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New Open!! 注目の焼肉店

2022年 6月12日発行

仙台牛を一人でも気軽に堪能できちゃう

河北仙販

仙台老舗精肉店が待望の焼肉店をオープン。良質な仙台牛の旨さもさるこ
とながら、店の魅力は1人専用カウンター席と、1〜4名用の仕切りが取り外
せるテーブル席だ。1人専用焼台完備の席で気兼ねなく焼肉を楽しもう！
焼肉のいとう 仙台駅前店
やきにく の い と う

せんだいえきまえてん

1仙台市青葉区中央1−7−39 THE GATE 1F
2022−797−8529
17：00〜23：00、
日曜・祝日11：00〜23：00※LO各30分前 4無休
311：00〜15：00、

“焼肉ファストフード”が宮城に上陸！

世界に約100店舗を構える
『焼肉ライク』が仙台上陸！ カウンター席は
両隣に仕切りがあり、食事に没頭できる。人気の「匠カルビ&ハラミセッ
ト
（200g）
」
は1,320円。最安セットは580円と手頃な価格設定も魅力的。
焼肉ライク 仙台広瀬通店
やきにく ラ イ ク

せんだいひろせどおりてん

1仙台市青葉区一番町3−7−22
2022−397−9575
310：00〜23：00（LO22：30） 4無休

今年もはや半年が過ぎようとしています。
もうすぐ父の日です。
子どもの頃、
よく父の運転する車で

ドライエイジング超熟成牛が味わえる！

ドライブに連れて行ってもらいました。

全席完全個室の、贅沢な時間が堪能できる焼肉店。
「寅六コース」
（ 6,600
円）
は、仙台牛のドライエイジング熟成牛の赤身みぞれ焼きをはじめ10種
のメニューが楽しめる。コース料理は2名〜、事前予約がおすすめ。

今月の特集はドライブイン。幼かった頃の父との思い出と、
恥ずかしくて上手く伝えられない感謝を胸に…

炭火焼肉 寅蔵

今度は父を助手席に乗せ、ハンドル握りレッツゴー！

すみ び やきにく とらぞう

1仙台市青葉区一番町4−2−12 仙台東映プラザビル2F
2022−302−7156
317：00〜23：00（LO22：00） 4無休

なお、6 月 13 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

※新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、営業時間の短縮、
臨時休業になる場合がございます。

林

！
です

編 集 長 の 間 借りコラム

魅 惑 のドライブイン
ドライブインふるさと

最新号は、
東北の世界遺産を紹介します！
Kappo７月号は、
「あらためて知りたい 東北の世界遺産」
です。
2021年に
「北海道・北東北縄文遺跡群」が新しく世界遺産に登
録されました。本来であれば、この朗報に大いに盛り上がってい
たはずですが、移動の制限や感染拡大状況により、登録後に足を
運べていない方も多いのではないでしょうか。今回は、世界遺産
に登録された理由や現代への影響など、東北が世界に誇る遺産

なな つ もり

ドライブインサザエ

ドライブイン七ツ森

全国のドライバーの
胃袋を支える老舗ド
ライブインで、屈指の
人気を誇るアジフラ
イが堪能できる
「アジ
フライ定食」
（750円）
。
衣つけたて＆揚げたてにこだわるサクサクふわ
ふわフライのおいしさは、店主の手間を惜しまぬ
仕事が成せる技だ。

50年にわたり愛され
る人気店のモットー
は、盛りの良さと手ご
ろな価格。店長のお
すすめは「豚汁・半生
姜焼丼」
（ 880円）
で、
直径20cmほどある丼いっぱいに敷き詰められ
た生姜焼きはしっとりと柔らかい。クセになる濃
いめの味付けに、
もう箸が止まらない！

1大崎市岩出山下野目字二ツ屋56−1
20229−72−0014
311：00〜21：00
4第2・4火曜（祝日の場合は営業）

1亘理郡亘理町吉田南堰上1−1
20223−34−4620
310：00〜15：00（火・木・金曜〜19：45）
4土曜

1富谷市三ノ関東沖上32
2022−358−3141
310：30〜15：00
4無休

ドライブインみしま

ドライブインいづみ

ドライブイン南館

岩出山産ササニシキ
や自家栽培の野菜な
ど、新鮮な食材にこだ
わった定食やラーメ
ンなどを提供。中でも
イチオシは豚肉、白
菜、モヤシ、ハムなど具だくさんの餡がかかった
「五目あんかけ焼きそば」
（ 900円）
。小上がり席
もあるため、子連れでもゆったり寛げる。

