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高畠ワイナリー秋の収穫祭・峠駅

おきたまレポ

特集
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おきたまレポ
OKITAMA REPORT

本日、
おきたま日和。
秋を感じさせる寒さが身にしみる今日この頃、家でぬくぬく
もいいけど、なんだか無性に外に出たくなったりしますよね。
今回は２日間に渡り、ちょっとだけ冒険。長年住んでいても
まだ知らなかったアレやコレに初チャレンジしてみました。

ワインの季節だし

１日目 高畠ワイナリー 秋の収穫祭

冒険は
男のロマン

“大地の恵みと新 酒”が
生んだ驚きの人口密度
今 年で20回目を迎 える秋の収 穫 祭！
ということで 高 畠ワイナリーさん へ
行ってきました。このイベントには初め
て行ったのですが、驚くほど多くのお客
様がいらっしゃっていて、お子様連れの
方もたくさんいました。
いまいちな天気の中、この集客力に唖
然としてしまいました。

今年のワインか肉を楽しみたい！

ワインは自宅でゆったり楽しむ
派。
そうよ！自宅で飲んだほうが
美味しいに決まってるんだから！

思ったより飛び出す飛び出すカード

ふらっとやってきた私たちですが、
車で来たので残念ながら、ワイン
はいただけません…。
ならばその分フードを！具体的に
言うと肉を！摂取しなければ！
パ ス タ、チ ー ズ、ハ ム に ウ ィン
ナー。ワインにとても合う食べ物
ばかり！そしてついに来た肉チャ
ンス！が、ここで問題発生。経済的
な都合で牛串は指をくわえて眺め
ることに。
貧乏がにくい！

東置賜郡高畠町大字糠野目2700-1
TEL.0238-40-1840
（代）
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高畠四中

高畠
ワイナリー

米沢南陽道路
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高畠ワイナリー

高畠駅

ワイナリーの後は、
ひろすけ祭りに行ってきました！
ミニ縁日や魚釣りなどで賑わい、
ご家族連れの方でいっぱい
でした。
わたしは
「飛び出すカード」
作り
に参加。
細かい部品が沢山あり、
アレも
コレも使いたくて中々選べません…。
久しぶりの工作でしたが、
ご指導の賜で
ギリギリ完成。
我ながらかわいい出来に
満足です(^.^)
（鈴木貴）

旅先 INFO❶

２日目

この峠を越えて
漢になるにゃ！

奥羽本線の難所

峠 駅 （とうげえき）
曲がりくねった道の先に
待っていた幾つもの曲がり道
２日目は、本当に快晴で気持ちの良い一日。
そんな中、我々は鉄道マニアに大人気とウワサ
のスイッチバックで有名な峠駅に車で向かいま
す。板谷駅を超えてからは細く険しい山道が続
き、まさに峠の中の峠と言える場所でした。

シェルターの中に入ってみると、
迫力ある風景がひろがります。

ブランコもある！
峠 駅を出て付 近を散 策する
と謎 の 電 車マークの下にブ
ランコが。せっかくなので、あ
の頃に帰ってみました。
とってもスローな時間を感じ
ます。

「つばさ」も
走ります！
峠駅の帰りに板谷駅
に寄ってみると、山形
新幹線「つばさ」と遭
遇。意 外と 頻 繁 に 通
るようです。こうやっ
て見ると、銀 河 鉄 道
999を思い 出します
ね。早く機 械 の 身 体
を手に入れたい。

駅がまるごとシェルターの中
板谷峠は急勾配と豪雪による難所として知られ、山形新幹
線開通までは、スイッチバックで登っていました。このため、
複雑な施設が駅構内にあり、
それらを雪から守るためスノー
シェルターで覆われていました。現在でも姿を残すそのシェ
ルターは独特の風格を漂わせています。
峠駅といえば、
名物の力餅。
駅前の
「峠の茶屋 力餅」
さ
んが製造・販売されていま
す。
駅を出てすぐの店舗で
は、
力餅以外にも山菜が盛
りだくさんのおそばなども
いただくことができます。
やっぱり現地で食べる力餅
は特別な味がします。

板谷駅もシェルター完備

梅の一声

出発時点でノープランだった今回の取材、気がつけば
目的を忘れ気ままにのんびりしていました。
たまにはこんな風にぶらぶら探検するのも、いいもの
ですね。
ぶらり旅リスペクトです！

