
お届けする“やましんe聞”には
こんな魅力も…スマホ、
タブレット、パソコンでどうぞ。

山形市旅篭町2-5-12  山形メディアタワー  
0120-81-8040（9：30～17：30）

お申し込みは
やましんイーブン

文字の拡大も
思いのまま

いつでもどこでも
閲覧できます

毎朝5時に
紙面配信

緊急時の情報収集にも
役立ちます!

日間30
過去30日間の紙面が
確認できます!

山形新聞ご購読者だけの
無料デジタルサービスです。

※法人、団体契約は除く

山形新聞社販売局ご不明の際は

山形新新

住所／中山町大字長崎103
電話／023-662-3339
営業時間／17：30～23：00
　※ランチ（土日祝日のみ）11：30～14：00
定休日／火曜
www.yakiniku-ousama.com

　JRかみのやま温泉駅前にある大正7年創
業のだんご本舗たかはしのおすすめは、お
米のクッキーシューこと「上山秀～かみのや
ましゅー（110円※税込）」!! シュー生地の外
側を、県産つや姫の米粉を使ったクッキー
生地で包んだ2層仕立て。バニラビーンズと
つや姫で炊いたカスタードがたっぷりと詰
まっています。オーダーしてから仕上げるの
で、サクサク&とろとろの、2種類の食感が
楽しめます♪同じ生地を使ったラスクも人
気で、お味はシュガーバター、香草ガーリッ
ク、そしてチョコといちごの4種類です!!
　お買い上げのお客様に限り、かわら版持参で
シュークリーム１個プレゼント!（2月末日まで）

住所／山形市荒楯町1-19-15
電話／023-624-3567
営業時間／11:00～22:00
定休日／水曜
http://browniesstory.web.fc2.com/

山形県内すてきなお店
だんご本舗たかはし 王様の焼肉 くろぬま 中山店 ブラウニーズ・ストーリー

今月もプレゼントや特典がいっぱいです。 このマークをお見逃しなく!
プレゼント!

二重枠に入った文字を組み合わせて
できる言葉をお答えください。

クロスワードパズル

前月号の答え
「オトシダマ」

クロスワードパズルの正解者の中から抽選で20名様に、
「つや姫ペットボトル」をプレゼントいたします。

NEW

かわら版編集部
発行部数 9万7,000部

つや姫ペットボトル

ヒント：2月8日は感謝を込めて。

答
え

▼横の鍵

住所／米沢市中央3-10-50
電話／0238-23-1698
営業時間／9:00～
　売切れ次第終了
定休日／不定休

　米沢でまんじゅうと言えば、まっさきに名
前があがるのがこちらの「岩倉まんぢゅう店
（南側）」の甘酒まんじゅう（1個70円※税
込）! 創業は明治初期。自家製の甘酒の香り
が漂うふわふわの皮と、北海道産小豆を使
用した上品な甘さの餡は、今も昔も変わる
ことない手づくりで、地元だけでなく県外の
方のファンも多いという評判の味です。でき
たてが最高に旨いのですが、添加物を加え
ないためすぐに硬くなってしまいます。焼い
たり天ぷらにしたりと、食べ方はいろいろ。
一度食べれば、あなたもすぐに虜ですよ♪

　中山町長崎、役場通りにある隠れ家的焼
肉店。“王様級のうまさ、王様気分で召し上が
れ”をコンセプトに、味はもとよりお客様を
王様にするサービスと居心地で知られてい
ます。提供するお肉は創業60余年の黒沼畜
産から直で卸し、山形県産牛を中心に質の
高いお肉を厳選。特に、サーロインと極上タ
ン、極上カルビとサガリがお皿の上で夢の
競演を果たした「王様盛り」は、同店の名物
かつ一番人気のメニューです。宴会プランも
お一人様2,000円（税別）からご用意。また、
宴会場は35名まで対応可能ですよ!!
　「かわら版を見た」のひと言で、4名様以上
のグループにおすすめメニュー1品サービ
ス!（3月末日まで）

