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個性が光る“超粗挽き”手打ちそばに舌鼓
超粗挽き の十割そばは、透明感のあるそばでもっちりとした歯
触りが特長だ。噛むと雑穀本来の甘みが広がり、そばの新たな魅
力を発見できる。15時からは手作り甘味を提供するカフェに変身。

●蕎麦・甘味・日用品 鹿落堂

ししおちどう

1仙台市太白区向山1ー1ー1 2022ー395ー8074 3蕎麦11：00〜15：00（そばがなくなり次
第終了）
、甘味15:00〜18:00、
日用品11:00〜18:00 4不定休

河北仙販

薬莱の恵みを詰め込んだそば御膳
築127年の家屋で味わえるのは、挽きたて・打ちたて・茹でたて
のそば。北海道産の玄そばを毎朝石臼挽きにして提供している。
地元の野菜やワサビとともに楽しもう。

梅雨入りが気になる時季になりました。体調を崩しがちになる

●滝庭の関 駒庄

季節でもあります。湿気に負けず、昼間が長い日々を楽しむために

こましょう

も美味しいものを食べて夏本番に向けて力を蓄えていきましょう。

1加美郡加美町字鹿原山下3 20229ー67ー7275 311：00〜17：00※12〜2月は11：00〜
15：00 4無休（12〜3月は第1・3月曜※祝日の場合は営業、翌日休み）

2019

今号でも仙台近郊で行われる楽しいイベントのご紹介とともに季節に
お役立ちのプレゼントをご用意しています。たくさんのご応募をお待ちしています。

4.20
OPEN

作りたてを提供するコッペパン専門店
人気ベーカリー
『石窯パン工房 ばーすでい』
の新ブランド。50種
類以上という多彩なトッピングはもちろん、注文を受けてから目の
前で具材を挟み込むライブ感もお楽しみ！

梅

なお、6月10日
（月）付の河北新報朝刊は休刊日のためお休みさせていただきます。

津

です！

編集長 の間借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

手前味噌で恐縮ですが、
このスゴさ、言わせてください！
こんにちは、Kappo編集長の梅津です。突然ですが、
2002年は何をしていたか、覚えていますか？ 私は入社3

6月

注 目 の イベ ント

PICK UP!
毎週土・日曜、
月曜祝日、金曜祝日

年目、当時のヒット曲は氷川きよしの「ズンドコ節」
に宇多田

ら17年…。6月5日発売の7月号で、なんと創刊100号を迎
〜

た子が高校2年生になるほどの年月が流れたわけです。い

9

16

月・祝

ALOHA BBQ BEER GARDEN

さて、記念すべき節目の特集は
「宮城の100人」
。地元に

スト、猟師や農家、まちづくり、職
人、研究者など
「こんなにすごい人

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

6

12

水

〜

18

紙も金箔押しでスペシャル感満載、
間違いなく お値段以上 の特大号
です。ぜひご覧ください！

食肉まつり

土

丸ごと豪快に焼き上げた宮城県産黒毛和牛
の無料試食のほか、各種イベントを開催。
a勾当台公園市民広場 q仙台中央食肉卸売市場（株）総務課
2022ー258ー6011

6

15

土

・

16

火

新潟 食の祭典

6

14

金

〜

7

19

第21回 沖縄の観光と物産展

泡盛やソーキそばといったグルメから工芸品
まで、沖縄の魅力を堪能しよう。
a藤崎 本館7F 催事場 q藤崎
2022ー261ー5111 9https://www.fujisaki.co.jp

おおさき食楽まつり2019

大崎市の新名物「なる子ちゃんこ鍋」
といった
県内外のご当地グルメを味わえる。

5

金

〜

7

日

仙臺横丁フェス2019
東北のワイナリーや醸造所が参加。串焼きや
もつ煮と共に東北の銘酒を賑やかに楽しもう。
a勾当台公園市民広場 q実行委員会（ユーメディア内）
9https://www.facebook.com/sendaiyokocho/

7

塩引き鮭や笹団子など、定番品から郷土料理
まで、
新潟ならではのグルメが大集合！

水

日

a鳴子峡レストハウス特設会場 q実行委員会事務局
2090ー2956ー9900

a仙台三越 本館7Fホール q仙台三越
2022ー225ー7111 9http://www.mitsukoshi.co.jp/sendai

すよ。さらに！ 80ページのグル
でついてくるという太っ腹ぶり。表

15

a仙台パルコ2 屋上 q仙台パルコ
2022ー774ー8000（大代表） 9http://sendai.parco.jp

が！」
と驚くような方々が登場しま
メガイド「大人のいい店」がセット

6

南国リゾートのような開放的な空間でビール
片手にハワイアンBBQを満喫！

やー、早いですね。

たっぷりご紹介。作家にアーティ

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!

aウェスティンホテル仙台 26F ラウンジ&バー『ホライゾン』 qウェスティンホテル仙台
2022ー722ー1234（代） 9https://www.the-westin-sendai.com