を 学べる 内容です。縄文文化と芸術、白神山地と食文化、平泉
と仏教、釜石と近代製鉄の関係と、それぞれにテーマを設けてご
紹介しています。さらに、作家・クリエイターのいとうせいこうさ
んに、東北の縄文文化について語っていただきました。訪れるだ
けでも十分素晴らしい体験になりますが、
知識を身に付けてから訪れれば、さら
なる感動を得られるはずです。

【巻頭特集】

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

「東北の世界遺産」
第3回 東北絶景写真コンテスト
結果発表！

客の6〜7割が注文す
るという看板メニュー
「 ダ ー ル ラ ー メン 」
（830円）
。白菜やキャ
ベツ、エビなどたっぷ
りの具材に、スープの
旨みと野菜の甘み、ラー油や豆板醬の辛みのバ
ランスが絶妙な醤油餡が麺にしっかりと絡み、
最後まであつあつの状態で楽しめる。
1柴田郡川崎町大字小野字町裏32
20224−84−5822
311：00〜LO18：20
4木曜（祝日の場合は営業、翌日休み）

アットホームな雰囲気
ながら、家庭では出せ
ないプロの味が楽し
めると連日多くの客が
訪れる。厨房で鍋を
振るうお母さんの料
理はどれもボリューム満点。
「鉄板ホルモン定食」
（1,080円）
は、甘辛い自家製タレと鉄板で香ばし
さを増したホルモンが絶品！
1登米市南方町長者原137−3
20220−58−3715
311：00〜21：15※現在はコロナのため短縮営業中
4月曜
（祝日の場合は営業）

みなみだて

土・日曜、祝日の昼限
定で営業するドライブ
インが今春登場。有
名店監修のラーメン
のほか、定食、海鮮丼、
三陸産生牡蠣など豊
富に揃う。牡蠣ペースト2種類を使用した
「三陸
牡蠣豚骨醤油」(990円)は、牡蠣と濃厚な豚骨ス
ープを合わせた珍しい一杯。
1山形市篭田3−9−25 北海道レストラン内
2023−676−5700
311：30〜15：00※北海道レストランは17：00〜23：30
4月〜金曜（祝日を除く）
※北海道レストランは無休

※新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、営業時間の短縮、
臨時休業になる場合がございます。
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孫

いぎなり
めんこい!

自慢

あん さき あき と

安﨑晃人くん
（5ヵ月）

あ

えにし

縁くん（1ヵ月）

自慢のお孫さんの写真のほか「氏名」
「年齢」
「性別」
を
記載し下記住所まで郵送
〒983-0038 仙台市宮城野区新田3ー20ー12
河北仙販開発課
「孫自慢」係
【応募方法】直接

河北仙販各支店に直接お届け、または河北仙販社員
に手渡しも可

香琳ちゃん
（5歳）
とう

櫂くん（10ヵ月）

キッコーマン飲料「デルモンテ 世界の果樹園から」
5本セット

たか の しい な

髙野椎菜ちゃん
（5ヵ月）

ーミックス、
アルフォンソマンゴーミ
ックス、パイナップル、ラ・フランス
ミックス、ブラッドオレンジミックス
各1本、5本をセットにして8名に。

5

アイリスフーズ
「富士山の強炭酸水」
レモン
500ml 24本セット

名様

アイリスの自社工場で作る
「富士山の強
炭酸水」に爽やかなレモンフレーバーが
登場。強炭酸の刺激と、レモンの香りとう
まみがはじけるすっきりとした味わいです。
無糖でさっぱりしているから、お食事のと
きはもちろん、スポーツの後や寝起きの一
杯としてもおすすめ。

