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8.23
OPEN

お腹も心もほっと和む手作り弁当＆惣菜
料理上手な姉妹が営む弁当＆惣菜のテイクアウト専門店。家庭
料理をベースにした野菜たっぷりのメニューが揃う。別売りのご
飯は玄米も選べるなど健康への気遣いがうれしい。

●Con

Sorelle

コンソレッレ

1仙台市宮城野区名掛丁203－6 2022－297－6094
311：00～19：00（土曜～15：00※バナナサンデーのみ提供） 4日曜、祝日

自慢の本格炭火串焼きを堪能しよう

河北仙販

一本一本丁寧に仕込んだ串を、炭火で一気に焼き上げた串焼き
が自慢。酒との相性抜群な逸品を楽しもう。２～20名まで対応

今年の秋は長いなと思っていたらあっという間に11月、初冬です。

可能な個室もあり、幅広いシーンで利用できる。

急に寒さがやってくるのが東北、短い冬だといいですね。

●とり鮮
とりせん

Vol.10が

1仙台市太白区長町3－6－9 2050－3643－8419
317：00～翌1：00（日曜、祝日～24：00） 4月曜

皆さまのお手元に届く今月から
「南仙台支店」が

2019

河北仙販30支店目の仲間になりました。

10.16

中田・西中田・柳生のエリアを担当させていただきます。

OPEN

どうぞよろしくお願いいたします。

小

編集長の間借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

人気店『渡辺』
『だし廊』
『嘉一』
超超！貴重な店主生対談を実施
まずは、この度の台風19号によ
る被害を受けられた皆さまに心より

11月

注 目 の イベ ント

PICK UP!
〜

11

お見舞い申し上げます。被害に遭

30

土

われた方々へは、謹んでお見舞い申
を心よりお祈り申し上げます。さて、
発売中のS-style11月号巻頭特集

はらこめしスタンプラリー

〜

11

30

土

第11回 たっぷり蔵王！キャンペーン

ン店を中心に、誌面初登場も加えて仙台・宮城の新ラーメン

「トマト・米」
をテーマに、
「蔵王の食材」
を使っ
た各店こだわりの逸品が楽しめる。

を総力取材。2020年２月号で予定している
「ラーメン総選

a蔵王町内キャンペーン31店舗 q蔵王町観光物産協会
20224－34－2725 9http://www.zao-machi.com/57385

挙」前にチェックしておきたいお店を集めました。新顔はも
ちろんですが、特に注目していただきた

ューをぜひご覧くださいね。いよいよ、

〜

さんの“ランチ事情”
を調査したアンケー
ト結果により、外食ランチだけではなく、
宅配やお弁当レシピもご紹介しますよ。

11

30

土

よしまんはんてん

1仙台市青葉区一番町2－11－12 プレジデント一番町1F 2022－738－9920
311：00～23：30 4無休

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!
11

16

土

11

・

第２回 新そばと秋の味覚と
買い歩きスタンプラリー

12

15

日

開田裕治の機動戦士ガンダムギャラリー
“ガンプラ”
の箱絵などを手がけるイラストレー
ター・開田裕治の画業40周年記念の展覧会。

みなみ北海道・東北
食旅フェスタin仙台

みなみ北海道と東北の食の魅力が盛りだくさ
ん。各地域のご当地料理や特産品が大集合！

11

22

金

〜

24

日

第34回
大崎バルーンフェスティバル

全国から色鮮やかな熱気球、約30機が大集
合。係留気球の試乗といったイベントも。
a江合川河川公園 q大崎バルーンフェスティバル実行委員会事務局
20229－72－1215

11

23

土・祝

松島大漁かきまつりin磯島
新鮮なカキの販売や焼ガキ・カキ汁の試食、
炉端体験など。冬の味覚を存分に楽しもう。
a磯島 q磯島漁業組合
2022－354－3230

11

23

土・祝

たがじょう秋まつり
「たがじょう市民市」
「しろのむらさきまつり」
な
ど、多彩な秋イベントを同日開催。

a村田町内そば店・飲食店 q村田町商工会
20224－83－2267 9http://www.murata.miyagi-fsci.or.jp

〜

17

日

a仙台市勾当台公園市民広場 qみなみ北海道・東北 食旅フェス
タ実行委員会事務局 20138－32－6668

町内のそば店と飲食店が新そばや旬の食材
を使った秋の味覚を提供。スタンプラリーも。

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

2019年最後の号となる12月号は人気の
「ランチ」特集です。仙台・宮城で働く皆

●吉満飯店

a亘理町内はらこめし提供店 q亘理町観光協会
20223－34－0513 9http://www.datenawatari.jp

は
「ラーメン新時代」
と題し、2019年にオープンしたラーメ

対談！ S-styleだけの貴重なインタビ

豚などの定食類を用意。夜は3,500円で本格中華68品の食べ放

ペア宿泊券や地場産品などが当たるスタンプ
ラリーを開催中。スタンプ１個から応募可。

し上げますと共に、一日も早い復旧

いのが、
『渡辺』
『だし廊』
『嘉一』
の店主生

気軽に本格中華を味わえる
『吉満飯店』
。昼は自慢の担々麺や、酢
題と飲み放題が楽しめるお得なコースに注目を。

なお、11月11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。

す！
内で
山

お得な本格中華食べ放題をお見逃しなく

aJR仙石線多賀城駅前公園周辺、多賀城駅南口及び北口 q多賀城秋
まつり開催連絡協議会（多賀城七ヶ浜商工会内） 2022－365－7830

12

5

a石ノ森萬画館2階企画展示室 q石ノ森萬画館
20225－96－5055 9https://www.mangattan.jp/manga

木

前橋汀子＆弦楽アンサンブル
日本を代表するバイオリニスト・前橋汀子と
豪華ストリングスが名曲の数々を奏でる。
a東北電力ホール q河北新報社事業部 2022－211－1332
9http://blog.kahoku.co.jp/events/2019/09/post-213.html
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めんこ
なり
ぎ