　セラピードッグを知ってますか? それは
人間への忠誠心と深い愛情で、高齢者の方
や障害を持つ方、また一般の方の、体と精神
の機能回復を補助するわんちゃん達を指す
言葉。こちらはそんなセラピードッグ達と触
れ合いながら、食事やお茶を楽しめるお店
です。大の愛犬家であるオーナーが、犬と人
間が一緒に楽しめるようにとお店をリ
ニューアル。今ではわんちゃん達と憩えるお
店として愛犬家の間で知られています。広
島出身のオーナーがつくる広島焼きも、名
物として健在。みなさんぜひ、お店に足をお
運びください。

岩倉まんぢゅう店（南側）

王様級のうまさ、王様気分で召し上がれ！ 〒990-2323　山形市桜田東二丁目3-8-7
《ホームページ》 http://www.yamashinhanbai.jp/
《メール》 kawaraban@yamashinhanbai.jp

読者お問い合わせ窓口
TEL.023-635-6111（山新販売内）

　“テクノそば”と呼ばれる無人そば販売機を知っ
ていますか。その筋からの知名度は全国区とも言
われ、他県からの来客も多い天童の隠れた名所
です。今月はオーナーである「手作り麺の店 アメ
ヤ」の大山さんに、この自動販売機についてお話
を聞いてきました。

Q、この無人そば販売機（以下：自販機）はいつか
らあるのですか?
▶今から40年ほど前、わたしが小学校6年生の
頃からあります。店の創業者である祖父が、店舗
以外の新たな事業として、当時開発されたばかり
だった川鉄計量器（株）のこの自販機を導入しま
した。当初は一杯50円で販売を始めましたが、も
の珍しさと手軽さがうけ、1日の販売数が100杯
に迫るほどのブームになったそうです。そこまで
売れると、万が一でもなにか問題があってはなら
ないと、1日3回自販機の点検をし、またそばも、
天ぷらもつゆも手作りを徹底しました。
　しかし、自販機をやれば流行るという噂が広が
り、業社任せで設置する方が増え、その食品に対
するずさんな管理のために食中毒などの問題も
起きたようです。結果、食品の自販機がほとんど
売れなくなり、アメヤの自販機にも、ぱったりとお
客が来なくなったのです。
　それから10数年経った後でしょうか、私が25
歳のときにお店を継ぐため戻ってきた頃には、そ
んな過去の出来事を知らない世代が徐々に自販
機を利用し始めてくれるようになり、その姿を見
てできる限り自販機での販売を続けていこうと

決意したのです。
Q、年代物自販機ですが修理は可能?
▶結論から言うと、部品が無くなれば不可能です。私のお店では以
前から2台所有していました。そのうちの1台をリペア用に部品を
すべてばらしたのです。故障した箇所があれば、そのもう1台から
補給して修理しています。皆さんが楽しみにしてくれるので、できる
だけ長持ちさせたい。しかし、部品が無くなってしまったら新しい
部品が売っているという訳でもありません。年代物の機械を扱うと
いうのはそういうことで、日々のメンテを続ける
ことがとても大事なのです。
Q、「テクノそば」という名称について
▶以前、東根に精密機器のメーカーさんがありま
した。そこの社員であった自販機の常連さんが、
まだネット環境があまり整っていなかった時代
に、Youtubeでこの自販機のことを載せてくれた
のです。「テクノそば」という名称でね。そのおか
げもあり、全国からレトロな自販機マニアの方々
に注目されたのですね。知らぬ間にテクノそばと
いう愛称が付いていたのですから驚きましたが、
ファンがいてくれてこそ維持できる、いや、維持し
たいというやりがいが生まれます。味こそはお店
で提供するものと同じ味とはいきません。しかし
ながら、そばは手打ちですし、天ぷらもつゆも自
家製での提供に努めています。「自販機なのに、
食べてほっとする」と言ってもらえるからありが
たい。これからもできるだけ長く提供できるよう、
頑張りたいですね。
Q、読者さんに向けてメッセージを。
▶自販機はもちろん、本店のそばもご賞味くださ
い。52年前の創業以来、そばはもちろん、中華

麺、うどんもすべて自家製麺です。特に中華そば
は、52年前の創業当時よりシンプルにこだわっ
た自慢の品。ぜひ、お店で提供する味も知っても
らいたいですね。

̶全国区で知られる自販機のそばはもちろん、お
店で提供される中華そばも気になります! でも、
どこか懐かしい気持ちになる自販機は、この先
ずっと続けて欲しいですね。

2層仕立てのお米を使って絶品シュー!

