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年 。 ありがとうをこれ からも

今回の

いつもとなんか違うなと、驚かれたかもしれませ

んね。
7月号は私たち河北仙販の「創立60周年特別バージョ
ン」でお届けしています。
河北新報を購読者様のポストへ「早く・確実・丁寧」に、毎
日お届けする最終ランナーとして60年。皆様のおかげで還
暦を迎えることができました。本当にありがとうございます。

河北仙販創立

60 周 年 記 念 号

これからも河北新報と皆様の生活に役立つ商品を、真心こめてお届けさせ
ていただきます。

TOP IN T E RV IE W

加藤伊佐雄

株式会社 河北仙販
代表取締役社長

河北仙販が地域と共に歩んできた60年。代表取締役社長・加藤伊佐雄氏が
過去・現在・未来を振り返るスペシャルインタビュー。
― 河北仙販は今年、創立60年だそうですね。
昭和34年7月1日に仙台で産声を上げました。この年に生まれた方は今
年、還暦ですね。仙販が還暦を迎えられたのも読者の皆さまのご愛顧の
おかげです。河北新報は創刊122年なので、仙販はその歴史のほぼ半分

1951年、仙台生まれ（何
歳だ？）の仙台育ち。妻と
2人暮らし。長男・長女は
勝手に頑張っている。中
高時代は運動部。中学の
ときの弁当の包み紙は
「河
北新報」
。大学ではあまり
授業に出なかった。1976
年、河北新報 社に入る。
33年間、新聞記者。仙台、
東北各県、東京を転々と
し、たくさんの人と付き合
い、たくさんの友達ができ
た。2015年、同社専務取
締 役。18年 河 北 仙 販 社
長。
「美しい時を刻みたい」
が今の気持ち。

を仙台で刻んだわけです。
― 個人販売店が多い新聞業界で販売会社は当時珍しかったと聞きま
地方紙の新聞販売会社としては全国でも先駆け的存在で、
『日本一の販

―なるほど。

売会社』
を目指し、組織的な完全配達やマンションの階上配達、地域貢

さらに、簡便を優先するファストフードでなく地場産品や健康を重視する

献活動など実績を重ねました。いまや仙台市内で日刊紙を購読する3世

スローフードが注目されていますが、河北新報は
『スロージャーナリズム』

帯に2世帯は仙販が配達する河北新報の読者です。ページ数も60年で

の要素を持っています。このスローは早さ優先のネット情報より信頼、真

3倍に増え、河北お家芸の地域情報や全国ニュースの多面的報道、
プロ

実、多様性を重く見る考え方で世界で広まりつつあります。スロージャー

野球楽天情報、住民に寄り添った東日本大震災の被災・復興報道など、

ナリズムは世界に類例がない精緻な戸別配達制度に支えられています。

クオリティーの高い地方紙とご評価いただいています。

仙販は900人の配達スタッフが毎朝夕、高齢者宅などお客さまの安全・

― 新聞の魅力って何でしょう。

安心に気を配り仕事をしています。

新聞は実は全年代型の情報ツールなんです。小中高生には幅広い興味・

― 河北仙販は将来どんな会社を目指すのですか。

関心や思考力を身につけたスマート・パーソン(賢い大人)になるための

お客さまの支援で60年の次はオンリーワンの100年企業を目指したい

ツール。中堅サラリーマンには、声の大きい少数者発信情報が「多数世

ですね。読者の体温を感じ、人と地域の役に立つのが仙販の務めです。

論」になりがちなネット情報でなく、客観的な多数世論をとらえられる情

私たちは新聞を基本に生活必需品や安全な日常生活を送ってもらうた

報源として仕事を間違いなくこなすためのツール。高齢者には、仕事や

めのサービスなども提供・配達できる血の通った『総合デリバリー企業』

地域で自分が果たした役割と今後どんな人生を歩むのかを考える物差

に成長したいのです。どうぞ、今後ともご支援ください。
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しを提供できるツールです。

﹁あ り が と う ！﹂
﹁これ か ら も ﹂
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オススメグルメ情 報
幅広い世代に愛されるおしゃれなパン屋さん

P R E S EN T
2

土地開発が進む富沢西地区にひと際存在感を放つパン屋。専門的な知識を要するハ
ード系から、子どもが大好きな菓子パンまで、毎日40種類以上のパンが並ぶ。パン１

名様

個から取置き可能。

●L épi
レ

ピ

coloré
コ ロ レ

行列必至！映えスイーツが楽しめる韓国の人気店

OPEN

陸！ 小麦粉未使用の
「もち米ねじりドーナツ」(150円 )と、大流行中のタピオカドリ

5.25

アイリス生鮮米ギフトボックス
〈4銘柄各2合〉

1仙台市太白区富田字京ノ中92ー2 2022ー290ー1335
37：30〜18：00 4日曜、第3月曜

2019

プレ ゼ ント

一等米100％使用、こだわりの低温製法
で保管・精米・包装。北海道産ゆめぴりか、
ななつぼし、新潟県産こしひかり、宮城県
産ひとめぼれを各2合を脱酸素剤ととも
に高気密パックに封入。鮮度とおいしさ
を保つ。

