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話題店で味わおう! 秋の新そば特集

2020年 10月11日発行

モダンな空間で楽しむそばとお酒
昨年11月に北四番丁にオープンした
『初音』
は、香り高い十割そばが自
慢のお店。夜はざるそばに天ぷら盛り合わせに加え、日本酒3種をセッ
トにした利き酒コース
（2,200円）
が大人気。

●そば居酒屋 天ぷら 十割そば 初音
はつね

1仙台市青葉区二日町18－23 2050－3477－9895
311：30～14：00（ラストオーダー13：30）
、
17：00～22：00
4日曜

河北仙販

上品な十割そばと二八そばを新そばで

いよいよ来ました
「新米の季節」
です。河北仙販は今年も
「宮城県産生鮮米」
を販売・
宅配いたします。例年と違い楽しみな行事が次々と中止になっている昨今、美味しい家
ごはんにお役立ちできれば幸いです。
は遠出が出来なく
また、今号の特集は
「県内の美味しいお店」
のご紹介です。
ても楽しめる紙面づくりを目指してまいります。

樽水ダムにほど近い長閑な場所に立つ、風情ある民家にて営業する
「水神蕎麦」
。秋保野尻産の玄蕎麦を石臼で挽き、丹精込めて手打ちし
たそばは、風味がよく素材の良さを存分に堪能できる。

●高舘食堂 水神蕎麦

たかだてしょくどう すいじんそば

1名取市高舘川上五性寺71－1 2022－799－7097
311：00～ 売り切れ次第終了
4不定休

和情緒たっぷりな名店でいただく自家製そば
田園と森に囲まれひっそりと佇む
『おさだ』
は、茅葺き屋根が目印。常
陸秋そばを石臼で挽いた二八やぶそばが名物だ。店内から望む七ツ森
の眺めも美しくそばを一層おいしくしてくれる。

●自家栽培石臼挽き手打ちそば おさだ

小

なお、
10月12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

東へ 西 へ！ 宮 城ドライブグルメ特 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?

はらこ飯に新そば、
そろそろせりも。
食欲＆行楽の秋を楽しみましょう
朝夕共に涼しくなり過ごしやすい季節になりましたね。そ
う、季節は「秋」
。秋と言えば、食欲の秋、行楽の秋、スポー
ツの秋、読書の秋、芸術の秋、睡眠の秋などさまざまですが、
S-style10月号（９月25日発売）
は「秋のおでかけグルメ」特
集、11月号（10月23日発売）
は「宮城・山形のそば」特集と、
食欲もおでかけ欲も満たすグルメ特集が続きます。そんな
食べてばかりのS-style編集部ですが、9 月28 日に放送さ
れたKHB 東日本放送 番組「チャージ！」内の「潜入！カン
パニー」と言うコーナーで密着取材を受けました。取材の
様子、締切前のドタバタ、発送作業、発売日の書店訪問、お
昼に宅配弁当を食べている様子まで…。さらに社長も私も
編集部スタッフもそれぞれインタビュー
を受けました。取材されるのはドキドキ
でしたが、とても貴重な機会となりまし
た。KHBオンデマンドで動画公開中で
す。ぜひチェックを！
【巻頭特集】宮城県内のグルメ情報満載

「おでかけグルメ」
特集

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

1黒川郡大和町吉田字反町西84－6 2022－344－4330
311：00～ ※夜は予約制
4火・水・木曜

石巻市雄勝観光物産交流館

808.mini IKOMA FARM

雄勝地区の生業の創設や地域交流、観光・
物産PRを目的とした新施設がオープン。
館内には旬海産物を扱う物産店から寿司
店、カフェが集まるほか、自然体験プログ
ラムも発信しており雄勝の魅力を存分に
堪能できる。

川崎町で大根の生産や八百屋を営む『生
駒農場』が、テイクアウト専門のフルーツ
ショップをオープン。旬を先取りした果物
を贅沢に使用して提供するパフェやドリン
クは、どれもインパクトのある見た目で写
真映えは抜群。

1石巻市雄勝町下雄勝2－5 20225－25－6844
39：00～17：00 4無休

1刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町31－1 ZAO PATIO内 20224－26－8608
312：00～16：00（土・日曜、祝日11：00～） 4水曜（祝日の場合は営業、翌日休み）

ひらつか

BRING

近隣住民をはじめ多くの人のお腹を満たし
愛される地元の名店。地産地消を心がけ、
石巻や宮城県内で獲れた魚介料理、唐揚
げ、トンカツなどの定食はどれも絶品。地
酒が楽しめる夜の居酒屋営業もファンが
多い。

遠刈田温泉街唯一のパン屋はオープン以
来、地元住民にも観光客にも大人気。牛乳
やタマゴ、生クリーム、チーズなど蔵王産
の食材をふんだんに使用したパンはもちも
ちした食感が最高。

1石巻市門脇一番谷地64－47 20225－22－3211
311：00～13：30、
17：00～21：00（ラストオーダー20：30） 4月曜、
ほか不定休あり

1刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町31－1 ZAO PATIO内 20224－26－9690
310：00～17：00 4水曜

いしのまきしおがつかんこうぶっさんこうりゅうかん

ヤ オ ヤ ド ッ ト ミ ニ

イ コ マ

フ ァ ー ム

ブ リ ン グ

かめキッチン

ヨーグルト工房 Atreyu

ボリューミーな料理が自慢の洋食屋。中で
もビフテキ丼は、その味を求めて遠方から
も足を運ぶ人も多い人気メニュー。150ｇ
ものビーフステーキと手作りソースがマッ
チしたスタミナ満点の一杯だ。

