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2019

8.3

OPEN

食を通じて東北の魅力を発信！
勾当台公園の中にオープンした、東北の227市町村の魅力に出
会えるカフェレストラン。肉・魚料理やパスタなど、各県の食材
を盛り込んだユニークなひと皿が楽しめる。

●Route

277s Cafe TOHOKU

ルート ニイニイナナ カフェ トウホク

1仙台市青葉区国分町3ー1ー1 勾当台公園内 2022ー796ー9770 311：00〜23：00（ランチタイム〜14：00、
カフェタイム〜17：00、ディナータイム ラストオーダー フード22：00、
ドリンク22：30）※テラス席は〜21：00 4無休

2019

河北仙販

7.1

OPEN

「オータム」
「フォール」

よう が し てん す え

1仙台市青葉区大町2ー14ー11 ファーストステージ1F 2022ー797ー9670
311：00〜18：30（土曜〜17：00） 4月・木曜、
日曜、祝日、
ほか臨時休業あり

日本人は秋が好きですねぇ。

好みの食材で自由に炉端焼きを楽しもう

それぞれの秋を楽しむ

居酒屋と感じさせないプライベートな空間で楽しめるのは、持ち

そら

込んだ食材を自分で焼き上げるセルフ式の炉端焼き。家族や友

皆さまの手助けになる紙面であることを願っています、高い天に。

人と囲炉裏を囲んで賑やかなひとときを過ごそう。

●セルフ炉ばたや いずみ

小

なお、9月9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。

編集長の間借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

最新カフェ＆お得な日帰り温泉。
今年の秋はどう過ごす？
現在発売中のS-style９月
号は毎年人気の「最新カフェ」

9月

注 目 の イベ ント

〜

9

29

日

ふれあい ねこ展 2019

けしていますよ。さらに今月号は特別企画として、ブルーイ

9

ンパルスのパイロットの皆さんに えっ！こんな質問あり!?

11

水

〜

23

は
「似ている有名人・タレント」
です。松尾伴内、
マット・デイ
さて、次号10 月号（９月25日発売）
は秋恒例の「お得な日

もちろん、入浴料割引クーポン＆宿泊券
プレゼントも満載です。温泉情報だけで
はなく、寄り道スポットやご当地ならでは
のお土産もたくさん紹介しますので、行
楽の秋にぜひどうぞ！

土

月・祝

北海道 味覚の祭典

9

13

金

月の松島in観瀾亭

9

14

土

14

土

・

15

日

登米秋まつり

武家屋敷が残る町並みの中を豪華な山車が練
り歩く。14日の宵祭には登米薪能の上演も。
a登米市登米町寺池地内 q登米秋まつり協賛会（登米市登米総合支所市民課内）
20220ー52ー5051 qとよま振興公社（薪能に関して） 20220ー52ー5566

第7回 しばた曼殊沙華まつり

日

10

〜

20

日

コスモス&コキア de
COKO フェスタ2019

約200万本のコスモスとコキアが楽しめる。
クラフト体験など多彩な催しも目白押し。

9

15

日

吉岡八幡神社 秋の大祭流鏑馬
恒例の秋季大祭。神輿や子ども神輿の行列の
後に行われる迫力満点の流鏑馬は必見。
a吉岡八幡神社 q吉岡八幡神社
2022ー345ー4677

9

26

木

「新潟×東北」秋の美食会
新潟と東北の特選食材を使用した、和洋中の
シェフたちによる特別コースが楽しめる。
aホテルメトロポリタン仙台 4F『グランドボールルームSENDAI』 qホテルメトロポリタン仙台
2022ー267ー2245 9https://sendai.metropolitan.jp

a観瀾亭 q松島町産業観光課観光班
2022ー354ー5708

9

29

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5992 9https://www.michinoku-park.info

毎年中秋の名月の頃に開催している、生演奏
付きのお月見会。事前予約不要。

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

〜

25万本の曼殊沙華が公園内を赤く染め上げ
る。期間中は夜間ライトアップも行われる。

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

帰り温泉」特集。今年は読者アンケート

プした日帰り温泉施設をご紹介します。

14

a柴田町船岡城址公園 q柴田町商工観光課
20224ー55ー2123

北海道の美味が大集合。牛乳やチーズなど、
酪農王国ならではの美味に注目を。

なQ&Aインタビューを敢行。私のお気に入りクエスチョン
モン…など、思わず「ふふっ」
と笑ってしまう回答続出です。

9

aE BeanS 9F 杜のイベントホール qKHB東日本放送事業部
2022ー215ー2545 9http://www.khb-tv.co.jp/s001/010/nekoten2019/index.html

話題のタピオカ専門店、季節

い ず み

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!

約40種もの世界のネコが大集合！ ネコカフ
ェ・写真展・ネコグッズなど、
内容盛りだくさん。

プンした注目の新店を中心に、
限定スイーツ、カフェランチなど、カフェの最新情報をお届

セ ル フ ろ ば た や

1仙台市青葉区川内大工町58 2090ー5181ー9013
317：00〜22：30 4月・火曜

PICK UP!

