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2019

10.1
OPEN

台湾グルメでプチトリップ気分を満喫！
ご飯ものから名物・台式バーガー、スイーツまで、人気観光地・
台湾のバラエティ豊かな屋台料理を楽しめる一軒。テイクアウ
トも可能なので、気軽に台湾旅行気分を味わおう。

●台湾屋台料理 台味
たいうぇい

1仙台市青葉区一番町4−7−7 2022−797−9388
311：30〜20：00（ラストオーダー19：30） 4無休

河北仙販

2019

生活を豊かに彩るベーカリー＆カフェ

OPEN

テイクアウトはもちろん、併設のカフェではパンとスープの食事

9.12

あっという間に師走です。
「
」が2月に創刊して以降、色々あった一年でした。

泉中央の人気ベーカリー
『A demain
（アドゥマン）
』
による新店舗。
セットやフレンチトーストなどが楽しめる。

●Imagine
イマジネ

元号が変わり消費増税があり、

1仙台市青葉区昭和町5−19 2022−728−6575 31F販売 7：00〜18：00、2Fカフェ モーニング7：00〜10：00ラスト
オーダー、ランチ10：00〜14：30ラストオーダー、カフェ7：00〜17：30ラストオーダー 4月曜（祝日の場合は営業、翌日休み）

自然災害への備えの重要さを思い知らされ…。

期間限定！ 人気のカツ丼がスキー場に登場

2020年が皆様にとって良い年になることを心から願っています。

名物のカツ丼が評判の『かつどんのかつどん家』
が12月14日から

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

土・日曜、祝日限定で『スプリングバレー泉高原』
に登場。スキー
場でも定食類のご飯大盛無料なのがうれしい。

梅

なお、12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。

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?

今年がんばった自分へご褒美！
旅をもっと愉しむための宿へ
こんにちは、Kappo編集長の梅津です。師も走る12月、慌
ただしい季節ですね。この時期、
「今年の10大ニュース」
など

12月

注 目 の イベ ント

PICK UP!
〜 12

31

火

しおがま蔵出し新酒まつり

年のBOOKベスト3」
を書かせていただきました。漫画読み
や
『メタモルフォーゼの縁側』
、五輪を題材に古代ギリシャと

〜 2020. 1

現代日本をつなぐ
『オリンピア・キュクロス』
、空海と最澄を主

5

日

もう少し一般的な
（？）
書籍を選んでいます。ご興味ある方は

ご紹介しています。建築や空間、お
風呂、食、体験など、
そこに行くだけ

〜 2020. 1

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

13

…。そんな宿をピックアップしてい
考にしてみてくださいね。温泉宿泊
券など豪華プレゼントもお見逃し
なく！

1

日

サン・ファン・イルミネーション2019

12

展望デッキのイルミネーションと離発着する飛
行機のライトの共演は見もの。

8

〜

日

2020. 1

おおがわら桜イルミネーション＆
おばんなりスター★大河原☆

〜 2020. 2

12

24

あ・ら・伊達な道の駅
冬のイルミネーション

恒例の冬のライトアップ。クリスマスまでの期
間は高さ３mのクリスマスツリーが登場！
aあ・ら・伊達な道の駅 qあ・ら・伊達な道の駅
20229−73−2236 9http://www.ala-date.com

2019コダナリエ

土

心の復興 を願って開催される、地域の人々
が手作りで届けるイルミネーション。

21

〜

土

2020. 1

19

日

ふれあい ねこ展
〜冬にゃんこ〜

世界の可愛いネコ約40種60匹が大集合！
ふれあいコーナーやネコカフェも。
aE BeanS 9F 杜のイベントホール qE BeanS
2022−266−2222 9http://e-bf.jp/e̲beans/

12

桜に見立てたイルミネーションが幻想的な夜
を演出する。冬の夜桜を楽しもう。

月・祝

11

a山元町小平農村公園 qコダナリエ実行委員会
2070−2020−5701
（広報担当）

サン・ファン・バウティスタ復元船が約１万球
の電飾とライトアップで彩られる。

月・祝

仙台空港 屋上デッキ
ジュエリーイルミネーション

a仙台空港屋上デッキ q仙台空港インフォメーション
2022−382−0080

26

木

12

〜

30

月

第１回 全国グルメフェア

北海道・うに乃世壱屋の弁当や京都の千枚漬
など、
日本全国のおいしいものが一堂に会する。
a仙台三越 本館7Fホール q仙台三越
2022−225−7111 9http://www.mitsukoshi.co.jp/sendai

a白石川右岸堤桜樹（桜イルミネーション）、JR大河原駅前広場（おばんなりスター）
q大河原町商工観光課 20224−53−2659

で五感が刺激され、研ぎ澄まされる
ますので、のんびりしたい時には参

〜 2020. 3

aサン・ファン館 q宮城県慶長使節船ミュージアム（サン・ファン館）
20225−24−2210 9https://www.santjuan.or.jp

ぜひどうぞ。
近県＋栃木エリアの個性的な宿を

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塩竈寿司街道加盟店各店 11店舗 q塩竈市観光物産協会
2022−364−1165