至米沢

旅先 INFO❷
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JR 峠駅

至福島

米沢市大字大沢字峠

栗子国際
スキー場

峠駅
板谷駅
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置賜地方は、美味しいものの宝庫！そんな置賜でウワサの美味しいお店を私たちが気ままに探検します！
今回は、宅配専門洋食店「紅屋フーズサービス」
さん、居酒屋
「孫六」
さんを取材させていただきました。

昔ながらの洋食をお届け

ボリューム満点！本格ステーキ

紅屋

アメリカンステーキ 150g（サラダ付）

1,550円

f o o ds s e r vi ce

紅屋フーズサービスさんは、珍しい宅
配専門の洋食店です。出前とは思えな
いほど、豪華でボリューム満点の本格
的なお料理を家庭や職場に届けてくれ
ます。
そんな紅屋フーズサービスさんのモッ
トーは " レストランの味をご家庭に "。
昔ながらのなつかしい味を守り、一品
一品丁寧に作られている料理は、どれ
も本物の美味しさでした！
熱々の鉄板に乗ったまま届くステー
キ、じっくり煮込んだカレー、スパゲ
ティやピザもあります。
一度食べたらまた注文したくなる料理
ばかり。お家にいながら本格的な洋食
を食べられるのは紅屋フーズさんだけ!
リピーターが多くいらっしゃるのも納
得です。
みなさんも、ぜひ一度おためしを !

ハンバーグステーキ

900 円

熱々の鉄板で焼かれたボリューム満点の
ハンバーグ。口の中でソースと肉の旨みが
広がります。大満足の一品でした！（植野）

エビピラフ

680 円

エビのうまみがたっぷりしみ込んだピラフが
美味しかったです。プリッとしたエビもたく
さん入っていておすすめです！（菊地）

カツカレーライス

900 円

衣がサクサクのカツと、
コクのあるカレーの
絡みが最高。あっという間にたいらげてし
まいました！カレー好きの方はぜひ！
（二宮）

INFORMATION

紅屋フーズサービス

ご注文はお電話で

☎0238-23-0866

紅屋フーズさんは宅配サービスの専門店です。 所 在 地／山形県米沢市大町 5 丁目１- 47
電話受付／午前 9:00 ～午後 7:30（L.O.）
ご希望の方はお電話にてご注文ください。
宅配時間／昼 午前 11: 00 ～午後２:00
宅配エリアは米沢市内が対象です。
夜 午後 ５:00 ～午後８:00
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紅屋フーズサービス

検索

http://beniya.sunnyday.jp

六
孫

今回お邪魔したのは、新鮮なお魚と味がモットーの
「孫六
（まごろく）
」
さん
です。お薦めは、もちろんお刺身ですが、鍋も美味しく、米沢の寒い冬
の夜にはもってこいのお店です。店主の熱意のこもった美しい料理はどれ
も美味しくて、真心を感じる丁寧な仕事に出会うことが出来ました。

しっかり味付け＆
肉汁たっぷり

とり唐揚げ
600円

極秘裏メニュー？

焼きおにぎり茶漬け

チェーン店では味わえない
選りすぐりの魚が並ぶ

刺身盛合せ

一人前 1,200円～
（時価）
自家製すきやき風タレ

豚鍋
（すきやき風）
一人前 800円

焼酎・日本酒も
こだわりの品揃え
メニューにはないけど、
お寿司も握ってもらえます

今日は店主お薦めの「豚鍋」をチョイス。自家製の
醤油ベースすき焼き風タレが後引く美味しさで、
ごはんが欲しくなります。たまごを通してまろや
か感を楽しんだりも。メニューには米沢牛鍋もあ
りました。想像しただけですでに美味しい…。

《大将の粋な計らい》

「川島通信を見た！」で

生ビール１杯半額 または
ソフトドリンク１杯 サービス！

H27年12月
末まで有効

パーラー
●ユーアイジャンボ

INFORMATION

孫 六（まごろく）
所 在 地／山形県米沢市中央一丁目７-18
営業時間／平日 17:00 ～ 2:00
日曜・祝日 17:00 ～ 23:00
定 休 日／毎週木曜日
電話番号／080-5739-1806