自社の生乳を使用した乳製品を多くの人に
届けたいと、
『村上牧場』がオープンしたヨ
ーグルト工房。コク深い味わいが際立つヨ
ーグルトにナッツやフルーツを加えてアレ
ンジした「ヨーグルトボウル」が人気だ。

1石巻市小船越字二子南上12 20225－85－9213 311：30～13：30ラストオーダー、
17：30～20：00ラストオーダー※月・火・水・土曜はランチのみ営業 4日曜、第4月曜

1刈田郡蔵王町小村崎大字向原68－1 20224－22－7033
310：00～15：00 4無休

ヨ ー グ ル ト こ う ぼ う

ア ト レ イ ユ

【特別企画】

ふるさと納税で地域を応援しよう

今こそ、仙台・宮城を楽しもう!
臨時増刊

ランチパスポート仙台

Vol.22

定価／1,100円
96ページ・新書版
・
特別編集

宮城を楽しむ
おでかけ& 宿
定価／1,980円
160ページ・A4変形版

書店、Amazon、
マチモールほかにて好評発売中!
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【新栗入荷！】イシイの甘栗手提げパック
中国河北省青龍県から直接買い
付けた新栗を、店内の窯でじっく

名様

りと丁寧に焼き上げた「天津甘
栗」
。新栗「天津甘栗」385ｇ入り
手提げパック引換券を10名に。

イシイの甘栗仙台店
わがつまみさき

さ と う せ ん り

佐藤千里くん
（２ヵ月）

堀江栞子ちゃん
（２ヵ月）

めんこ
なり
ぎ

【応募方法】郵送

!

みつづかゆうり

三塚有莉ちゃん
（3ヵ月)

孫
自慢

仙台市青葉区立町26ー17
2022ー712ー0255
e022ー712ー0257
310：00～19：00 4無休
本賞品のみ
10月20日
（火）締切になります

10

い

い

我妻咲希ちゃん
（3ヵ月）

ほ り え ま こ

仙台市海岸公園馬術場「ふれあい乗馬」体験チケット＆蹄鉄
海の見える開放感あふれる馬術場で20分
の乗馬体験と、魔除け、厄除け幸運を招く
という言い伝えがある本物の蹄鉄も併せ
て10名に。※保険料210円は別途、対象
年齢：小学1年～80歳程度（未成年者は
親権者同伴）

名様

ほしななみ

星七望ちゃん（7ヵ月）
いわまれん

仙台市海岸公園馬術場

岩間蓮ちゃん（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

仙台市若林区井土字沼向1
2022ー349ー5036 39：00～17：00
4火曜（祝日の場合は翌平日休み）
●第一種動物取扱業の種類/展示●登録証番号/仙台市（Ｈ30健保動）指令第18127007号●登録年月日/平成30
年6月７日●有効期限/令和5年6月6日●動物取扱責任者/木幡 良彦 株式会社乗馬クラブクレイン

日本製紙クレシア
ポイズメンズシート(少量用)
ちょっと残った尿によるズボンのシミ対策
用シート。やわらか表面で快適なつけ心地
で薄くて目立たず動きやすい。ポリマーの
効果でニオイも軽減するシート少量用(20
㏄)11枚入りを5名に。

『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

仙台市中心商店街、フォーラス前のアーケードでコケた。滑

だはずみでメガネがどこかに飛んで行って、まだ帰ってこない。

るんだ、あの辺は雨が降ると。後頭部をしたたか路面に打ち付

雨で滑って転ぶような安物のサンダルを拾わせておいて、ない

けた。

と不便なメガネを放っておいたあたり、やはり物事の順番が違

いや、大丈夫。何事もありませんよ、
ええといった顔をして
立ち上がろうとすると、
「ダメダメ、救急車」
と止めてく

う。
けば定休日の水曜午後は休診ですだの、ご覧くださ

明の流血事件になっちゃった。

い本日当院は満員札止めですだのと、わがメガネ愛

周辺のご好意で救急隊が駆けつけ、仙台市立病

を妨げる障害は少なくない。

院へ。救急車を呼んでくれた方のお名前も聞いて

三ヶ月経って、
ぼんやりした世界にも慣れてきた。

いないのだが、
車内で
「あ、履物拾っていただけます

見えないわけじゃない、見えにくいだけだ。見たくな

か」
と救急隊の方にお願いした記憶はある。物事の

いものに焦点が合わないのは、ある意味健全なフィ

何度かCTをくぐって、
めくれた頭皮を縫い合わせてもらっ

ルターじゃないか。
とはいえ、また夜道で何かにつまづいてコケたのではシャ

て、アタマの怪我はまあ一晩泊まって無事解放、
といった程度。

レにもならん。早期新調を期して在りし日のメガネの写真でこ

付いてきた診断は
「急性硬膜下血腫」
。おいおい若いボクサー

の項を終わるべが。

が死んじゃうやつじゃん。三ヶ月経って笑ってられる幸福を誰
に感謝すればいいのでありませう。
だがしかし、幸福と引き換えにロストしたものが一つ。転ん

S-style・Kappo 特別編集
宮城を楽しむおでかけ＆宿

さっさと新調しろよという話なのだが、これが検眼に行

れる声。ついでに頭皮が少しめくれたらしい。６月未

順番が違っている。やっぱりダメージはあったのだ。

5

名様

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

これまで宮城県内の多くのおでかけ情報を
発信してきたS-style＆Kappo編集部が自
信をもっておすすめするスポットと宿情報
を紹介した1冊を5名に。

5

名様
【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10月31日
（土）

※どなたでも応募できます

