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こんなところに、懐かしいアーティスト。こんなところに、懐かしいアーティスト。

　最近ミネアポリスのダウンタウ

ンでもひときわ目立つ歴史的なビ

ル「ヘネピン・アートセンター」

の建物の一階にメイソンズという

レストラン＆カフェがオープンし

ました。このビルはもともと１８

８８年に建ったフリーメーソン団

体のメソニック寺院でした。現在

は２０のダンス及びパフォーミン

グアーツの団体の拠点として、隣

接するコール・センター・ダンス＆パフォーミングアーツ」というシアター

とともにミネアポリスのパフォーミングアーツを活性化しています。 

　メイソンズはその元のメソニック寺院にひっかけてつけられた名前です

が、カジュアルなカフェバーです。飲み物はメイソンジャーと呼称される

ジャムやピクルスの瓶に入れて出されます。ワインには似合わないと思うん

ですけどね。 

　夏の間は野球観戦に行く前に立ち寄る人も大勢いました。 

　そのカフェの入り口近くの壁に「日本のアーティストのものだ」と言われ

た大きな額がかかっています。近寄って見てみると、なんと、８０年代日本

で大人気だったヤマガタヒロミチさんのイラストだったのです。それもこの

ビルがアートセンターとしてグランドオープニングをしたことを記念した華

やかなイラストです。ビルやその前のヘネピンアベニューと楽しそうにお祝

いをする人々が描かれています。まさか、こんなイラストを描かれていたと

は。知りませんでした。いっぺんにこのカフェに親近感を覚えたのでした。 

www.thecowlescenter.org/visitor-building-info 

投稿者 Husky15 27日 06:52 | コメント(0) | シアター

ミネアポリス・オリジナルのアイスクリーム。ミネアポリス・オリジナルのアイスクリーム。
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　今夏の一番の話題（というほど

のものでもないかな。）は、ミシ

シッピ河のリバーフロントにオー

プンした、セントポールが本拠の

アイスクリーム・ブランド「イ

ズィーズ」の手作りアイスクリー

ムが楽しめるショップです。この

アイスクリームのブランド商品は

地元のスーパーで購入出来る他、

一部のレストランのデザートにも

なっています。法律を勉強していた女性と学校の先生の男性カップルが思い

切って始めたアイスクリーム作り。セントポールで最初のアイスクリームカ

フェがオープンし、今ではミネソタを代表するオリジナル・ブランドの一つ

になっています。２００５年には全米でナンバー１のアイスクリームにも輝

いたこともあります。 

　リバーフロントに出来た「イズィーズ・アイスクリーム・カフェ」は、ガ

スリー劇場のすぐ近く。夜１１時までオープンしているのでショーの終わっ

た後などにも立寄たいところ。そして何といってもその場で焼いているワッ

フルコーンの美味しさです。この匂いが店の周辺に漂い、ふらふらと入って

しまうような香りがするのですよ。（ふふふ。） 

　アイスクリームのフレーバーもグルメ風。「アーモンド・ビスコッティ」

や「バジル味」などは定番の味の一部。子供向けの味「バブルガム」や「M

＆M」は大人も楽しめます。シャーベットや豆乳を使ったアイスクリームな

どもあり、乳製品にアレルギーのある人やダイエット中の人も食べたい味が

充実。 

　リバーフロントのアイスクリームショップには工場も隣接。この夏にオー

プンして以来、行列が出来る人気です。季節が変わっても多分人気は衰えな

いと思います。 

IZZY'S Ice Cream Cafe 

1100 Second Street South, Minneapolis, MN 55415 

投稿者 Husky15 6日 03:42 | コメント(2) | フード

ミネアポリスのご近所エリア「ノースループ」に暮らす。ミネアポリスのご近所エリア「ノースループ」に暮らす。

　私の暮らすアパートはミネアポリスで最初

に建設されたコンドミニアムで１９６４年に

建ちました。コンクリートの地味なビルでオ

フィスビルだと思っている人も結構います。

ビルの前は公園局の管理する広場で夏の間は

噴水が勢い良く水しぶきを上げています。 

　その横をミネアポリスのメインストリート

ともいえるヘネピン・アベニューが通り、斜

め向かいには新しく建ったアパートがありま

す。そこから向こうが「ノースループ」と呼

ばれるウェアハウス地区のご近所です。今や

お洒落なブティックやカスタムバイクのスト

ア、バイク愛好者の溜まるグランジなコー

ヒーショップ、雑貨店や全国的に注目を浴びるレストラン＆バーなどが次々

とオープンし、一頃に比べると随分活性化しました。地元の若者がオープン

したカスタムバイクのお店「ハンサムバイク」は自転車ファッションなども

扱いロゴ製品もお洒落です。その隣りはキッチュな雰囲気の自転車愛好者の

ためのコーヒーショップ。次のブロックには若い女性サラさんが経営する額
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縁の専門店ながらデザインのかっこいいカードやステイショナリーも置いて