韓国に150店舗もある大人気店が、なんと仙台駅前イービーンズ2階に日本 初 上
ンク
（450円〜）
が自慢。

●행복한 택배

ヘンボッハン テッペ

1仙台市青葉区中央4ー1ー1 E BeanS 2F 2080ー9014ー8673（直通）
310：00〜20：00 4無休

2019

本場のシェフが作る自慢のガパオライス

OPEN

でタイ人も納得の辛さに仕上げている。フルーツジュースと共に南国気分を味わおう！

6.2

街なかで本格タイ料理が楽しめるレストラン。自慢の
「ガパオライス」
は、赤トウガラシ

●Thai Cuisine GAPRAO
ガ

注目の イベ ント

7月
〜7

21

パ

PICK UP!
7

日

とみやブルーベリースイーツフェア2019

新鮮な富谷産ブルーベリーをふんだんに
使った
「とみやスイーツ」
を堪能しよう。

1仙台市青葉区一番町3ー7ー1 電力ビルB1F 2022ー265ー9198
311：00〜15：00、
17：00〜22：00（ラストオーダー21：30） 4月曜

オ

27

土

〜8

18

木

〜

31

咲き誇る約42万本のヒマワリを観賞でき
る。地場産品や特産品の販売もあり。

夏の九州物産展

く ま

長崎ちゃんぽんや熊本の球磨焼酎・鹿児
島の芋焼酎をはじめ、スイーツや惣菜な
ど九州各地のうまいもんが大集合。

29

月

、7

30

火

、8

7

水

サマーフェスティバル 2019 〜オールディーズライヴ・ロックンロールショー〜

a仙台国際ホテル 2F 宴会場「平成の間」
q仙台国際ホテル 販売促進部 2022ー268ー1110
9http://www.tobu-skh.co.jp

『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
刻されると驚くほど音がまっとうになる。流行のハイレゾも従

た倉庫火災が、米国音楽産業に歴史的大損失を与

来のデジタル処理ではなしに、再び原盤に当たって

えていたとニューヨーク・タイムズがスクープした。

処理をやり直さなければ、最新水準の高精細は

会社側は当初、
「大きな被害なし」と説明し

得られない。原盤焼失した演奏は、技術革新の

ていたが、実際にはビリー・ホリデイら歴史的

恩恵に預かる機会を永遠に失ったのだ。

ビッグネームや、現在活躍する音楽家のオリジ

記事は会社が事態の深刻さを当初から知っ

ナル原盤が焼失していた。デジタル複製済みと

ていたと指摘する。失われた楽曲のリストは今

いうが、ことは蛇の道系マニアのこだわりを超えて
深刻だ。
音響技術は、録音が再生に先行して進んだ。録音は優れて
いても再生装置が追いつかないまま、技術史は今日に至る。
ファンならご存知の通り、古い録音でも新機材・新技術で復

1仙台市青葉区中央2−5−9
庄文堂ビルクリスロード北側1F
2022−723−8080
［応募締切］2019年7月20日
（土）

2

名様

沖縄銘菓「御菓子御殿の紅いもタルト」引換券
島ラッキョウや海ぶどうなど、沖縄の県
産品が目白押しの『ゆいまーる』から、沖
縄の特産である紅芋のペーストを使った
タルトをプレゼント。沖縄のお土産とし
て人気の高い元祖「紅いもタルト」引換
券を10名様に。

10

沖縄情報発信の店 ゆいまーる
1仙台市青葉区中央2−1−15
仙台マンション1F
2022−221−1004
4無休
310：30〜19：00

名様

和洋中の料理を飲み放題と共に楽しめ
る。オールディーズバンドのライブも開
催する。

a藤崎 本館7F 催事場 q藤崎
2022ー261ー5111
9https://www.fujisaki.co.jp

2008年6月、米ハリウッドのユニバーサルスタジオで起き

たんす屋仙台店

a三本木ひまわりの丘
q大崎市三本木振興公社
20229ー52ー6232

7

水

リユース・新品の着物、帯、和装小
物、ハギレなどを格安に販売する
店『たんす屋仙台店』
から、浴衣引
換券をプレゼント。ご応募はお早
めに。

木

三本木ひまわりまつり

a富谷市内12店舗 q富谷市産業観光課
2022ー358ー0524
9https://www.tomiya-city.miyagi.jp/soshiki/sangyoukankou/blueberry20191.html

7

15

浴衣

（フリーサイズ※帯は別売り。写真はイメージ。
）

も詳らかではない。どっかの国のお役所の文書みた
いな、
まっとうとは言えない事態が続く。
キ

ジ ト ラ こーひーしゃ

キジトラ珈琲舎

明治大学マンドリン倶楽部 定期演奏会ペアチケット
9月6日
（金）に東京エレクトロンホール
宮城で開催される
「明治大学マンドリン
倶楽部」第12回定期演奏会の一般席
（自
由席）
チケットをペア5組10名様に。

5

組

10名様

p2019年9月6日
（金）
開場17：00 開演18：00
a東京エレクトロンホール宮城
（宮城県民会館）
i地下鉄南北線勾当台公園駅より徒歩5分
※前売り券は河北仙販で取り扱い中
q河北仙販 2022−227−7164

【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「プレゼント」
係

応募締切 2019年7月31日
（水）
※浴衣は7月20日（土）締切 ※どなたでも応募できます

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
※今月の「いぎなりめんこい孫自慢」は、お休みとなります
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