
《応募締切》 2014年1月31日（金） 

ずーっと山新。ご購読に感謝!ずーっと山新。ご購読に感謝!

ふるさとに感謝、ご購読に感謝
来る年も平和で実り豊かな
山形県でありますように

2014年のやまがたの恵みをあなたへ
本紙長期ご購読者5000名様に
抽選でプレゼントいたします

詳しい内容はお近くの販売店へ

住所／東村山郡中山町達磨寺38-9
電話／023-662-4510
営業時間／9:00～19:00
定休日／不定休

　中山町の達磨寺にある和洋菓子店 だる
まや。人気の「だるまクッキー」や「だるま
シュー」はもちろん、季節のフルーツを使用
して、素材そのものの味を大事にしたお菓
子に定評があるお店です。この時期のおす
すめは、「まるごとラ・フランス」! 山形を代
表する果実を贅沢に一個まるごと使ったこ
のケーキは、毎年恒例の人気者です。ぜひ皆
さんも味わってみてくださいね。もちろんク
リスマスケーキも、絶賛予約受付中とのこ
と。笑顔が集まるクリスマスの夜におすす
めですよ。先着順でクリスマスキャンドル、
シャンメリーをプレゼント!!

　山形市宮町にあるイタリアンレストラン、
オステリア イル・ペッシェ。元々は昭和25
年開業の鮮魚店だっただけに、店名の由来
もイタリア語で「魚の居酒屋」を意味する言
葉とのこと。魚介を使った料理が評判なん
です。平日のランチは880円からとリーズ
ナブルで、気軽にイタリア料理が楽しめます
ね。12月22日から25日まで、クリスマス
ディナーコースも提供されます!
　「かわら版を見た」のひと言で、パーティー
プランご予約のお客様に5%の割引サービ
スを実施! ※平成26年1月31日まで。他
クーポンとの併用はできません。

住所／上山市矢来1-7-26
電話／023-672-0298
営業時間／平日9:00～18:30、祝日9:00～18:00
定休日／日曜、月末水曜

山形県内すてきなお店

北山形 専 売 所
城 西 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
上山南部専売所
天童北部専売所
山 辺 専 売 所
長 崎 専 売 所
谷 地 専 売 所
宮 宿 販 売 所
新庄泉田専売所
東根中央専売所
神 町 専 売 所
米沢中央専売所
米 沢西専 売所
米 沢南専 売所
米 沢北専売所
糠 野目専 売 所

山形市北山形1-2-18
山形市下条町5-13-5
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
上山市石崎1-7-58
天童市北久野本2-1-3
東村山郡山辺町山辺250-1
東村山郡中山町長崎2830-13
河北町谷地中央5-1-4
西村山郡朝日町宮宿2361
新庄市大字泉田字村東133
東根市大字蟹沢1714-35
東根市神町東1-10-21
米沢市中央1-7-27
米沢市御廟2-1-10
米沢市門東町2-4-46
米沢市窪田町窪田453-7
高畠町大字福沢636-4

TEL.023-647-6255
TEL.023-684-3013
TEL.023-643-6101
TEL.023-646-2552
TEL.023-641-6612
TEL.023-622-2168
TEL.023-673-3541
TEL.023-654-3770
TEL.023-664-5458
TEL.023-662-5591
TEL.0237-71-1750
TEL.0237-67-8120
TEL.0233-25-3008
TEL.0237-53-0665
TEL.0237-47-0165
TEL.0238-21-2772
TEL.0238-21-6776
TEL.0238-21-4545
TEL.0238-37-6664
TEL.0238-49-7715

オステリア イル・ペッシェ だるまや 丸内牛肉店

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。

■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
〒990-0042　山形市七日町3丁目4-4　山新販売「かわら版クロスワード」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25年12月19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。