バルーンの花束引換券

り お

さ とう ひ な

鈴木 陸央くん（6ヵ月）

佐藤 陽菜ちゃん（2ヵ月）

お誕生日、お祝い事など様々な用途に合わせ
たギフトを、
「想い」
と一緒にバルーンでお届け
できる
『Balloon Conchelu』
（バルーンコンチ
ェル）
。ちょっとしたお祝いに贈れるバルーン
の花束「バルーンバンチ・雪だるま、サンタク
ロース」のいずれか1つの引換券をプレゼント。

Balloon Conchelu

1仙台市青葉区大手町6－26 1Ｆ西
311：00～19:00
4火曜（イベントや配達のため臨時休業あり）
2022－796－9056

5

さ の かな め

もん ま

ゆうたろう

門間 雄太郎くん（3ヵ月）

【応募方法】郵送

ご とう えい と

後藤 瑛愛くん（3歳）

【応募方法】直接

こ やま さくら

小山 桜ちゃん（3ヵ月）

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

寝ているだけで褒められたい

1080分に及ぶ落語会を生放送したんだと。18時間でっせ。
いんくれでぃぶる、
ちゅうやっちゃ。
六代目笑福亭松鶴５３歳、三代目桂米朝46歳。戦後の上

枝（現・六代目桂文枝）27歳。ああ半世紀ぢゃ

こういう大ドキュメントは、いつでも誰でもお
気軽にアクセスできるようにしておかないとあ

56人のうち43人が出演した。最年長の橘ノ

かんのだが。

圓都８８歳、米朝に稽古をつけたという御仁か

オを活躍の場に復活を果たしていく貴重なドキュメントだろう。

今年の
「定禅寺ジャズフェスティバル」
でフィナーレを飾った、
仙台市出身のサックス奏者、熊谷 駿によるジャズ初心者で
も楽しめるニューイヤーコンサート。本場アメリカで鍛え抜
かれた若手実力派プレイヤー達と繰り広げるセッションは必
見。チケットは4,800円
（ペア席9,000円）
で河北チケットセ
ンターほかで好評発売中。このコンサートの招待券をプレゼ
p2020年１月１９日
（日） d開場14：00、開演14：30
a仙台市太白区文化センター・楽楽楽ホール
1仙台市太白区長町5－3－2
qキョードー東北 2022－217－7788

何度も関西方面では放送されていたという。

な。当時、上方落語協会に所属していた噺家

ンの若者。漫才に押されて衰退した上方落語がテレビ・ラジ

4名様

いるが、元ネタはそれだろう。深入りはせんよ。

ちなみにくだんのLPレコード、世界的に有名

ら、当時20歳の桂南光（当時・桂べかこ）入門1年

な通販密林サイトでは、写真はあるけど
「現在お取
り扱いできません」
との由。あそこで買えないものもある。
キ

名様

熊谷駿ニューイヤージャズコンサート
BOP CASTLE vol.３ 招待券

録音はLPレコード３枚組として発売されている。今日は
“Y”

1080分の音源まるっと残ってるんじゃないか。

600人のホールを6000人が訪れた。中心は深夜放送ファ

組

で始まる世界的な動画サイトに8人分の音声がアップされて

夜ラジオで人気絶頂の笑福亭仁鶴34歳、桂三

８ヶ月まで、
ほぼ全員参加の構えだ。

2

３ヶ月後に松鶴の門を叩く笑福亭鶴瓶も客席にいた。

方落語を守った
「四天王」世代は働き盛り。関西深

5

蔵造り本舗土谷
「ゆずきしめん」

『蔵造り本舗土谷』から新製品「ゆずきしめん」が発売。
麺はモチモチ食感で柚子のサッパリした風味は、水炊
き、しゃぶしゃぶなどお鍋の締めにぴったり。また、サ
ラダをのせた冷製麺もおいしくておすすめ。
「ゆずきし
めん」200ｇ入りを3把セットでプレゼント。

『キジトラ珈琲舎』
店主・伊藤誠の気ままコラム

時は1971年11月11日、大阪・朝日放送ラジオが18時間、

名様

白米より約20倍の食物繊維を含む、もっちりおい
しい「リッチもち麦」
。研いだ白米に混ぜて炊くだ
けで、ぷちっ！ もちっ！とした食感を楽しめ、簡単
でおいしいもち麦ごはんが楽しめる。白米1合に対
し、本品50gが使用目安。もち麦800g入り1袋を
5名様に。

【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

10

アイリスフーズ
「リッチもち麦」

名様

佐野 叶芽くん（1歳）

岩手県産(株)
〈サヴァ缶三種アソートセット〉

!

孫

5

名様

国産サバをオリーブオイルに漬けた「サ
ヴァ缶」
。クセがなく、あっさりとしたお
いしさでサラダ、サンドウィッチ、パスタ
など、様々な料理と相性抜群。
「オリー
ブオイル漬」
「レモンバジル」
「パプリカ
チリ」の三種をセットで5名様に。

自慢

すず き

プレ ゼ ント

い

い

P RESENT

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
話番号」
を記載し下記住所まで郵送

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

〒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11月30日（土）

※どなたでも応募できます