孫六

米沢

検索

東京第一●
ホテル米沢

●
荘内銀行

ホテル
セレクトイン
●米沢

孫六
グランド
パーキング
●
●市民文化会館
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ボクが好きな形は
ヨットです。
キリンもおすすめかな！

川島印刷スタッフがお届けするゆるふわコラム

「私の伝達力は
530000です」

こんにちは、いつもお世話になっています。北島です。
私は去年から『コミュニケーション』に関するセミ
ナーに参加しているんですが、その中でこんなこと
に気付きました。

「人は五感によって情報を得る」
「入ってくる情報は無意識に取捨選択される」
「情報は相手に 100% 伝わらない」

〈記事〉営業企画部 北島孝弘

このパズルゲームをしてみた結果…、これがまった
く伝わらないんです！
これでもか！というくらい必死に情報を伝えたので
すが、全然伝わりませんでした。
最終的には何度目かの挑戦の末、クリアすることが
出来たのですが、ここまで難しいとは思いませんで
した。伝達力に自信がある方は、
是非このゲームに挑戦してみて
はいかがですか？

それまで私は、
「丁寧に伝えれば、伝えたいことは全
て伝わる」
と思っていました。
しかし、セミナーの中でこの「タングラム」
（※図１）
を使ったパズルゲームに出会い、その考えはもろく
も崩れ去ったのです。
このパズルゲームは、二人一組になり、相手に見え
ないようにパズルを使って何かの形を作り、それを
言葉だけで伝え、相手が同じ形を作れたらクリアと
いった内容です。

載
新連

押忍！肉球部

図１
←ウワサのタングラム。
このパーツで図形を作ります。旅館な
どで時折見かけたりもするこのタング
ラムさんですが、高度な情報戦を楽し
むには、もはや欠かせない存在です。

今日のイイ台詞

ほ乳類？は虫類？水産物？
強いて言うなら、ジャンルはアニマル。

記念すべき第一回目の肉球部ゲストは、社内でも10 年に
一匹の逸材と呼ばれる白美猫の
「まろ」
と「ぼっち」です。

◀二宮家では、実現できな
かった憧れの猫ベッド。
▼華麗に日差しを避けなが
らのお昼寝。左ひじだけ日
焼けしたとかしないとか。

どれが本物か
わかるみゃい？

羊年だから
しょうがにゃい。

まろ♂
特徴
ぽっちゃり体型 ・ かぎしっぽ
好きな食べ物
ゆでトウモロコシ
性格
・ おっとり系だけど自己主張が
激しい！
・ 三度の飯より散歩が大好き?
・ 長男と仲良し♪

ぽっち♀
特徴
オッドアイ ・ スレンダー
好きな食べ物
ポッキーの手で持つところ
性格
・ ツンデレ系で臆病
・ 盗み食いが得意
・ 長女のベッドを自分のベッド
だと信じている

飼い主様
からの
お言葉

我が家のペットは仲良し兄妹ネコ(ΦωΦ)
です。家族になって６年目になりました。
お願いだから長生きしてね。
総務課 鈴木朱実

押忍！皆様の熱い想いにお応えして始まりました新コーナーの
「押忍！肉球部」
です！当社社員のペット紹介だけではなく、読者の皆様
の自慢のペットも紹介させていただきます。お気軽にご連絡ください。 まずはメールで！ k-ninomiya@kawa-prt.com（担当 : 二宮）
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第１回 かわしま通信TKS杯 落書きコンテスト
今日の
お題は

はいだし○うこ画伯超えを目標に、社員全員にパンダのイラストを描いていただき
ました。どれも個性？あふれる? パンダ？で、正直パンダさんすいませんでした。

パンダ
←本物の めろパンダも
参 加。
上手すぎなの で落 選し
ました 。

TKS賞

さがえりょう さん

うえのこうじ さん

圧倒的な目力に完敗。
こっちを見ないで欲しいです。

生命の神秘を感じるような
謎のインパクト。

さいとうこういち さん(WEB課） わたなべなおこ さん
肩パットがついているパンダは
強そう。世紀末感★★★

まさか、こんなに本物っぽい
パンダを描く人がいるとは！

《総評》今回の突然の落書きコンテストの趣旨は秘密なんですが、決してページ埋めとかそういうのじゃ
ないです。あと、みなさんの若さあふれる荒削りな感性がほとばしって良かったと思います。