クロスワードパズル

前月号の答え
「もみじがり」

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

山形新聞

NEW

かわら版編集部

本 社
山形中央営業所
西 部 営 業 所
南 部 営 業 所
元 木 営 業 所
蔵 王 営 業 所
南山形営業 所
大 野目営 業 所
漆 山 営 業 所
天 童南営業 所
天童中央営業所
上 山 営 業 所
東根駅前営業所
村山西部営業所
米 沢 東営業 所
鶴岡北営業 所
山新折込センター

山形市七日町3-4-4
山形市あさひ町１４-１８
山形市篭田1-14-15
山形市あこや町1-3-4
山形市元木1-10-45
山形市飯田5-5-36
山形市南松原2-4-3
山形市芳野26
山形市大字漆山184-20
天童市東芳賀2-9-1
天童市一日町4-1-83
上山市新町1-12-2
東根市宮崎3-7-2
村山市中央1-4-28
米沢市通町4-11-1
鶴岡市錦町1-25
天童市清池東2-7-20

TEL.023-635-6111
TEL.023-642-5571
TEL.023-644-9935
TEL.023-622-4108
TEL.023-642-1342
TEL.023-615-3353
TEL.023-688-6951
TEL.023-642-3869
TEL.023-674-7500
TEL.023-655-6713
TEL.023-654-5150
TEL.023-672-0259
TEL.0237-42-0135
TEL.0237-53-1141
TEL.0238-22-6688
TEL.0235-25-2077
TEL.023-655-5255

発行部数 9万7,000部

つや姫ペットボトル

新聞休刊日のため12月9日（月）、1月2日（木）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。

ヒント：今年はサンタさんに何をお願いしようかなぁ。

答
え

住所／山形市宮町5-8-4　電話／023-622-7655
営業時間／11:30～14:00（土曜12:30～）、
　17:00～21:00（火曜18:00～）※惣菜販売10:00～　
定休日／水曜

▼横の鍵

毎月5日発行

住所／村山市中央1-2-24
電話／0237-53-1554
営業時間／11:30～14:00、17:30～23:00（L.O.22:30）
定休日／月曜

　5月3日に村山市にオープンした、焼き鳥
と定食のお店。ランチタイムの一番人気は、
ワンコインで食べられる「牛煮込み定食」。
アツアツで提供されるお味噌仕立てのお肉
の味は、箸が止まらぬおいしさです! 他にも
ハーブ鶏の自家製唐揚げなど、魅力的な定
食がそろってますよ。夜の部は、紀州備長炭
でじっくり丁寧に焼き上げる伊達鶏の焼鳥
はいかが。炭の香りとジューシーな肉質を
味わってみて。テイクアウトも可能で
（17:00～21:00）、各種焼鳥、ご予算に合
わせた焼鳥オードブルなど人気ですよ!
　ヨモーニャくらぶ協賛店。ランチタイムは
カードの提示でドリンク50円引きサービス中!

　創業73年。厳選した米沢牛やこだわりの
手づくり総菜が人気の、かみのやま温泉駅
前にある老舗精肉店「丸内牛肉店」。おすす
めは「山形のやっこい豚角煮(1パック 
50g×3個入：630円)。お肉のプロが選ん
だ県産の豚バラ肉を、山形の地酒と地元の
たまり醤油を使ってやわらかく煮込んだ逸
品です。山形県食品衛生組合推奨の優良食
品で、安心・安全、おいしさお墨付き! 箸で切
れるほどやわらかなお肉を、ぜひご家庭で
ご賞味ください。また黒毛和牛コロッケや
カレーコロッケ、焼豚などもちょっとしたお
土産に最適ですよ。地元に根付いた親しみ
やすい雰囲気も好感度大です!

