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2019

2.15
OPEN

緻密なレシピで作るしっとり食パン
洋菓子店が手がける食パン専門店。国産生クリームとバターを
贅沢に使い、パティシエならではのレシピで焼き上げた食パン
は、
きめ細やかな舌触りと濃厚な味わいが楽しめる。

●Genoiseblanc

大和町店

ジ ェ ノ ワ ー ズ ブ ラ ン

1仙台市若林区大和町4ー7ー39 2022ー353ー6508
310：00〜18：00※完売次第終了 4月曜

河北仙販

2019

新しい味わいに出会うデザートバー

OPEN

ョコラ」が看板メニュー。果物やチーズと合わせたり、カクテル

2.14

にしたりと独創性に富んだアレンジで味わおう。

風薫る季節の到来です。１年で一番過ごしやすい季節ではな

●チョコレートな関係

いでしょうか。

チ ョ コ レ ー ト な かんけい

1仙台市青葉区国分町1ー6ー3 2022ー797ー1606
313：00〜23：00（土曜〜24:00） 4水曜
（祝日の場合は営業）

今号も「イベントPICK UP!」でたくさんの楽しいイベントをご紹介

“イチゴを食べるため”の贅沢パフェ

しています。3月から河北仙販の29番目の支店「大郷支店」がオープン

時季によってフルーツが変わる
「季節のパフェ」が人気。春は土耕

しました。そのおひざ元、
『道の駅おおさと』で開催される「B級グルメグランプリ」。

栽培亘理町産イチゴをふんだんに使った特製イチゴパフェ
（800

何が出てくるのか興味津々。食べてみたい。見てみたい。私もぜひ行ってみようと

円）
を用意。６月からはさくらんぼを使ったパフェが登場予定だ。

思っています。
「五月晴れ」間違いなし。ちょっと足を延ばして、家族みんなで出か

●310

小

けてみませんか。

す！
内で
山

IWANUMA-BASE
イ ワ ヌ マ ベ ー ス

サ ン イ チ マ ル

1岩沼市吹上3ー7ー13 2090ー3366ー4280
311：00〜15：00（イチゴなくなり次第終了） 4木曜

編集長の間借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

急性咽頭炎もすっかり治り
おでかけシーズン本番！
桜満開の時期に急性咽頭炎になり、病院への道すがら桜
をチラ見して終わった、S-style編集長の小山内です。そん

5月

注 目 の イベ ント

PICK UP!
〜

6

な私を癒してくれたのは、
「世界フィギュアスケート国別対

30

日

開館20周年記念特別展

井上ひさしの劇列車

抗戦2019」
。もちろん、チームJAPAN を応援していたので

戯曲をイメージした空間で、劇作家・小説家の
井上ひさしの直筆原稿などを紹介。

すが、アメリカ代表のネイサン・チェン選手にくぎづけに…。

a仙台文学館 q仙台文学館
2022ー271ー3020 9http://www.sendai-lit.jp

彼のSP「キャラバン」
を見てからすっかりファンになってし
まい、国別対抗戦もテレビの前で応援しておりました。しか

〜

も当日はネイサン・チェン選手の体調があまりよろしくなか

6

30

ったようで、なんだか勝手に親近感。エキシビションの
「USA」
まで滑りきってくれたけれど、少しは休めたのかしら
…などと、母親のように心配しておりました。そうそう、フィ
ギュアスケートと言えば、４月に開催された羽生結弦選手の
モニュメントデザイン発表式＆除幕式を
取材してきましたよ。式典の様子は次号
の６月号にて紹介予定です。どうぞお楽
しみに。さて、S-style５月号は
「週末グ
ルメ＆レジャー」
と題し、
GW 後の気軽な
週末にも使えるおでかけ情報が満載。
編集部が実際に体験して選んだ80 ス
ポットを一挙公開。無料で遊べるスポッ
トもいっぱいですよ！

寝かせた日数によって味わいが変わる新感覚の「熟成ガトーシ

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

日

平成仮面ライダー20展

仙台市内・近郊で開催されるイベントをピックアップ。
「
」片手にお出かけしよう!
5

前夜祭

本祭

25 26
土

19

日

5

25

土

a道の駅おおさと駐車場
qおおさと地域振興公社
2022ー359ー2675

〜

6

16

日

ポピーまつり2019

蔵王連峰を背景に200万本のポピーが咲き
誇る。期間中の週末には各種イベントも。
a国営みちのく杜の湖畔公園 qみちのく公園管理センター
20224ー84ー5991 9http://www.michinoku-park.info

5

平成仮面ライダー20作品を映像やパネルな
どで紹介し、
これまでの軌跡をたどる。

宮城県内の飲食店が手がけ
るB級グルメが大郷町に大
集合！ 特産品を使った絶
品をたっぷりと味わって、気
に入ったメニューに投票し
よう。来場者の一票で今年
のグランプリが決定する！

松島パークフェスティバル2019

a前夜祭：石田沢防災センター、本祭：五大堂周辺、グリーン広場、松島ヨットハーバーほか
q松島パークフェスティバル実行委員会 9http://www.parkfes.com

〜平成を駆け抜けろ!!〜

第14回 おおさとB級グルメグランプリ
in道の駅おおさと

日

5回目を迎える音楽祭。稲垣潤一や伊東洋
平、
ティーナ・カリーナなどが登場。

26

日

第26回 サン・ファン祭り
慶長遣欧使節舟の復元船進水日を祝う例年
人気の催し。ステージイベントを開催。

a石ﾉ森萬画館 q石ﾉ森萬画館
20225ー96ー5055 9https://www.mangattan.jp/manga

5

・

a石巻市サン・ファン・バウティスタパーク、宮城県慶長使節船ミュージアム（サン・ファン館）
qサン・ファン祭り実行委員会 20225ー24ー2210 9https://www.santjuan.or.jp

