
インフォメーションセンター 開催期間中
10:00～19:00

IRORI石巻
住所 ： 石巻市中央2-10-2

7/26 7/27 7/28 7/2９ 7/30 7/3１ ８/１
金 土 日 月 火 水 木

オープン！！イシノマキ 開催期間中
石巻市中央の商店各所、
本部はIRORI石巻 http://ishinomaki2.com/?p=2737 http://ishinomaki2.com/wp-content/uploads/オープ

ン！イシノマキ詳細.pdf

金曜映画館 ｉｎ STAND UP WEEK

前夜祭 野外上映会！
「映画 ドラえもん のび太の秘密道具博物館」

26日（金)18:30～
前夜祭

野外上映会
26日18:30～

松竹・旧阿部新旅館前
住所 ： 石巻市中央2-7ｰ23 入場無料

http://ishinomaki2.com/wp-content/uploads/ドラえも
んチラシ小-JPEG1.jpg

「市民が撮った８ミリフィルム昭和の石巻」
～アイトピア通りに“あの頃の石巻”が浮かび上がる～

31日（水)19:30～
「市民が撮った8ミリフィルム
昭和の石巻」上映
31日19:30～

観慶丸本店
住所 ：石巻市中央2-8-1 観覧無料

http://ishinomaki2.com/wp-content/uploads/観慶丸
上映チラシ　小JPEG.jpg

石巻Ｈａｃｋａｔｈｏｎ 26日（金)12:00～
28日（日）13:00

石巻工業高校
住所 ： 石巻市貞山5-１−１

参加者募集締切
 ・ 見学自由

http://ishinomaki2.com/?p=2799 http://itnav.jp/archives/228

石巻工房 DESIGN WEEKEND02
（ﾃﾞｻﾞｲﾝｳｨｰｸｴﾝﾄﾞ）

27日（土）10:00～16:00
「ヤタイを作ろう！」

28日（日）10:00～12:30
「おさかなクッションを作ろう！」

28日（日）13:00～15:30
「モビールを作ろう！」

工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｳｨｰｸｴﾝﾄﾞ
「ヤタイを作ろう！」
27日10:00～16:00

工房ﾃﾞｻﾞｲﾝｳｨｰｸｴﾝﾄﾞ
「おさかなクッション
　を作ろう！」
28日10:00～12:30

「モビールを作ろう！」
28日13:00～15:30

石巻工房
 住所 ： 石巻市中央2-10-21

IRORI石巻
 住所 ： 石巻市中央2-10-2

事前申込必要 ・ 見学自由

問い合わせ先 ：
0225-25-2839
（石巻工房）

http://ishinomaki2.com/?p=2808 http://ishinomaki-lab.org/2013/07/19/ishinomaki-
design-weekend02%E3%81%AE%

石巻・手作りCMプロジェクト LIVE 27日（土）18:30～21:00
手作りCMプロジェクト
LIVE
27日18:30～21:00

石巻市社会福祉協議会ビル
住所 ： 宮城県石巻市中央2-4ｰ20 入場料無料・投げ銭歓迎

石巻・手作りCM 生店舗で生演奏！
～CMソングのお店を練る歩く特別ライブツアー～

28日（土）10:00～18:30
　※一部例外あり

手作りCM生店舗で生
演奏
28日10:00～18:30
※一部時間例外あり

石巻市中央各商店を練り歩きます
別紙タイムスケジュールに
合わせ各商店にお気軽に

お越しください。

石巻まちの本棚　オープニング企画

一箱古本市＆古本バザー 27日（土）、２８日（日）
両日とも10:00～15:00

石巻ふれあい商店街、アイトピア通り（まちの
本棚、IRORI石巻、かめ七呉服店、相澤商店）

展示「（料理研究家）枝元さんの本棚」
＋にこまるクッキー販売

27日（土）、２８日（日）
両日とも10:00～15:00

写真家・絵本作家小寺卓矢さんによる
スライド上映とお話し

27日（土）16:00～17:00
小寺卓矢さんお話し
27日16:00～17:00

料理研究家 枝元なほみさんと本とお話し 28日（日）16:00～18:00
枝元なほみさんお話し
28日16:00～18:00 入場料 500円

ゆかたdeまちコン 28日（日）12:00～20:30
ゆかたdeまちコン
28日12:00～20:30

石巻市中心街呉服店、飲食店
事前申込必要

問い合わせ先 ：
 0225-25-4953

http://ishinomaki2.com/?p=2650

まちづくりシンポジウム
Powered by PechaKucha

29日(月) 19:00～21:00
　　テーマ ： 観光

31日(水) 16:00～18:00
　　テーマ ： 教育

シンポジウム第一夜
テーマ「観光」
29日19:00～21:00

シンポジウム第二夜
テーマ「教育」
31日16:00～18:00

石巻市社会福祉協議会ビル
住所 ： 宮城県石巻市中央2-4ｰ20 入場無料

子ども・道・まちづくり　トークショー 30日(火) 19:00～21:00
子ども・道・まちづくり
トークショー
30日19:00～21:00

石巻市社会福祉協議会ビル
住所 ： 宮城県石巻市中央2-4ｰ20 入場無料

寸劇×音楽コンサート
＆移動式遊び場

31日(水) 10:00～15:00
（29日・30日ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）

移動式遊び場
10:00～14:00
寸劇×音楽コンサート
13:00～15:00

松竹・旧阿部新旅館前
住所 ： 宮城県石巻市中央2-7ｰ23 入場無料 http://ishinomaki2.com/?p=2895 http://ishinomaki2.com/wp-

content/uploads/mugenn1.jpg

GAKU-MCライブ 31日(水) 17:00～18:00
GAKU-MCライブ
31日17:00～18:00

松竹・旧阿部新旅館前
住所 ： 宮城県石巻市中央2-7ｰ23 入場無料 http://ishinomaki2.com/?p=2900

RE-futebolista（石巻2.0×クロノス フットサル企画）
＆ロメオパラディッソ ダンスパフォーマンス 1日(月)10:00～15:00 RE-futebolista

1日10:00～15:00
「カフェあぷりこっと」横の駐車場
住所 ： 宮城県石巻市中央2-3-3付近

参加・見学自由
午後はトーナメント大会を予定

http://ishinomaki2.com/?p=2900

復興バー ｉｎ STAND UP WEEK 開催期間中の夜
19:30～24:00

28日１日マスター
「林屋呉服店」
若旦那ナイト

復興バー
住所 ： 石巻市中央1-8-8 charge 500円（お通し付） http://ishinomaki2.com/?p=2917

まちあるき企画
日和アートセンター主催
石巻四次元横丁
新田町＋中里町を中心に
27日午後～

日和アートセンター主催
石巻四次元横丁
横町＋住吉町を中心に
28日午後～

コドモ・ワカモノまちingエク
スカーション
英国高校生8人他
２９日

詳細・フライヤー URL

開催期間中いつでも

http://ishinomaki2.com/wp-content/uploads/まちの本
棚詳細.pdf

http://ishinomaki2.com/?p=2735

寸劇×コンサートワークショップ
29日・30日

石巻まちの本棚（旧 躭書房）
住所 ： 石巻市中央2-3-16

会場

石巻Ｈａｃｋａｔｈｏｎ
26日～28日

プログラム 日時

問い合わせ先 TEL ： ０２２５－２５－４９５３

一箱古本市＆古本バザー
27日・２８日10:00～15:00

展示「枝元さんの本棚」
＋にこまるクッキー販売
27日・２８日10:00～15:00

HP プログラムURL参加条件など

入場無料
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