いるお店。ワインショップ、犬も連れて入れる地元コーヒーショップもあり

ます。 

　一般のデパートよりもファッショナブルなブティックが３、４軒オープン

して、益々ご近所散策が楽しくなりました。ちょくちょく立ち寄るのが「ス

テートメント」というブティックで、オーナーのステイシーはジュエリーデ

ザイナーでもあり、彼女の作品も販売しています。LAっぽいファッションは

お手頃価格で私も数点購入しました。バッグやアクセサリーも充実していま

す。中西部らしい気軽さと親しみやすいステイシーの雰囲気がお店にも反映

されているように思います。この一画にはメンズファッションと洒落た小物

を扱うストア、朝食やランチにも人気のあるカフェ「ムース＆セーディー

ズ」、１９０９年から営業している老舗レストラン＆バー「モンテカルロ」

なども集まっていて、私も好きなエリア。こうしたブティックのオープン

は、暮らしを楽しくしてくれます。 

投稿者 Husky15 5日 02:33 | コメント(1) | ショッピング

ミネアポリスのウェアハウス地区のユニークなお店。ミネアポリスのウェアハウス地区のユニークなお店。

　ステートフェアも終わり、７月の２週目に

は正式に秋宣言がされるミネソタ。「あっ」

と「言う間もなく」数ヶ月が過ぎ、４ヶ月近

くブログをお休みしてしまいました。これか

ら続々と更新していきたいと思います。 

　友人スコットの中国のアンティーク家具を

主に扱うお店「ジェロメオ」（なんて名前な

んだろう。Jeromeo)がニコレットモールか

らウェアハウス地区に引っ越しました。グラ

ンドリオープンに合わせて土曜日午前中に

ちょっとしたポップアップ・イベントが行わ

れたので、早起きをして（といっても９時か

らだったんですが。）訪ねてみました。サラ

さんという女性が始めた「ブラック・ウォルナット・ベーカリー」のフレッ

シュなクロワッサンやパウンドケーキ、デニッシュを売るコーナーの背後で

は、スコットのストアのバックルームで始まるマッサージと指圧サービスの

デモンストレーション、そして最近大学に近いエリアにビジネスをオープン

したティーショップ「バーダント・ティー」が店先のテントで開業。リフ

レッシュするアイスティーやクロワッサンを購入し、スコットの広くなった

お店のアンティーク家具やビーズのジュエリーなどをチェックしました。 

　お天気のよい土曜日の朝、のんびりウィンドーショッピング。お隣は同じ

ようにニコレットモールに長年開業していた古本屋さんがあり、そのお隣は

ワインバー。このブロックがちょっとお洒落なスポットとして「こだわり

派」の人気を集めると良いなと思いました。 

Jeromeo 

250 3rd Ave. North, Minneapolis, MN 55401 

投稿者 Husky15 5日 02:04 | コメント(0) | ショッピング
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美術館に展示されている有

名デザイナーの靴。 10月

18日 NEW

ミネアポリス美術館の日本

美術コレクション。 10月

15日 NEW

モール・オブ・アメリカで

体験型ツアーを体験する。

10月10日

グレートリバーロード７５

周年 10月10日

メトロドームを活かす。

10月9日

ウェアハウス・エリアに常

設されたアート。 10月4日

こんなところに、懐かしい

アーティスト。 9月27日

ミネアポリス・オリジナル

のアイスクリーム。 9月6

日

ミネアポリスのご近所エリ

ア「ノースループ」に暮ら

す。 9月5日

ミネアポリスのウェアハウ

ス地区のユニークなお店。

9月5日

プロフィールプロフィール 

Husky15

性別 女性

ミシシッピ河畔の中都市ミ

ネアポリス在住20年目で
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