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2019

9.13
OPEN

丁寧な仕事が生み出す新時代の中華そば
大崎市
『上々』
が移転リニューアル。
「うなま山地鶏」
や煮干など、
店主自ら厳選した食材で作る中華そばが楽しめる。すするほど
に旨みが広がる一杯は、最後の一滴まで完飲必至だ。

●中華そば 笹生
ささ き

1仙台市青葉区柏木1−3−13 2なし 311：00〜15：00※スープなくなり次第終了
4月曜※祝日の場合は営業、翌日休み※トッピングは季節によって変わります

河北仙販

2019

鶏のおいしさを凝縮したこだわりの一杯

OPEN

いたスープに浮かぶ黄金色の輝きは、親鶏から抽出した濃厚鶏

8.13

元和食料理人が作る鶏中華が自慢。岩手県産純和鶏を８時間炊
脂。全粒粉の細麺と合わせて鶏の旨みを堪能しよう。

「

」
を創刊して

●麺乱 我心

が しん

初めての新年を迎えました。

1仙台市太白区茂庭字人来田西18−6 2非公開
311：00〜14：30、
17：00〜20：00 4水曜、第3木曜

新年号は、
これから本格的に襲来するであろう

既成概念を打ち破る一杯にノックアウト

『冬将軍』と闘うためのホットな内容です。

『魔界ラーメン 月光』の姉妹店。試行錯誤の末たどり着いた中華

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

そばは、スープの素材の９割がコンブという異色のひと品。緻密
な計算が生んだ、
パンチ力抜群の一杯をご賞味あれ。

●暗黒中華そば 雷電

らいでん

小

1仙台市泉区明石南6−12−10 2なし
311：00〜14：30、
17：30〜20：00 4無休

す！
内で
山

編集長の間借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

S-styleの用紙リニューアル！
気づいたあなたはエススタ ツウ”
現在発売中のS-style１月号から紙が変わったのはお気

1月

注 目 の イベ ント

PICK UP!
〜3

づきでしたしょうか？ 出版不況と言われている中であえ
て厚い紙を選択し、タウン誌のパワーをより地元で広めて

28

プラネタリウム 音楽の時間
「山崎まさよし」

土

さて、そんな１月号の特集は「聖地巡礼」
と題し、仙台・宮
城がロケ地＆舞台となった映画、ドラマ、漫画、アニメなど

30

ハーバーハウスかなめ
「わかめしゃぶしゃぶ
&鉄板焼き蒸し牡蠣プラン」in利府町

木

で登場した実在のスポットを紹介。さらに、ロケ地のプロで

船上でワカメ狩りをし、獲れたてをしゃぶしゃ
ぶで楽しむ極上体験を。蒸しガキ付き。

ある
「せんだい・宮城フィルムコミッション」はじめ、岩井俊

aハーバーハウスかなめ qハーバーハウスかなめ
2022−366−7006 9http://www.harbourkaname.com

見てみると、都会的なエリアもあり、
自然
美豊かな場所もあり、さまざまな表情を
持った仙台・宮城を改めて誇らしく思い
ました。さまざまなカルチャーが生み出
される仙台・宮城を、S-styleはこの先も
伝えていきたいと思います。2020年も
どうぞよろしくお願いいたします！

土

みやぎ蔵王えぼし雪上花火大会
約1,000発の花火が冬の夜空を彩る。スキー
とスノーボードはナイターでも楽しめる。

1

26

日

“あさぶさございん”七ヶ浜deお正月
福笑いや餅つきなど日本の正月文化を体験す
る恒例イベント。伝統の吉田浜獅子舞も登場。

a仙台市天文台プラネタリウム q仙台市天文台
2022−391−1300

〜4

掲載。ロケ地＆舞台という視点で地元を

25

aみやぎ蔵王えぼしリゾート qみやぎ蔵王えぼしリゾート
20224−34−4001 9http://www.eboshi.co.jp

山崎まさよしのやさしい歌声と共に、満天の
星を眺める贅沢なひとときを過ごそう。

手に取った時の重みでも、その変化を感じていただけると

二監督や中村義洋監督といった作り手側のインタビューも

1

毎週土曜※2/1
（土）
を除く

いきたいという思いで変更いたしました。見た目はもちろん、
思います。

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!

