り棚など、お店に展示
しているアンティーク達は全て Jellish
Avanti
商品。バルーンはお店での小売り
はもちろん、パーティ会場などの
飾り付け相談にものって頂ける
とのことでした。
Little Coco

男の子の母親でもあって、だから
こそ自分と同世代の人達にも、も
っと気軽にお洒落を楽しんでも
らいたいと思ってるそう。そんな
想いがお店のやさしい雰囲気に
もあらわれて、今時の流行もどん
どん取り入れてみようという気
にさせてくれます。●そういえ
ば、店名が示すのは『海賊船』。宝
箱を開く、あのトキメキ感を意図
しているのでしょうか。●そうそ
う、こちらのお店では子供店長も
いるそうで、それはもちろん２人
の息子さん。お母さんを支えて時
折お店番などの手伝いをするこ
とも。仲の良い家族像もうかがえ
ました。

元町
厳島神社

●汐汲坂を上っていく、その中ほ
どにある隠れ家サロンのような
雰囲気。Jellishは、結婚というセレ
モニーを控えた女性の多くがウ
ェディングドレスに託するであ
ろう想いを受けとめて、形にして
くれる場所。●これまでも一貫し
てウェディング業界に身を置い
てきたという店長の山浦さん。
様々な面からのアドバイスがで
きるからこそ、まずはお客様との
対話を大切にしているそうです。
『 お客様の好みはもちろんです
が、式場の雰囲気や招待客の割合
などを伺って、ドレスデザインの
アドバイスをさせていただくこ
ともあります。』●花嫁さんの気
持ちに寄り添うように世界で一

KINGDOM

霧笛楼

﹁石川町﹂
駅

元町仲通り
1丁目

Jellish（ジェリッシュ）
TEL.264-4842／月曜日定休

2丁目

3丁目

4丁目

5丁目

元町通り

元町河岸通り
前田橋

山浦さよりさん

つだけのオーダードレスを作り
上げていきたい。そのためにドレ
ス製作においても人任せにせず、
全行程を自らの手で行うとのこ
と。
『 サイズ調整でも、ドレスライ
ンを考えて１からやり直すこと
も。大変ではあるけれど、やはり
好きなことなので楽しいです。』
という山浦さんは、内に熱い情熱
を秘めているとお見受けしまし
た。●その親身な姿勢が伝わるの
でしょう。お客様から挙式写真が
届いたりすることも多く、
中には
結婚記念日のたびに挨拶されにく
るカップルもいるとか。山浦さん
の作り出すドレスは、幸せな結婚
への一歩となっているのかもし
れません。

本牧通
り

ア・パイレート・シップ

と店長の安田さん。以前お花屋さ
ん勤めをしていたそうで、
バルー

汐汲坂

FACE7号で
紹介しているお店を
探してください。

岡本のぶよさん
周作くん（左）
＆謙信くん（右）

TEL.479-6008／月・水曜日定休

代官坂

水屋敷通り

MAP

﹁元町・中華街﹂
駅

●お店に一歩踏み込むと、ワク
ワクするくらいスイートアロマ
な空間でした。
目を瞑ってみたな
ら、きっとお菓子の家が浮かん
できそうです。●LittleCocoはフ
レーバーコーヒーの専門店、い
わゆる普通のコーヒーはメニュ
ーに無いという徹底ぶり。ヘー
ゼルナッツやチョコレートなど
の様々なシロップを絶妙な配合
で組み合わせ、焙煎した豆にコ
ーティングするというこだわり
です。●オーナーの馬場さんは
「とにかくカナダのフレーバー
コーヒーが好きで、皆さんにも
知ってもらいたかったんです！」
とイキイキと意気込みを語って
くれました。●実は馬場さん、お
洋服屋さんのオーナーでもあっ
て、そちらでお客様にお出しし
ていたサービスのコーヒーが評
判になり、LittleCocoの開店へつ
ながったとのこと。
「自分の好き
な物を提供したい！というだけな
のですが、本当に色々な方に助け
ていただいている感じです。」好
きなものを追求していく馬場さ
応
んのお姿を拝見していると、

ア・パイレート・シップ

TEL.513-3887
無休・日曜日は予約のみ

カナダの
フレーバーコーヒーを！

世界で１つだけの
ウェディングドレスを

可愛い服の宝庫

→

西の橋

クラフトマンシップ・
ストリート

多賀谷 幸子さん
KINGDOM勤務
元町歴 ８ヶ月

原宿から元町に仕事場を移して、
この街の落ち着きと
お客様のあたたかさを痛切に感じています。
やる気にさせてくれる街ですね。
そんな頑張った自分へのご褒美は霧笛楼のケーキです。
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代官坂

水屋敷通り

MAP

﹁元町・中華街﹂
駅

●お店に一歩踏み込むと、ワク
ワクするくらいスイートアロマ
な空間でした。
目を瞑ってみたな
ら、きっとお菓子の家が浮かん
できそうです。●LittleCocoはフ
レーバーコーヒーの専門店、い
わゆる普通のコーヒーはメニュ
ーに無いという徹底ぶり。ヘー
ゼルナッツやチョコレートなど
の様々なシロップを絶妙な配合
で組み合わせ、焙煎した豆にコ
ーティングするというこだわり
です。●オーナーの馬場さんは
「とにかくカナダのフレーバー
コーヒーが好きで、皆さんにも
知ってもらいたかったんです！」
とイキイキと意気込みを語って
くれました。●実は馬場さん、お
洋服屋さんのオーナーでもあっ
て、そちらでお客様にお出しし
ていたサービスのコーヒーが評
判になり、LittleCocoの開店へつ
ながったとのこと。
「自分の好き
な物を提供したい！というだけな
のですが、本当に色々な方に助け
ていただいている感じです。」好
きなものを追求していく馬場さ
応
んのお姿を拝見していると、

ア・パイレート・シップ

TEL.513-3887
無休・日曜日は予約のみ

カナダの
フレーバーコーヒーを！

世界で１つだけの
ウェディングドレスを

可愛い服の宝庫

→

西の橋

クラフトマンシップ・
ストリート

多賀谷 幸子さん
KINGDOM勤務
元町歴 ８ヶ月

原宿から元町に仕事場を移して、
この街の落ち着きと
お客様のあたたかさを痛切に感じています。
やる気にさせてくれる街ですね。
そんな頑張った自分へのご褒美は霧笛楼のケーキです。

