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夏ドライブに立ち寄りたい！道の駅特集
焼きたてパンと作りたてのお弁当に注目
三陸自動車道『三滝堂IC』
に隣接する道の駅。母体企業が運営するベ
ーカリーで焼き上げたパンや弁当類が豊富に揃う。物販コーナーでは、
北上高地で採れた山菜やきのこなどお値打ち品が目白押し。

●道の駅 三滝堂
みちのえき みたきどう

1登米市東和町米谷字福平191−1 20220−23−7891
d9：00〜19：00（施設により異なる） 4無休 i三陸自動車道三滝堂ICよりすぐ
9https://mitakido.jp

大郷の食を堪能したいなら足を運ぶべし！

河北仙販

地元農家が作る新鮮野菜や町内の手作り餅など、自慢の地場産品が
並ぶ。大郷町産の牛乳を使ったスイーツを提供する
『milk monster』
や餅料理が楽しめる
『餅カフェPettan』
などフードコートも充実。

雪が降らなかった冬を挽回するかのように７月は雨がたくさん降りました。
さて、長い梅雨も明けたであろう

●道の駅 おおさと
みちのえき お お さ と

」8月号では、活気が戻りつつある

県内の「道の駅」夏らしい「冷たいスイーツ」を中心に紹介をさせていただきます。
今月から「吉成支店」が河北仙販の仲間になりました。

角田をはじめ、
仙南の特産品が大集合

吉成・南吉成・中山吉成・吉成台・中山台及び周辺のエリアを
担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

なお、
8月17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。

小

※前号、
「がんばれ！ みんなの街の店」
特集にて、店名の表記に誤りがございました。
（誤）
「さいとう食堂」
（正）
「さいとう定食」
となります。読者の皆様、
ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びするとともに、訂正いたします。

す！
内で
山

地元で遊ぼうをテーマに
県内の外食＆おでかけ情報を発信！
現在発売中の８月号では第２特集として、宮城県の道の駅を

角田市を中心に、
白石市、蔵王町、丸森町といった仙南の朝採り野菜や
特産品が充実。併設のフードコートでは
「角田・丸森産牛乳」
を使った
ソフトクリームや、特産品の梅を使ったメニューが楽しめる。

●道の駅 かくだ
みちのえき か く だ

1角田市枝野字北島81−1 20224−61−2850
d直売所9：00〜18：00、
フードコート11：00〜16：30、
Kスポカフェ9：00〜17：00
4無休 i常磐自動車道山元ICより車で10分 9https://kakudanotakara.jp

夏に 映える爽 や か 涼 スイーツ特 集

編集長の間借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

1黒川郡大郷町中村字北浦51−6 2022−359−2675
d9：00〜18：00 4無休 i東北自動車道大和ICより車で15分
9https://oosato-rs.co.jp
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ラテアート世界大会5位に輝いた主人が淹

和洋折衷の独創的なスイーツが人気。ホ

れるコーヒーは香り高くおいしい。クリーム

ワイトチョコときなこムースをベースにわ

ソーダやナポリタン等などの充実したメニ

らび餅を添えた「月影-tsukikage-」
（ 550

ューを、落ちついた店内で味わおう。

円）
は、涼やかな夏の日本庭園をイメージし
た逸品。

1仙台市太白区長町南4−12−1 ciel長町 1Ｆ
2022−209−4313 311：00〜19：30
4不定休 ※休みはＳＮＳ・店頭にて事前告知

1仙台市青葉区二日町9−7 大木青葉ビル1F
2022−266−9244 310：30〜18：00
4不定休

おでかけスポットとしても人気の「道の駅」
。まずは宮城県内の

LレEMONADE
by Lemonica 仙台駅店
モネード バイ レモニカ せんだいえきてん

N
atu-Lino
な ち ゅ り の

おでかけから始めたいと思っている方にはぜひ読んでいただき

レモンシロップと多彩なフレーバーを組み

地産食材を活かして作るフレッシュなジェ

巡るページを企画しました。ドライブ中の小休憩はもちろん、地
元ならではの新鮮な野菜を買ったり、
フードコートで名物定食を
食べたり、地域色を活かした個性派ソフトクリームを食べたり、

たい特集です。S-styleの購入はお近くの河北仙販まで！

合わせ、常時30種類以上ものレモネードを

ラートが評判。夏のおすすめは名取・岩沼

揃えるテイクアウト専門店。レモネード片

のみで生産されている幻のメロン「クール

手に爽やかな夏のひとときを過ごして。

ポジャ」
を使ったジェラート
（シングル432
円）
。

地 元 商 品と地 域のみなさんを、
セットBOXでつなぐかけはしに。
宮城にまだまだたくさんある魅力的な商
品を、そのときのオススメを詰め合わせ
セットにして毎週金曜日にお届けする
「かけ＊はし商店」
。
2,500円
（配送料・税込）のセットのほか、単品商品も購入でき
る。まずはQRコードからHPをチェック！

かけ＊はし商店（綴café内）

1仙台市青葉区北目町4−7 HSGビル1階
2080−5227−0919（担当：鈴木）
311：30〜15：00 i仙台地下鉄南北線五橋駅より徒歩10分
9https://kakehashi.shop/