特集です。仙台・宮城にオー

ンキングを決定。その中からピックアッ

店。店内には約10種類のケーキと焼菓子が並ぶ。まんまるとし

●洋菓子店すえ

「○○な秋」と色々な形容がされる季節です。

集計のもと、宮城・山形の人気温泉地ラ

昔ながらのケーキ屋さんのような佇まいが親しみやすい洋菓子
た可愛らしいケーキで、
とっておきのおやつ時間を。

あなたの好きな響きはどちらでしょう?

す！
内で
山

愛らしいまんまるケーキの洋菓子店

9

29

日

おながわ秋刀魚収穫祭2019
サンマの炭火焼やすり身汁の提供のほか、ス
テージイベントを開催。旬の味覚を楽しもう。
a女川駅前商業エリア qおながわ秋刀魚収穫祭実行委員会事務局
20225ー24ー8118
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INFORMATION
インフォメーション

新聞は10月以降も消費税8%!
ご存知ですか？新聞と食品は軽減税率の対象となり、
10月以降も消費税8%のまま。
したがって河北新報の月ぎめ定価も、9月分と同じ値段で、
一切変更はありません。

P RESENT

プレ ゼ ント

5

なお、河北新報の一部売り定価は、税率10%になりますが、税込み価格は朝刊150円、
夕刊60円で、据え置きとなります。

名様

いぎ

スコッティフラワー
〈5個入2パック〉
明るく華やかにお部屋を彩る花柄デザ
インも可愛い、持ち運びしやすいコンパ
クトサイズのスコッティテシュー。

んこい
りめ
!
な

孫
自慢

ライオン
ナノックスギフト

ひ な こ

5

名様

〈ナノックス450ml 1本＋
ナノックスつめかえ用360g 1袋＋
Magica230ml 2本〉

本郷 日奈子ちゃん（4ヵ月）

繊維1本1本から徹底クレン
ジング！ 最高難度の汚れ
まで落とす衣料用洗剤「ナノ
ックス」
と、油汚れがサラサラ
なくなる食器用洗剤
「Magica」
をセットでプレゼント。

あい み

高橋 愛未ちゃん（9ヵ月）
し づき

郡山 志月くん（9ヵ月）

佐貝 碧斗くん（生後3日）

【応募方法】郵送

仙台発大人の情報誌
『りらく』

あお と

【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
「性別」
を記載し下記住所まで郵送
お届け、または河北仙販
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

大人の視点から宮城県内の「食」
「旅」
「人」
「健康」
「カルチャー」等
について幅広く掲載している
『り
らく』
。9月28日
（土）発売の10月

10
名様

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

号をプレゼント。
発行：
（株）
プランニング・オフィス社
※画像は9月号

せんだいタウン情報『S-style』＋
『ろじーな』のコーヒー豆引換券
『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

中学生の時からラジオ好きである。もう長いことお世話になって
おる。

だがしかし
「人類の進歩と調和」が国民のキーワードになって半
世紀、テクノロジーは元不良高校生の机の上に革命的なラジオ空

ラジオから流れるカレン・カーペンター先生の歌声は最

日曜午後の山下達郎さんの番組を、営業終了後の夜

きて無料でネイティブだ。リンガフォン何するものぞ。

中に聴く。地元TBCなら野球中継とのせめぎ合いを

リクエスト番組全盛だった。レノン
『イマジン』の

戦う安田立和さん『ラジオ倶楽部』
が楽しい。

次にエルトン・ジョン
『グッバイ・イエローブリック・

ちょっぴり有料のサービスを使えば、よその町の

ロード』が流れてきたことがあった。遠い日のヒット

放送局だって聴ける。京都の放送局でやってる大友

チャート、
リアルタイムの記憶である。

良英さんの放送がすごく良いぞ絶対オススメよという

さすがに職場でラジオ聴いてるわけには行かなかった。

お話は、
たぶん10月のココロぢゃということで。

日の当たる場所に寝そべって君の知らないメロディーや聴いたこと
常識と書いて凡人のwisdomと読む話だ。
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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

5

名様

ろじーな
1仙台市青葉区国分町1ー3ー25 大橋ビル2F
9http://www.c-beans-store.net/

間をもたらした。オンライン・ラジオの登場だ。

強の英語教材だった。興味を持って取り組むことがで

のないヒット曲を聴いていられるのは不良高校生までというのが、

仙台・宮城の街の最新情報をいち早くお届けして
いる老舗タウン情報誌『S-style』
。
『S-style』最新
号とコーヒー豆屋『ろじーな』の月替りのストレー
ト(スペシャルティコーヒー)の豆の引換券をセット
でプレゼント。

※画像は9月号

【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9月30日
（月）

※どなたでも応募できます
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