応募フォームへのアクセスは
こちらから

森永乳業 常温保存可能な
1.「絹とうふ」250ｇ
2.
「絹とうふしっかり」253ｇ
いずれか12個セット

いわ ぶち あゆむ

岩渕 歩くん
（1歳）

ね もと けん

根本 賢くん
（3ヵ月）

いち かわ り おん

市川凛音ちゃん
（2歳）

まち の

ゆ

き

と

町野佑希人くん
（4ヵ月）

5

寝ているだけで褒められたい

周囲を照らす。ささやかであっても周りの人たちに明るさを与

のは午前3時半か。放電し尽くしたバッテリー、明日キーが回

える人生とは、
なんと徳の高い生き方でございましょう。

るとは限らない。このまま自宅に戻ったら、止めたが最後もう

かく言うわたくし、先日絵に描いたように一隅を照らして１日を

一回ロードサービスのご厄介になることは必定だ。帰路を急

過ごしました。徳を積んでるなあ、俺。何をしておったかと申

ぐはずが、未明のドライブだ。なんぼかでも距離を稼いでダイ

しますとですね。

ナモしなくちゃね。

近所の立体駐車場7階の角の区画にライトをつ

泉ヶ岳の麓を走り動物注意のダム周辺をのん

けたまま半日以上駐車しておったのですよ、これ

びり走る。まだ走り足らんかな。大和町吉岡の

が。あんまり文字通りで引いちゃうぐらい一隅

南側、開発著しい七ツ森周辺を走る頃には白々

を照らしていたんだね。

と夜が明けてきた。

因果応報は世の習い。バッテリーが上がった。

周辺の水田は田植えを終えたばかり。水面に映

いやいやバッテリーに罪はない。俺がバッテリーを
「上げちゃった」のだ。バッテリーが自らの生命を無駄遣いして

る朝日はなんと言っても美しい。朝日が昇る光景なん
て何年ぶりだろう。早起きは三文の得を実感する。

ヒットポイントゼロになったわけではないのだからして、
「バッ

待て。俺は早起きしてないぞ。寝ておらんのだ。う〜ん、徳

テリーが上がった」のではなく
「バッテリーを上げてしまった」

の高い系としては
「夕べの続きのわたくしにも朝日は神々しい」

というのが意識高い系ならぬ徳の高い系の言いようだ。

とでも取り繕っておけばいいのか? バチ当たりな気もするが

嫌々ながら洗い物をしてパソコンとステレオいじって午前2
時の出来事。一回お帰りの仕度をして駐車場に向かったのに、
またすごすご店に戻ってロードサービスに電話した。
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ええじゃろ。シラフだし。
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

名様

書籍『寄りそう心』
塩沼亮潤著

『キジトラ珈琲舎』
店主・伊藤誠の気ままコラム

ほぼ平謝りでロードサービスのお父さんを迎え、走り出した

5

「絹とうふ」は豊かな大豆の香りと滑らかな食
感、
「絹とうふしっかり」
は濃厚な大豆の風味と
しっかりとした噛み応えが特長です。どちらも
無菌充てん包装で、保存料は不使用なのに日
持ち長持ち。約7ヵ月の常温保存が可能です。
※ご希望の番号を記入してご応募ください。

名様

一隅を照らす。立派な生き方でありますな。自ら光を放って

8

名様

らこだわりの果汁を集めて作ったプ
レミアムギフトです。ベリー&ベリ

【応募方法】応募フォーム

すず き しゅうま

鈴木柊真くん
（8歳）
か りん

プレ ゼ ント

長年、果汁飲料の製造に携わって
きたデルモンテが世界の果樹園か

【応募方法】郵送

べ いお り

安部衣栞ちゃん（5歳）

P RESENT

竹鶏ファーム
「竹鶏たまごのしあわせ
おやこスープ」5個セット

1300年の歴史のなかで2人しか成し遂げて
いない大峯千日回峰行を満行した塩沼亮潤
大阿闍梨が、秋保の地から発信する
〝悩める
者たち〟へのメッセージ。Date fm『今朝の
一言』
から、人生をより良くするための〝厳し
くも温かい言葉〟
を厳選してお届けします。

豊かな環境に恵まれた宮城白石蔵王・竹鶏フ
ァームのこだわり卵「竹鶏たまご」
を使ったふ
んわりたまごスープです。竹鶏ファームの鶏
肉をはじめ、
ニンジンやホウレン草など具材も
たっぷり。フリーズドライなので、お湯を注ぐ
だけですぐに食べられる手軽さも好評です。

3

名様

【応募方法】郵送

【応募方法】応募フォーム

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

応募フォームへの
アクセスはこちらから

〒983-0038 仙台市宮城野区新田3ー20ー12

河北仙販開発課「プレゼント」
係

応募締切 2022年6月30日
（木）

※どなたでも応募できます

本プレゼントを通じて得る個人情報は、第三者に開示することは一切ありません。お客様からご提供いただ
きました個人情報はプレゼント商品の発送、
当社からのDM発送以外の目的で使用することはありません。
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