※ご応募いただいたお客様の個人情報は、山新販売、山形新聞社、山形新聞販売店で適正に管理し、賞品発送、本紙販売店業務のご連絡・ご案内に利用させていただきます。

ふわっふわの皮に包まれた、
米沢市の名物まんじゅう。

セラピードッグと触れ合える
ドッグレストラン。

今月の
いちばん
情報!!

やましんかわら版は
山新販売店と読者を結ぶ

ミニコミ誌です

▼縦の鍵

新聞休刊日のため2月9日（月）付朝刊はお休みさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

■応募方法╱ハガキに住所・氏名・電話番号を明記のうえ、答えを書いて
〒990-2323　山形市桜田東二丁目3-8-7　かわら版編集部「クロスワード」係
までお送りください。その際、「かわら版」への感想やご意見もお願いいたします。
■応募締切╱平成27年2月15日まで。当日消印有効です。 ●発表はお届けをもってかえさせていただきます。

協賛店

毎月5日発行

2015

月号

住所／上山市矢来2-1-41
電話／023-672-3357
営業時間／8:30～18:00（月～土）、
　8:30～17:30（日曜・祝日）
定休日／無休
http://www.dangohonpo.jp/

山形新聞朝刊を
各家庭に
届ける仕事です。

配達スタッフ
募集

配達スタッフ
募集

年齢・性別不問です。

早起きすると人生が変わる!!

未経験
OK!

詳しくはお近くの販売店までお電話下さい。

収入アップと健康増進の両立。

山形新聞販売店

数えること27秒。こっそりと顔を出す天ぷらそばは、なぜか懐かしい味がします。

ドライブイン アメヤ　天童市山口1955-5╱無休

米沢中央専売所
米沢西専売所
米沢南専売所
米沢東営業所
米沢北専売所
糠野目専売所
高 畠 専 売 所
北山形専売所
山形嶋専売所
城 南 専 売 所
西山形専売所
芸工大前専売所
北 部 専 売 所
西 部 営 業 所
南 部 営 業 所
元 木 営 業 所
大野目営業所
漆 山 営 業 所

☎0238-21-2772
☎0238-21-6776
☎0238-21-4545
☎0238-22-6688
☎0238-37-6664
☎0238-49-7715
☎0238-52-2859
☎023-647-6255
☎023-684-3013
☎023-643-6101
☎023-646-2552
☎023-641-6612
☎023-622-2168
☎023-644-9935
☎023-622-4108
☎023-642-1342
☎023-642-3869
☎023-674-7500

米沢市中央1-7-27
米沢市舘山281-22
米沢市門東町2-4-46
米沢市通町4-11-1
米沢市窪田町窪田453-7
高畠町大字福沢636-4
高畠町高畠878
山形市北山形1-2-18
山形市江俣3-17-34
山形市城西町3-17-3
山形市富の中1-12-2
山形市東青田3-7-20
山形市宮町3-6-26
山形市上町4-1-4
山形市あこや町1-3-4
山形市元木1-10-45
山形市芳野26
山形市大字漆山184-20

山形中央営業所
蔵 王 営 業 所
上 山 営 業 所
上山南部専売所
天童北部専売所
天童南営業所
長 崎 専 売 所
山 辺 専 売 所
宮 宿 販 売 所
谷 地 専 売 所
神 町 専 売 所
東根駅前営業所
東根中央専売所
村 山 専 売 所
村山西部営業所
新庄泉田専売所
鶴岡北営業所