大ヒット。そんな頃、8月にKappoが創刊されました。あれか

ゆかりがあり、活躍している方々を

しば た パンほんてん

1仙台市若林区連坊小路20 2022ー349ー5565
39：00〜17：30※パンがなくなり次第終了 4火曜

月替わりの色鮮やかなスイーツのほか、豊富な
ブッフェ料理が食べ放題！

ヒカルの「Travelling」
。映画では
『モンスターズ・インク』
が

えました
（パチパチパチ）
。10年ひと昔と言いますが、生まれ

ウイークエンドデザートブッフェ

●柴田パン本店

12

金

〜

15

月・祝

杜の都のワイン祭り
「バル仙台2019」

個性豊かな東北ワインとグルメを楽しめる4日間。
宮城はもちろん、
山形からもワイナリーが参加。
a勾当台公園市民広場 q実行委員会（ユーメディア内）
2022ー714-8323 9http://www.bar-sendai.jp

7
8

20 土 ・21 日 ・22 月 Sweets Buffet
24 土 ・25 日 ・26 月 〜スイーツビュッフェ〜

旬の果物を使ったスイーツをはじめ、サンドウィ
ッチやパスタなどをビュッフェ形式で楽しめる。
a仙台国際ホテル 1F『コーヒーハウス』 q1F『コーヒーハウス』
2022ー268ー1104 9http://www.tobu-skh.co.jp
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名様

読 者 プレ ゼ ント

丸大食品
「特選ロースハム、
あぶり焼 焼豚」
ギフトセット
モンドセレクション金賞を受賞し
た
「特選ロースハム」
（350ｇ）
「あ
、
ぶり焼 焼豚」
（180ｇ）
をセットで
プレゼント。豚ロース肉を丹念に
スモークして香り豊かに仕上げた
「特選ロースハム」
と、特製たれに
漬け込み焼き上げた口あたりやわ
らかい焼豚を味わおう。

自慢

おおひさ
はる き

たか ぎ

大久 陽輝くん（３歳）・ひよりちゃん（１歳）

さ え

高木 咲瑛ちゃん
（7歳）

20
名様

やす だ

いち か

安田 一花ちゃん
（３ヵ月）

かん の

ゆ あん

まえ だ

こう き

AGC硝子建材「次亜Safe 除菌 消臭剤」
〈300ml〉

あおやま たい し

菅野 結愛ちゃん
（１歳） 前田 皇樹くん
（5歳） 青山 大志くん
（2歳）

ウィルス、菌、
ダニ、花粉のアレルゲン、
カビの抑制効果、
ニオイはもとから除去！ 次亜塩素酸ナトリウムはアル
コール系除菌剤では除菌できないウィルスに効果を発
揮する。食品添加物認定の次亜塩素酸ナトリウムは安
全性も高く、赤ちゃんのおもちゃやベビーカーの除菌、
ペット用品のケアなどにも利用OK。

かん の

いのまた りん

おおつき けいたろう

猪股 凛ちゃん（1ヵ月） 大槻 恵太朗く
くん（4ヵ月）
【応募方法】郵送

まつかわ

さ ち

松川 桜千ちゃん
（1ヵ月）
【応募方法】直接

りつ

菅野 律くん
（4ヵ月）

5

リッチもち麦ブレンド十六穀米
２セット
〈30ｇ×６袋を２セット〉

名様

もち麦を中心に人気の16種類の雑穀
をブレンド。研いだ白米に混ぜて炊く
だけで、雑穀入りご飯が楽しめる。便
利な分包タイプなので、
白米２〜３合
に対し、本品１袋
（30g）
を入れて炊飯
スイッチオン。30ｇ×6袋（計180ｇ
入）
を２セットプレゼント。

【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

ベガルタ仙台ホームゲーム
「S指定席バック」ペアチケット
『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

父母らに与えられたファーストネーム、続いて姓を示すラス
トネーム。欧米言語の多くが採用する、氏名表記の事

タニも、
「その名前」で知られているのである。イチロー？ セ
ーフコの場内アナウンスはちゃんと
「イチロー・スズーキ」

実上の標準だ。国際的ルールを何で今ごろ変えよう

その大リーグという狭い業界の中にさえ、
カート・

逹を、
お役所が出すだか出しただかいう話。
「日本固有の文化だから」
？ 相手方の国に行っ
て
「固有の文化」
をひけらかす夜郎自大の精神構造
が恥ずかしい。固有文化に執着するなら、変な帽子に
るがよい。帯刀ちょんまげというわけにはいかんだろうからね。
海外で著名な日本人にしても
「ファーストネーム・ラストネ
ーム」が定着しているのだ。ヒデーオ・ノモもショーヘイ・オー
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3

組

6名様

p2019年8月17日
（土）
19：00キックオフ
aユアテックスタジアム仙台
1仙台市泉区七北田字柳78（七北田公園内）
i地下鉄南北線泉中央駅より徒歩４分

ぢゃ。

とするんだろう。
「英語表記でも姓・名の順で」
との

ギャングみたいなコートなど着てないで、紋付羽織袴で外遊す

2019年8月17日
（土）
にユアテックスタ
ジアム仙台で開催される川崎フロンター
レ戦のS指定席バックのペアチケットを
３組６名様にプレゼント。

スズキという日系4世の選手がいる。彼はどう呼ぼ

【応募方法】郵送

【応募方法】QRコー
ド

う。カート・スズキは米国人だからこのままで、イチ

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

ローは
「スズキ・イチロー」
なのか？

話番号」
を記載し下記住所まで郵送

いずれ唐突な仕事だ。言い出しっぺの連中がカート・

〒980ー8529 ※住所不要
河北仙販開発課「読者プレゼント」
係

スズキ事案など１ミリも考えていない方に、
コーヒー一杯。
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

応募締切 2019年6月30日
（日）
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