6

14

金

吉本新喜劇ワールドツアー

〜60周年 それがどうした！〜宮城公演

抱腹絶倒の吉本新喜劇が宮城で開催。出演
は座長の小藪千豊、川畑泰史ほか。
a東京エレクトロンホール宮城
qチケットよしもと 20570ー550ー100

8

4

日

松尾スズキプロデュース東京成人演劇部

vol.１
「命、
ギガ長ス」

演劇集団「大人計画」松尾スズキと安藤玉恵
による、4人の物語が交差する二人芝居。
aえずこホール
qえずこホール 20224ー52ー3004
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読 者 プレ ゼ ント

孫
自慢

あさひ

しゅおん

佐藤 旭ちゃん（4歳）

大江 珠臣くん
（１ヵ月）

10

10

蔵造り蕎麦本舗「土谷」
名様
イシイの甘栗
なめこそば３袋セット
手提げパック〈385ｇ入〉引換券 〈１袋250ｇ入・大盛２人前〉
名様

イシイの甘栗は中国河北省青龍県から直接
買い付けた栗を、熟練の店員が店内の窯で
じっくりと丁寧に焼き上げた「天津甘栗」
。
割れや傷などを手作業で徹底的に選別した
香り風味が際立つ逸品だ。引換券を10名
様にプレゼント。

外気に影響されず、
日光、湿気を受け付けな
い土蔵の中で熟練した職人が麺を打ち、手
間暇かけて一つひとつ丹念に造り、長時間
自然乾燥した古式豊かな麺の逸品。なめこ
そばは山形県産のなめこ茸を蕎麦に練り込
んだ風味豊かな日本蕎麦で、手造りの良さ
と原料の持つ自然の風味と香りをそのまま
楽しめる。

1仙台市青葉区立町26ー17
2022ー712ー0255
310：00〜19：00 4無休
9http://www.i-amaguri.com/

1山形県山形市八日町2ー5ー3
2022ー623ー7129
9http://kuradukuri-tsuchiya.com/

さ な

ぎん じ

杉本 銀次くん
（1歳）

三浦 紗奈ちゃん（８ヵ月）

はる

島貫 陽くん
（３歳）

【応募方法】郵送

【応募方法】直接

【応募方法】QRコー
ド

自慢のお孫さんの写真のほか
「氏名」
「年齢」 河北仙販各支店に直接
お届け、または河北仙販
「性別」
を記載し下記住所まで郵送
社員に手渡しも可
〒980ー8529 ※住所不要
河北仙販開発課
「孫自慢」係

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

『キジトラ珈琲舎』
店主・伊藤誠の気ままコラム

寝ているだけで褒められたい

「次は仙台。出口は右側です」
。周囲は気に止めていな

ブには違和感が募る。

いようだが、仙台市地下鉄南北線の車内アナウン

字義、字面から意外だが、宮城の名湯・峩々温

スが気になって仕方ない。

泉も、ローカルニュースでは「ガが温泉」
と二つ
目を鼻濁音で読んでいなかったか。あの歌姫

「つギはせんだい。でグちはみギガわです」
。
カタカナ書きしたガ行がそろって硬いガギグ

が泊まれば「レディー・ガガさん、ガが温泉に

ゲゴ、非鼻濁音なのだ。銀行のギ、具志堅さん

ゴ宿泊」
じゃ。
地下鉄。あの斎場のCMも非鼻濁音で読んで

のグ。外来語や語頭に来る以外は鼻濁音とい
うのが、
ガ行の基本ルールのはずだ。
東日本方言では元来、厳密に使い分けされていた。日
本に関東方言ベースの標準語を広めたNHKのアナウン
サー諸兄は、かなり厳格に訓練されていたと聞く。近年、
使い分けは薄れているのだそうだが、東北方言ネイティ
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いるぞ。
「まんゲつ」
とか「めいゲつ」って言わんで
しょ、
と毎朝心の中でダメを出している。
キ

ジ ト ラ こーひーしゃ

キジトラ珈琲舎
1仙台市青葉区一番町2ー7ー3 ベアービル5F
2022ー796ー3933 4水曜

ダニ寄せゲットシート
〈10枚入〉

5

名様

5

低温製法米の
名様
「黒蜜きなこもち」
２袋セット〈１袋195ｇ入〉

ダニが誘引剤に誘われてシートの中に集ま
り、シートの粘着シートに吸着。くっついた
ダニの死がいは飛散せず、殺虫成分は使用
していないので安心だ。使い終わった後は、
ゴミ箱に捨てるだけ。効果は約３ヵ月持
続！

なめらかきなこの「黒蜜きなこもち」
は、小さ
めサイズのおいしいおもちに、とろりとした
黒蜜ときなこをセット。低温製法で精米し
たもち米を使用し、つきたてのおいしさとな
めらかな食感が味わえる。

【応募方法】郵送

【応募方法】QRコー
ド

はがきに
「希望の商品名」
「住所」
「氏名」
「電

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

話番号」
を記載し下記住所まで郵送
〒980ー8529 ※住所不要
河北仙販開発課「読者プレゼント」
係

応募締切 2019年5月31日
（金）
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