☎023-642-5571
☎023-615-3353
☎023-672-0259
☎023-673-3541
☎023-654-3770
☎023-655-6713
☎023-662-5591
☎023-664-5458
☎0237-67-8120
☎0237-71-1750
☎0237-47-0165
☎0237-42-0135
☎0237-53-0665
☎0237-55-3322
☎0237-53-1141
☎0233-25-3008
☎0235-25-2077

山形市あさひ町14-18
山形市飯田5-5-36
上山市新町1-12-2
上山市石崎1-7-58
天童市北久野本2-1-3
天童市東芳賀2-9-1
中山町長崎2830-13
山辺町山辺250-1
朝日町宮宿2361
河北町谷地中央5-1-4
東根市神町東1-10-21
東根市宮崎3-7-2
東根市大字蟹沢1714-35
村山市楯岡新町1-8-1
村山市中央1-4-28
新庄市大字泉田字村東133
鶴岡市錦町1-25

細くしなやかな麺と、
シンプルな味わいが魅力の中華そば。

日本に5台ほどが現存するらし
いが、東北で稼働しているのはア
メヤのみ。川鉄計量器（株）が世
に生み出した、知る人ぞ知る名機
として知名度は全国区です。

待ち時間は27秒。
すーっと出てくる噂のそば!

◀アメヤ三代目の、大
山多佳夫さん。1日3回
にも及ぶ自販機の点検
は、機械の維持、そして
衛生管理上、欠かすこ
とができない日課なの
だそう。

▶関山街道沿いに佇む
ドライブイン。青い外観
が目印。

プレゼント!

中華そば
1杯引換券を
5名様に
プレゼント!

2

①漢字で書くと「天邪鬼」。わ
ざと人に逆らう言動をす
る人のこと。ひねくれ者と
もいいますね。

②欠損や損害を償うこと。不
足を補うこと。

③将軍の一門または譜代の
家臣でないこと。江戸幕府
においては、そのような武
家・大名のことを「○○○
大名」といいます。

④君主の後を継ぐことを
「○○位」といいますよね。
⑤大切にしまっておくこと。
また、大切にしているもの
のこと。大切な娘のことは
「○○○○娘」といいます
ね。

⑥母親の代りに乳児に授乳
し養育する女性のこと。

⑦込み入った事情があるこ
との意味。「あの家は、
○○○○○だから、なかな
か借り手が見つからない
みたい」などと使います
ね。

⑧クイズです。「結婚すると
何を入れますか?」

⑨高い棒に手をかけてぶら
下がり、腕や広背筋、大円
筋の力を使って顎（アゴ）
が棒の高さに来るまで身
体を引き上げる運動のこ
と。あなたは何回できます
か?

①クイズです。イソップ物語で、
バイオリンを弾いているキリ
ギリスに笑われたのは、誰?

⑤怒りや恨みを他の方に向けて
まぎらせ、気を晴らすこと。

⑩両腕の付け根のすぐ下の所の
こと。相撲の世界では○○を
締めることは相手に廻しを取
らせない意味で重要なこと
で、「○○が甘い」という言葉
はここから生まれたらしい。

⑪外出しないで、自分の家にい
ること。

⑫クイズです。俳句は5・7・5、
短歌は5・7・5・7・7ですが、
それをオーバーしてしまうこ
とをなんと言いますか?

⑬飲食代などを、その場で払わ
ずに後日まとめて支払うこと。

⑭川の中に足場を組み、木や竹
で、すのこ状の台を設置し、上
流から泳いできた魚がかかる
のを待つ場所のこと。白鷹の
道の駅にもありますね。

⑮金融機関などに、お金を預け
ること。

⑯その時点では実現されていな
いことに対し、 頭の中で実現
している場面を想像するこ
と。ファンタジーともいいま
す。

⑰目を動かして、意思を伝えた
り合図をしたりすること。
「そっと○○○○して知らせ
る」などと使いますね。