1仙台市青葉区中央1−1−1 JR仙台駅構内1F
2080−6050−7183 311：00〜20：00
4無休

1名取市飯野坂字南沖93−1 2022−397−8235
311：00〜18：00（土・日曜、祝日10：00〜）
4木曜

フ
ルーツピークス 仙台富沢店
フ ル ー ツ ピ ー ク ス せんだいとみざわてん

Sス weet
Spice Aアsano
イ ー ト ス パ イ ス
サ ノ

旬を迎えるフルーツを、その時季もっとも

カフェ自家製のシロップがたっぷりかかっ

おいしく食べられる方法で料理やスイーツ

たかき氷は夏季限定のメニュー。濃厚なミ

に仕立てる一軒。この夏は、熟した桃を丸

ルクティーにシナモンなどスパイスを加え

ごと１個贅沢に使用した迫力満点のパフェ

た人気の「マサラチャイ」
はクセになる味わ

に注目！

い。

1仙台市太白区富沢字熊ノ前21−1 2022−724−7486
3カフェ9：00〜18：00（ラストオーダー17：00）
、テイクアウト
〜20：00 4無休 ※まるごと桃パフェは〜8月31日まで提供

1仙台市青葉区花京院2−1−40 2022−263−1157
311：00〜19：00（ラストオーダー18：30）
4日曜、第1月・火曜
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プレ ゼ ント

10
名様

さん だ いち か

く どう り

く

こおりやましづき

工藤凌巧くん
（8ヵ月）

むら かみ せい ま

郡山志月くん
（１歳５ヵ月）

孫

ま ひろ

千葉真紘くん
（3歳5ヵ月）

結麻ちゃん
（１歳3ヵ月）

菜月ちゃん
（1歳3ヵ月）

ま

はたけやまあおい

はやさかあきたか

早坂玲孝くん
（3歳）
な

の なか いず み

畠山 藍くん
（2歳10ヵ月）

野中和泉くん
（4歳）

祉季ちゃん
（2ヵ月）

梨帆ちゃん
（１歳）

し

こ

日奈子ちゃん
（5ヵ月）
【応募方法】郵送

【応募方法】直接

き

り

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

『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

あれ？ 遅くないか？ 先だってのこと、荒井由実さんの初期

スリム」のアルバムバージョンだったのだ。以降、平成の30年

アルバム「ユーミン・ブランド」
を聴きながら、常連嬢と顔を見

に渡り
「やさしさに包まれたなら」
と言えば、
ほとんどの場合、
「あ

合わせた。名曲
「やさしさに包まれたなら」
のテンポが遅いのだ。

の映画のラストの曲」が流されてきたのだろう。映画を何度も

いつもならカントリー調のアコースティックギターが

見返して育った
（VHSのビデオでさ）
世代にとって、
「や

聞こえるところ、
ピアノとオケが背景を務めておる。

さしさに包まれたなら」がアコギのカントリー調サ

ウィキペディアさんに頼る。先行するセカンド

ウンドと刷り込まれても不思議はない。

アルバム「ミスリム」には、シングル発売されたも

おまけだが、映画公開時に
「もう15年も前の楽

のとは異なるバージョンが収録され、当該「ユーミ

曲」だったこの曲がCDシングルでリリースされて

ン・ブランド」にはシングル盤バージョンが収められ

いるんだと。どうやら映画と違う旧シングルバージョ

ている、と。なるほど。こっそり聴く
「ミスリム」
で違和感を感じ

ンだったらしいんだけど、当時「違和感があるのですがあ？」
っ

なかったのは、
そういうことか。

ていう全国のお子ちゃまお母さまのギモンの声って上がらな

んできたのだ。理由はおそらく、簡単に見つかる。
１９８９年、平成最初の夏休みに公開されたスタジオジブリ
作品
「魔女の宅急便」
エンディングテーマに採用されたのが
「ミ
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かったのか知らん？
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

日本一の生産量を誇る梅の産地
『和歌山県みなべ町』で、梅干し一筋
50年。紀州総合食品の「紀州蔵漬
け はちみつ」250gパックを5名に。

ほ

【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
※住所不要
社員に手渡しも可
〒980ー8529
河北仙販開発課
「孫自慢」係

われわれは、
「ミスリム」収録のアルバムバージョンを聴きこ

1仙台市太白区長町南4−12−16
2022−209−4610
310：00〜パンなくなり次第終了
4木曜

紀州南高梅
紀州蔵漬け250g

自慢

ひ

高級食パン専門店 麦ノ蔵

な つき

!

あべしょうたろう

阿部勝太郎くん（10ヵ月）

ば

村上聖磨くん
（6歳）
ゆ

めんこ
なり
ぎ

ち

「忙しい朝のひと時でも幸せを
感じて欲しい」
。贅沢な材料を惜
しみなく使い、小麦本来の香りを
存分に楽しめる
「角食パン」の引
換券を10名に。

い

い

三田一花ちゃん
（２ヵ月）

高級食パン専門店
『麦ノ蔵』
角食パン引換券

5

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3個セット

名様

身のまわりの除菌や手・口ま
わりの汚れ落としに。お子様に
も安心。ノンアルコール・天然
除菌成分配合で手肌にやさしい
ハンディタイプの除菌ウエット
ティシュー3個セットで5名に。

地元の隠れた逸品詰合せ
「かけ＊はしセット」

5

名様

地元商品と地域のみなさんを、セット
BOXでつなぐ『かけはし商店』
。ざお
うハーブ（蔵王町）の「ハーブティ
（レ
モンバーベナ）
」
、竹鶏ファーム
（白石
市）の「たまごかけごはんしょうゆ」
、
みやぎのあられ（亘理町）の「いちご
のポン」
、三陸フィッシュペースト
（気
仙沼市）の「旅するかまぼこ
（うまう
ま牛たん）
」
、ほやほや屋（塩釜市）の
「三陸ほや串」のセットを5名に。
【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8月31日
（月）

※どなたでも応募できます
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