人公にした
『阿・吽』
などを面白く読んだのですが、誌面では

さて、今回の巻頭特集は
「五感が開く宿」
と題して、宮城＋

かつどんのかつどんや

1仙台市泉区福岡字岳山14−2 スプリングバレー泉高原2F『プリモ』 2022−379−3755
310：00〜17：00（ラストオーダー16：30） 4月〜金曜（祝日の場合は営業）

塩竈寿司街道加盟店11店舗で、浦霞酒造元
佐浦と阿部勘酒造店の祭り限定新酒を提供。

１年を総括する記事が増えますが、Kappo1月号では私も
「今
としては、世代の異なる女性たちの交流を描いた
『異国日記』

●かつどんのかつどん家

12

31

火

ジルベスター・ガラ・コンサート2019
日本が誇るソプラノによるオペラの名曲の数々
とオーケストラの美しい響きを堪能しよう。
a東北大学百周年記念会館 川内萩ホール d15：00開演、17：00終演予定 q河北新報社事業部
2022−211−1332 9http://blog.kahoku.co.jp/events/2019/08/post-211.html
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INFORMATION インフォメーション
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創立60周年記念大懸賞 抽選会
創立60周年記念「ありがとうをこれからも大懸賞」に多
数ご応募をいただき、誠にありがとうございました。厳選か
つ公平な抽選を行い、1等から7等の合計390本の当選者を
確定させていただきました。
新聞は生活に欠かせない情報文化。河北仙販はこれからも感謝の気持ちを持ち続けな
がら、地域に必要とされる企業を目指して参ります。

自慢

うえはらみつ き

上原光輝くん（4歳）

まるやまそう ま

丸山蒼真くん
（5ヵ月）

P RESENT

丸大食品
〈特選ロースハム、
あぶり焼 焼豚ギフトセット〉

ち ば ゆ き の

うえはらまさ き

上原将輝くん
（8ヵ月）

千葉祐綺乃ちゃん（6ヵ月）

かわ い ゆ づき

川合結月ちゃん
（4歳）

おお ひ なたゆうぜん

おく だ なぎ さ

平間杜和くん（4歳）
【応募方法】郵送

2

名様

丸大食品（株）から、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180
ｇのギフトセットを２名様にプレゼント。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、特製のたれに漬け込み焼き上げた
口当たりやわらかい焼豚の詰め合わせです。

大日向悠然くん
（4ヵ月）
ひら ま と わ

プレ ゼ ント

さ さ き はるおみ

奥田凪咲ちゃん
（3歳）

佐々木悠臣くん
（5ヵ月）

【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
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

5

ライオン株式会社
「ライオンキッチンセット」

名様

「マジカ酵素+ フルーティオレンジの香り」
×1、
「フレッシュシトラスグリーンの香り」
×１、
「リ
ード ヘルシークッキングペーパー 小8枚入
り」
×1、
「新鮮保存バックM3」
×1、
「アクも油
もとるシート 中12枚入」
×1。人気のチャーミ
ーマジカとリードを組み合わせたキッチン用セ
ットをプレゼント。

1

国分(株)フルーツ缶詰「にっぽんの果実」

名様

「にっぽんの果実」とは、くだものにもっとも近い
果実の缶詰。日本各地の限定された産地で収穫
された良質なくだものだけを、素材の味をそのま
まに詰め込みました。リンゴ×2、ラフランス×2、
黄金柑×１、パインアップル×1、白桃×１、日向夏
×１の8缶をセット。

『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

もういくつ寝ると紅白なのよとカレンダーを見上げてふと気

Aroundじゃない。
「あらかた還暦」
というざっくりずさんな物

がついた。まずいよ。60年ひとまわりのナニがあと3週間ばか

の言い方に違いない。

りなんじゃないの。

昔のじい様達の落ち着きも余裕もないなあ。せっかくアラカ

鬼が笑おうが来年は年男である。３回目や４回目

ンだというのに、
「日本の夜明けは近い」
なんて杉作

じゃないよ。60年ひとまわりのナニなのよ。昔

少年役の松島トモ子に諭す信頼も知恵もあるま

っから歳祝いなんてもんは数え年でやるもん

いよ。

だ。来るべき2020年元日を以て、私の普段着

仕方ない。令和の天狗のおいちゃんは人生

は赤いチャンチャンコになっちゃうんだけど、

100年時代の一億総活躍だそうだから、２周目

心技体いずれをとってもそれにふさわしい準備

も向正面過ぎたあたりまで、おぼつかない足取り

なんてできちゃいない。
「アラサー」
「アラフォー」
なんて言ってる世代の諸姉諸兄は
多分、
「Around Thirty」
なんてシャレオツしているだけのゆと
りちゃんがあるんだと思う。今思うとだけどね。こっちはあれ
だよ。
「アラカン」なんて言い方も聞くけど、ありゃあ絶対
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で走っていくんだべさ。おかしいなあ。トラックを走
り始めたころはここがゴールだって言われてたんだけどなあ。
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

TBC
「みやぎ手帳2020」

5

名様

宮城が もっと 好きになる！TBC東北放送渾
身の一冊！！1年中使える仕掛けがたっぷり、
グルメ、お出かけ情報が盛りだくさん。宮城の
魅力が詰め込まれたTBC「みやぎ手帖2020」
を5名様に。河北仙販でも1,500円
（税込）で
販売しております。
【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12月25日（水）

※どなたでも応募できます
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