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オススメグルメ情 報
肉そばの代名詞的老舗が誇る一杯に舌鼓
大正５年創業の『一寸亭』
。看板メニューの「肉そば」
は、寝かせ
た醤油 が味の決め手だ。つゆに溶け込んだ鶏油の旨みと、豊か
なそばの風味が調和した老舗の味を堪能して。

●一寸亭本店

ちょっとていほんてん

1山形県西村山郡河北町谷地所岡2ー11ー2 20237ー72ー3733 311：00〜15：00、
17：00
〜18：30、土・日曜、祝日11：00〜18：00※そばなくなり次第終了 4水曜※8/14は営業

厳選素材で仕立てる香り高き二八そば

河北仙販

国内産のそば粉を季節に応じて使い分けた、のど越しと香りの
バランス重視の二八そばが自慢。そばの香りを引き立てる、キリ
リとした味わいの無添加無化調のつゆでいただこう。

60周年記念号とさせていただいたvol.06から1ヵ月。

●鈴家蕎麦

河北仙販は満60歳と1ヵ月になりました！
！

すず や そ ば

1富谷市日吉台2ー34ー5 2022ー348ー1567
311：30〜15：30 4火曜、
ほか臨時休業あり※8/13は営業

夏休み真っ最中（学生時代が懐かしい！）の今月
号もイベント情報やグルメ情報が満載です。

甘辛鴨ロースと風味豊かなそばの共演

を片手にお出かけして楽しい夏をお過ごしください。

玄そばを殻ごと挽いた、滋味深い手打ちの二八を提供する一軒。
夏に人気の「冷やし鴨そば」は肉厚の鴨ロースを贅沢にのせたひ

紙面の都合でお休みをいただいた企画も今号から復活

と品。甘辛い鴨とそばのハーモニーを楽しんで。

していますよ。

●二八そば処 蕉風

しょうふう

梅

1仙台市若林区六丁の目中町16ー45 2022ー287ー1777
311：00〜17：00※そばなくなり次第終了 4月曜、第2火曜、8/12〜16は休み

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?

夏の疲れを癒やす２大特集で
左党も甘党もきっと満足させます！
こんにちは、Kappo編集長の梅津です。こう暑いと、キン
キンのビールやキリッと冷やした日本酒が恋しくなりますね。
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ねこがかわいいだけ展

日

私としては、うまい酒と自慢の肴は是非もので、もう一つは
うに立ち働く姿を見ながら、合間にちょっとした会話が楽し

8

Kappo9月号の『東北 ぬくもり酒場』特集では、そんなお店

14

水

プしたので、
ぜひご覧ください。

8

25

日

お店をセレクトしています。定期購
読も絶賛受付中なので、お申込み
はお近くの河北仙販までどうぞ！
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月

番組グルメ特選
オールTBSおめざ感謝祭

松島基地航空祭2019

8

31

土

秋保温泉 MUSIC BAR vol.15
定禅寺ストリートジャズフェスティバルとのコ
ラボステージ。オリジナルカクテルの提供も。
a秋保・里センター q秋保温泉 MUSIC BAR 2019事務局
2022ー397ー3333 9http://akiuonsenkumiai.com

日

定禅寺ストリートジャズフェスティバル
仙台の街を舞台にした音楽フェスティバル。
あらゆるジャンルの音楽が楽しめる。
a仙台市中心部 q定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会
9http://www.j-streetjazz.com/

9

12

木

〜

23

月・祝

仙台オクトーバーフェスト

ドイツのビール祭りを仙台で。本場と同時解
禁の公式ブランドビールを満喫しよう。
a錦町公園 q仙台オクトーバーフェストプロジェクト
9https://www.sendai-oktoberfest.jp/

9

16

月

波奈の福幸寄席 東北弁落語を楽しむ会
東北弁で語られる落語を聞きながら、
『波奈』
自
慢の料理を楽しむ贅沢なひとときを。

a航空自衛隊松島基地 q航空自衛隊松島基地 広報班
20225ー82ー2111 9https://www.mod.go.jp/asdf/matsushima/

2特集『仙台 涼喫茶』がおすすめ。
ひんやり涼しいロケーションや冷

9

アクロバット飛行専門チーム
「ブルーインパル
ス」
による華麗な展示飛行は必見！

そして、
お酒を飲まない方には第

たいメニューで、ほっと一息つける

創部97年を迎える明治大学マンドリン倶楽部
が、
クラシックや民謡などの演奏を披露。

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

など東北各地の横丁エリアにも出張取材しましたよ。わざ
定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

明治大学マンドリン倶楽部 第12回定期演奏会

金

a東京エレクトロンホール宮城 q河北仙販
2022ー227ー7164 ※前売り券は河北仙販で取り扱い中

TBS系列のさまざまな人気番組で紹介された、
日本各地の名物や老舗の味が大集合。

を集めました。仙台市内はもちろんのこと、八戸、盛岡、山形

と思えるようなところをピックアッ

6

a仙台 FORUS 8F 特設会場 q仙台 FORUS
2022ー264ー8111 9https://www.forus.co.jp/sendai

めたら
「いいなあ」と嬉しくなるんです。8月5日発売の

わざ飲むために足を伸ばしたい！

9

ネコに癒される写真&グッズ展。全国から集ま
った たまらん ネコ写真がずらり。

ところで、皆さんが思う
「いい酒場」の条件って何ですか？
「お店の人」
を挙げたいと思います。カウンターの中で忙しそ

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和食波奈仙台店 15：30開演
q和食波奈仙台店 2022ー217ー1787