かわスポ NEWS 号外
ここで突然ですが、俺の赤裸々スマホライフ
米沢市の「データシステム米沢」さんが開発された、
「モバ支所」というスマホ用アプリが何やら便利だと
風の噂で小耳にはさみ、さっそく使ってみました。
このアプリ、機 能がいろいろ
あるんですが、忘れやすいゴミ
の日を、前日や当日の 朝など
に通知してくれたり、ゴミの捨
て方や分別を調べられたりと、
いちいち市や町の複雑なホーム
ページを調べなくてすむので、
すごく便利。
住んでいる地域や地区を最初
に設定するだけで、自分にあっ
た情 報をおしえてくれるから、
もう手放せません。 （堀川）

30定0発部売
限

審査委員長 ：
イラストレーター たかし氏

スマートフォン対応！
生活応援無料アプリ！
■自治体からのお知らせ通知
■ごみ収集日通知
■ごみ分別検索

DL無料
対応端末
【iOS】
Apple iPhone / iPad
（iOS 6.0 以上）
【Android】
Android 4.0.4 以降

2016

K a n e t a n ’s D e s k C a l e n d a r

12ヶ月１組
オールカラー印刷！！
税込

648円

今年も発売 !!

たて100㎜×よこ148㎜ 専用プラスチックケース入

米沢市マスコットキャラクター直江兼続／かねたん & 上杉景勝／かげっちさま、お船の方／おせんちゃん、前田慶次／けーじろー ©aki okano
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年版

6 申年

ご注文受付期間

年賀状印刷

早期割引
11月30文日の（方月）
までご注

10%OFF

全101種類のラインナップ!!

毎年大好評かねたんシリーズや、
地元をアピールできる米沢シリーズなど

当社オリジナルデザイン多数！
！

おきたまイベント情報

2015年

12 月18日金

ビジネス用・個人向け

豊富に取り揃えています。
お年玉付き年賀はがきは
当社でご用意いたします。
※お持ち込みもOKです！

2015 11月・12月
8
（日）

第13回小国鍋まつり
（小国町）

第28回米澤米まつり
（米沢市）

14
（土）

こまつ市
（今年最後）
（川西町）

秋バル
（米沢市）

15
（日）

滝野そばまつり
（白鷹町）

小国再発見 自然の恵み大感謝祭
（小国町）

15（日）･16（月） 第３回たかはたそば祭り
（高畠町）

1
（日）
～

新そばキャンペーン
（白鷹町）

19
（木）

甲子大黒天例大祭
（米沢市）

3
（火･祝）

たかはた秋まつり
（高畠町）

21
（土）

天元台高原初すべり
（米沢市）

23
（月・祝）

パレス松風そばまつり

11月
1
（日）

のどか村そばまつり
（白鷹町）

第21回米沢市産業まつり
（米沢市）

あゆ茶屋そばまつり
（白鷹町）

ダリヤ園閉園 切り花収穫感謝デー
（入園無料）
（川西町）
7
（土）

金

ぶなの神祭り
（小国町）

12月

再エネフェス2015
（小国町）

４
（金）

保呂羽堂の年越祭
（米沢市）

第4回越後米沢街道十三峠トレッキング（小国町）

12
（土）

しめ縄づくり教室
（小国町）

7
（土）
・8
（日） 秋の収穫感謝祭(南陽市愛菜館)
※2015年10月末現在の情報です。変更となる場合もありますのでお確かめのうえお出かけください。
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2016年１月４日 発行予定

[かわしま通信]は隔月（奇数月）発行です。

2015年11月1日発行
編集部よりお知らせ

日頃より、かわしま通信をご愛読いただきありがとう
ございます。
前号（Vol.37）を発行した際に、読者の皆様にアン
ケートを実施し、貴重なご意見・ご感想をお寄せいただ
きました。
なかには、とてもユニークなご意見もあり、楽
しく拝見することができました。
かわしま通信は、皆様のご意見を参考に、より一層皆
様のお役に立てる誌面作りに励んでいきたいと思いま
す。ご協力いただきました皆様、誠にありがとうござ

いました。

かわしま通信編集部一同