炭火串焼工房 きゅうべえ

①まだCDがなかった時代、音
楽を聴くにはこれが主流で
したね。黒くて溝の彫ってあ
る通称「ドーナッツ版」といっ
てましたね。

②敷地と外部を区切る塀や垣
に通行のために開けられた
出入口のこと。黒沢明監督の
代表作に「羅生○○」ってあ
りましたね。

③「毒液」または「粘液」を意味
するラテン語。要するにイン
フルエンザなどの病原菌の
ことです。

④偽装表示で問題になりまし
たね?伊勢海老と表示した
○○○○○。

⑤ブリキ・ポリエチレンなどで
作った、桶形の容器。持ち運
ぶための鉉(つる)が付いてい

る水などの液体を運ぶのに
便利な道具です。

⑥物事の意味を十分理解して
自分のものとすることをい
います。

⑦国や地方自治体が個人また
は法人から徴収する金銭。江
戸時代は「年貢」と呼ばれて
いました。

⑧列車や電車が止まる場所の
こと。道路沿いにある休憩施
設と地域の特産物が購入で
きる施設が一緒になった「道
の○○」便利ですね。

⑨イワシ類などの稚魚で、体が
無色透明なものの総称。大根
おろしと和えて醤油で味付
けしたりして食べるとおいし
いですね。

▼縦の鍵
①漢字で書くと「檸檬」。ミカン
科の常緑低木の果実。インド
原産。果実は長卵形で両端が
とがり、黄色に熟す。酸味が
強く、クエン酸・ビタミンCを
含む。とっても酸っぱいです。

④映画・テレビなどで、撮影所
または放送局の外へ出て自
然の景色や町並みを背景に
撮影することで、「ロケーショ
ン」の略称です。

⑩くしゃみ、鼻水、のどの痛み
を伴う病気の一つ。○○は万
病の元と言われますので、ひ
どくなる前に治しましょう。

⑪紫色を帯びた深い青色。藍染
に用いられる色です。キツネ
は「○○」と鳴くといいます
が本当でしょうか?

⑫人が住むための建物のこと。

⑬悪い結果が予測される危険
な時・状況のこと。「この経営
○○をいかに乗り切るべき
か?」などと使いますね。

⑭多数の動物を飼育し、観覧客
に公開している施設。河北町
にも児童○○○○○○があ
るの知ってます?

⑮人が座る道具。
⑯カードを使った主に正月に
遊ぶ室内遊具。百人一首を用
いたものや、いろはにほへと
を用いたものなどがありま
すね。

⑰海中に住む、最大の哺乳類。
⑱西洋料理の汁物。コーン
○○○、チキン○○○、コ
ンソメ○○○などがありま
すね。

おいしい山形の味を食卓へケーキが一番おいしい季節が到来! 炭火焼鳥と定食がうまい店!

12
2013

月
号

〒990-0042
山形市七日町3-4-4　山新販売内
http://www.yamashinhanbai.jp/
kawaraban@yamashinhanbai.jp

　読者の皆様は2012年5月5日号で本誌の巻頭を
飾った山形スカイツリーのことを覚えていらっしゃ
るでしょうか? 山形市成沢に住む牛来武（ごらいた
けし）さん（76歳）が3ヶ月という製作期間をかけ完
成させたそれは、99%牛乳パックを組み上げた見
事な作品でした。ユニークな着眼点と出来映えの見
事さもあり、本誌登場以来テレビでも紹介されるな
ど反響も多かったようです。今回かわら版編集部に
「今度もなかなか大作ですよ」と牛来さんから一報
が．．．。期待を胸にさっそく取材させていただきま
した。

Q、こんにちは! 牛来さん、さっそくですが今度の作
品はなんですか? 
▶（おもむろに作品に掛かっているシーツをはぐと）
これだ、神輿なんだ。神輿の写真を見てよ、私も作っ
てみてぇってなってな。周りからは「本当につくれん
だかあ?」って言われたけど、「やってみねぇとわかん
ねぇべ」ってな（笑）。どうやったら牛乳パックを使っ
て組み上げられるかをしばらく考えて、制作期間
4ヶ月、やっと完成したってわけさ。
Q、これはかなり精巧なできです! 特にこだわったと
ころは?
▶いやよ、公民館でお披露目会をしたんだけど
よ、みな賽銭まで上げてってくれたよ（笑）。で、一
番難しかったのがよ、屋根の部分なの。神輿の屋
根って少し湾曲しているのは分かる? そのカーブ