9

18

水

〜

23

月・祝

全国ご当地グルメッセ in 仙台

全国各地の絶品ご当地グルメが大集結！ 思
う存分日本の美味を味わえる６日間。
a夢メッセみやぎ 本館 展示場
q全国ご当地グルメッセ事務局（仙台三越内） 2022ー225ー7111
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和食 波奈仙台店
お食事優待券2,000円分

自慢

さく ら

なぎ さ

橘 咲良ちゃん（４歳）

髙橋 ひよりちゃん（1ヵ月）奥田
（1ヵ月）
凪咲ちゃん（3歳）

10
名様

気軽に利用できるカウンター席
や個室、最大48名まで利用でき
る座敷席まで。さまざまなシー
ンで、思い出に残るような空間を
提供する
『波奈』
。落ち着いた雰
囲気の中で美味を楽しもう。

和食 波奈仙台店（はな）
1仙台市青葉区中央2ー1ー1
「夏の農園味覚御膳」
（1,680円・ラン
仙台東宝ビルB1F
チ20食限定）
2022ー217ー1787
311：00〜14：30、17：00〜23：00、土曜11：00〜23：00（日曜〜22：00）

ダスキン プロのおそうじ体験チケット
〈①レンジフード ②浴室 ③トイレ
①〜③の中から希望の１種類〉

2

名様

プロの技術と専門の資器材・
洗剤によるハウスクリーニン
グを提供。レンジフードクリ
ーニング、浴室クリーニング、
トイレクリーニングなど、普段
のお手入れでは落としにくい
汚れや、お困りごとを解決！

かい と

こう ま

西城 光馬くん（４歳）

大内 海翔くん（２歳）
あや と
絢翔くん（３ヵ月）

ゆう き

山崎 祐生くん（５ヵ月）

ゆ り か

赤川 由莉香ちゃん（1歳）

ダスキンアズミ （株）
ダストコントロールアズミ
1多賀城市町前3ー6ー20 20120ー093ー862
※希望の番号（①〜③）
を記入して応募すること

いつき

津田 樹くん（３ヵ月）

ゆい か

浅部 結華ちゃん（１歳）

はる

ゆ あ

志子田 陽くん（４歳）

八巻 友逢ちゃん（１ヵ月）

【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」
「性別」
を記載し
下記住所まで郵送

河北仙販各支店に直接
お届け、または河北仙販
社員に手渡しも可

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

〒980ー8529 河北仙販開発課
「孫自慢」係 ※住所不要

日本製紙クレシア
ノンアルコール
除菌ウェットティシュー
〈２個セット〉

ノンアルコール、パラベンフリー、無
香料タイプ。天然除菌成分配合で、
子どもの手や口まわりの汚れ落とし、
おもちゃの除菌にも便利。持ち運び
に便利な携帯タイプの除菌ティシュ
ーを２個セットでプレゼント。

各

1

名様

アマノフーズフリーズドライ「いつものおみそ汁」
〈10食入・１名様、
20食入・１名様〉
アマノフーズで人気の「いつも
のおみそ汁」シリーズをセットに
したバラエティーセット。味のバ
リエーションを簡単・手軽に楽し
める。10食入・20食入をそれぞ
れ１名様にプレゼント。

『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
しいグリコみたいな名盤である。

ジャズに初めて触れたのは、予備校の時だった。1979年。

今もって店のターンテーブルによく乗っている。ジャ

おや、今年は40周年の当たり年じゃないか。

ズのお釈迦様のタナゴコロの上を40年ぐるぐる回っ

母校・文理予備校近くにジャズを流す喫茶店があ

てるようなもんだが、初心者時代忘るるべからずぢゃ。

った。地下には雀荘。完璧じゃないの。充実した予
備校生活を過ごし共通一次マークシートの幸運に恵

当時一番町四丁目にあったサンリツ楽器で買った

まれ大学生になった後も、この環境が生活のベース

記憶がある。廉価盤1500円。原資は夏期講習の受
講料をチャカポコして捻出した。もう時効だろうけど

になった。

そうだねえ、
ジジババの墓参りしとかんとね。お盆だし。

初めてジャズレコードを買ったのも、このころだ。
『ア
ート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズムセクション』
。西海岸の男
前アルト、アート・ペッパーが当時のマイルス・デイビスの伴奏を務めて
いたリズム隊と共演した一枚だ。ハリウッドとニューヨークが一枚で二度美味
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キジトラ珈琲舎

5

名様

【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 専用QRコードから応
所」
「氏名」
「電話番号」
を記載 募フォームにアクセス
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8月31日（土）

※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
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