1

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

9

木

〜

1

14

火

第8回 伊勢志摩・紀州・
名古屋フェア in藤崎

a七ヶ浜国際村 q七ヶ浜国際村
2022−357−5931 9https://www.shichigahama.com/kokusai

1

29

水

ローマイタリア管弦楽団
「映画音楽名曲選」
昨年の大絶賛に応えてのアンコール企画。歌
とオーケストラが往年の名曲を奏でる。
a仙台サンプラザホール q河北新報社事業部
2022−211−1332

2

三重、和歌山、名古屋の名物グルメが勢揃い。
工芸品も多彩にラインナップされる。

1

土

第3回 七ヶ宿雪かき選手権
チーム対抗の雪かきタイムアタックレースを
開催。事前申込や詳細はHPで確認を。

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

1

18

土

〜

3

15

日

スノーランドinハイルザーム栗駒

『ハイルザーム栗駒』駐車場に雪遊び特設会
場が登場。ソリなどのレンタルもあり。
aハイルザーム栗駒 qハイルザーム栗駒 20228−43−4100
9http://eeonsen.com、https://www.kurihara-kb.net/publics/index/230/

a七ヶ宿くらし研究所 q七ヶ宿くらし研究所
20224−26−6933 9http://shichikashuku-miyagi.co.jp

2

11

火・祝

第20回 うめぇがすと鍋まつりin加美
加美郡内の食材を使った鍋が約20店舗出店。
加美町内の酒蔵訪問会（定員制）
も開催。
a花蔵小路イベント広場（七十七銀行中新田支店前） q第20回 うめぇが
すと鍋まつりin加美実行委員会事務局（加美商工会） 20229−63−2734
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自慢

プレ ゼ ント

5

名様

にしきや
「スパイスカレーセット」

しょうじまさや

庄子聖哉くん（4歳）

「和だし」の旨みや野菜の甘み
をベースに「スパイス」
を組み
合わせた、香り豊かで深みの
ある味わい。スパイスカレー
「チキン」と
「キーマ」をセット
にしてプレゼント。

おおがいえいた

大谷栄太くん
（2ヵ月）
かわいなつき

川井菜月ちゃん
（1歳5ヵ月）

ねもとあおい

根本葵衣ちゃん（2ヵ月）

8

きくちりょうせい

菊地遼成くん
（1歳）

名様

「だて正夢パックご飯」
150ｇ×3個パック
みやぎ米の夢をかなえた、こ
れぞ天下を取る旨さ。みやぎ
米の新星「だて正夢」のパッ
クご飯を8名様に。
おかざき なる

岡崎 成くん
（5歳）
さ さ き え み

佐々木咲ちゃん
（2ヵ月）
【応募方法】郵送

とおやましょうま

遠山勝真くん
（1歳）

【応募方法】直接

あいざわゆずは

相澤柚華ちゃん
（7ヵ月）

3

名様
AGC硝子建材
「次亜Safe 除菌 消臭剤」

【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

ウィルス、菌、ダニ、花粉のアレルゲン、カビの
抑制効果、ニオイはもとから除去！次亜塩素
酸ナトリウムはアルコール系除菌剤では除菌
できないウィルスにも絶大な効果！ 臭い成分
にも作用して、元から臭いを消し去ります。
AGC硝子建材「次亜Safe」300ｍｌスプレー
ボトル+詰め替えボトル」
を3名様に。

『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

年末年始のカレンダーが具合良かったので、大型のお正月

だろうけれど、年末年始から続くホリデーモードが明けたその

休みを楽しんだ皆様、
ご同慶の至りであります。

日では参拝の足が重くなっても仕方ない。

謹んで新年のお慶びを申し上げましょう。

調べてみると、
「 15日成人の日」
は1999年まで

当方は相も変わらぬ節句ばたらきで2019年を

だった由。忘れてたよ。元服の儀式が小正月に

見送り2020年を迎えることと相成りました。

行われたことに由来するというから、小正月が

ことしこそは、ギャラの発生するコラムを書く

もっと身近で大切な意味合いを持っていた瑞

ぞというのが新年の抱負でありますよぅ。

穂の国の記憶なんだろうが、高度経済成長以

で、あす13日が成人の日で早速のハッピー

降、稲作の予祝行事としての小正月の役割は

マンデー、世間さま３連休ぢゃ。仕事始めが週

小さくなっていった…のか？

末と重なり、
エンジンがかかるかなといったところ

深夜深更に及ぶ火祭りが楽しみづらくなってい

でまた３連休では、日常ルーティンの感覚を取り戻す
のも大変だろうなあ。
成人の日の日付が毎年変わるようになって、どんと祭などの
小正月行事に足を運びづらくなっているように思う。仙台伝
統・大崎八幡宮のどんと祭も裸参りの皆さんは気合入ってる
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る。このなんだかなあな気分は小正月を喪失した農
耕ジャパン末裔の違和感なのかなあ。
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

伊勢製餡所
「伊勢あんもなか」

3

名様

国産もち米を一枚づつ香ばしく焼き上げたも
なかの皮と、北海道産小豆と砂糖だけで炊き
上げたつぶあんをセット。食べたい時にパリ
パリのもなかを作って、香ばしくパリッとした
食感で召し上がれます。

【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 2020 年1月31日
（金）

※どなたでも応募できます
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