を牛乳パックで再現するのが大変だった。何枚も張
り合わせて、そしたら重しをして乾燥させながら
徐々にカーブさせて。それを屋根4面分つくるんだ
けど、4面全てのカーブを合わせるのが非常に難し
かったねぇ。それと屋根部分、やぐらの部分、担ぐ部
分で3つのパートに分けて作ったので、実際担ぐっ
て時はそれぞれをロープで繋いで補強するんだ。
Q、なるほど、試行錯誤の繰り返しだったんですね。
▶後はやっぱり刺繍かなぁ。色んな柄の布を合わせ
て、そしてチクチク、チクチクってな。これも不揃い
になるとみったくねぇから慎重にやらんなねんだ。
この神輿をつくるのに、約150本の牛乳パックを
使ってるねぇ。前回の山形スカイツリーが80本だっ
たから、そこそこ大作だってわけさ（笑）。見た目では
分からない工夫がいっぱい詰まってんだから。
Q、それって教えてもらえますか?
▶1本分の牛乳パックでまずは三角形をつくるの
よ。それがパーツの最小単位。それをこう組み上げ
て（写真①）。分かる? 隣同士の天地が逆になるよう
にして、外側に強度の強い面を向けるんだ。紙だも
の、ひとつひとつはもろいけど、こうしてやるとだい
ぶ固く強くなるんだよ。数年前に大量に捨てられて
いる牛乳パックを見て、もったいない、なんか利用
できるものがあるだろうよって考えて、椅子づくり
から始めたんだ。こんなでっかいものまでつくれる
ようになったってわけだ。牛乳パックでのものづく
りは、私の一番の楽しみ。自分自身でも考えるし、隣

近所さんからアイデアをもらったりするしね。時に
は考えすぎて眠れないこともあるけど、やっぱり楽
しくてねぇ。
Q、今後作ってみたい作品の題材とかありますか?
▶まだ内緒にしておきたいけど、特別に．．．。実はね、
来年は五重塔をつくりたいんだ。屋根の部分やディ
ティール考えると、今までの作品以上に高度な技術
が必要のはず。今からじっくりと作戦を練ろうと思
うんだ。そしたらまた発表できるかも知れないから
さ、楽しみにしててけろな。
◆椅子から山形スカイツリー、そして今回の御神輿
と、年々レベルアップしていく牛来さんの牛乳パッ
クアート。シルバーパワーを爆発させ、また来年も
素敵な作品を見せてくれることを編集部一同期待し
ています!!

今月の
いちばん
情報!!

今度は御神輿!?
牛来さんの牛乳パックアート! 
今度は御神輿!?
牛来さんの牛乳パックアート! 

ごらいごらい

カジュアルな雰囲気で、
鮮魚イタリアンはいかがですか。
カジュアルな雰囲気で、
鮮魚イタリアンはいかがですか。

※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。

米沢地区　就職説明会開催

山形新聞販売店で
お仕事しませんか？
山形新聞販売店で
お仕事しませんか？

TEL.023-622-5271
山形新聞社販売局

お問い合わせは

10～17時　担当／瀬野・尾形

日時：12月7日（土）10～14時
場所：米沢市すこやかセンター第一会議室
　　　米沢市西大通1-5-60

　米沢市内各販売店の
業務説明会＆個別面談
会です。正社員からア
ルバイトまで募集中で
す。安定して働きたい方
や子育て中のママも大
歓迎！ぜひお越しくだ
さい。

①

◇応募は「かわら版編集部」　（〒990-0042　山
形市七日町3-4-4　山新販売内）まで、お名前・住
所・電話番号を明記し、「手作りイス希望」と書い
て、おハガキでどうぞ。締め切り12月19日（当日消
印有効）。その際、かわら版への感想もお書きくだ
さい。抽選の発表はお届けをもってかえさせてい
ただきます。

プレゼント!

手作りイス抽選で
5名さまへプレゼント！
手作りイス抽選で
5名さまへプレゼント！


