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食欲の秋
「ご当地うどん」
「ケーキ」を味わおう！

TOBUYOMIURI

草加・越谷
八潮・三郷地区

草加市谷塚町1240番地
電話 929−1548(代)

「卯之助うどん」
♠コシの強い
越谷初の〝ご当地〟販売

このかみごたえ、コシの強さはどこにも負けま
せんー。越谷市増森の農地所有適格法人「楽農
三恵園」（吉田忠茂社長）は７月から、初の〝ご
当地うどん〟の「武州越ヶ谷・元祖・卯之助うどん」
を開発して、販売している。
「卯之助」は、同市出身の江戸時代の〝日本一
の力持ち〟「三ノ宮卯之助」のこと。
新発売のご当地うどんは、
〝日本一強い〟にあや
かって命名された。大きな石を持ち上げるには腰
が重要と、
「うどんのコシ」にこだわったという。
うどんは真四角に切り、小麦の色を生かした、
茶色がかった麺が特徴。これからの季節は、温か
いつけ汁で食べるのがお勧めという。
「卯之助うどん」は生麺タイプの販売のみ。同
園では２人前（400㌘）入り１パック 500 円。越
谷駅前の「ガーヤちゃんの蔵屋敷」とＪＡの農産
物直売所「グリーンマルシ 「卯之助うどん」購入時
ェ」でも 550 円で販売して
１パック50円引き
いる。同園のホームページ
有効期限
でネット販売も行っている。 2021年10月22日〜11月30日

問い合わせ
楽農三恵園 ☎ 960・6288
越谷市増森 2600
営業時間 : 午前 9 時から午後 5 時（土曜日は正午まで）
定休日：日曜日

読売新聞購読で
「広重の額絵」
希望者に毎月届けます
読売新聞を購読すると希
望者に毎月配布される、今
年の額絵シリーズは「日本
名勝紀行 広重 六十余州
名所図会」と題し、歌川広
重の「六十余州名所図会」
全 69 枚（目録を含めると
70 枚 ） の 中 か ら 24 枚 を
選び 12 回にわたりお届け
しています。
日本各地の名勝を描いた
歌川広重の「六十余州名所
図会」。広重が晩年に手掛
けたシリーズで、日本全国
六十余りすべての国をくまなく描いた全 69 図の大作で
す。縦長の画面に、斬新で臨場感あふれる構図を試み、
名所絵の新境地を開拓した傑作と評されています。この
「図会」に 12 のテーマを設け、各テーマに沿った絵を
２枚ずつ、計 24 枚を選びました。
第 11 集
（11 月配布）
作品は、
「大和 立田山 瀧田川」
（嘉永６年＝ 1853 年、大判錦絵 36.1 × 25. ７㌢
原安三郎コレクション）と「甲斐 さるはし」（嘉永６
年＝ 53 年、 大判錦絵 36.1 × 25.5㌢ 原安三郎コレ
クション）＝写真＝です。
申し込みは各ＹＣ（読売センター）まで。

床に置くだけで一瞬で
自動的に立ち上がり
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小腹がすいた時やおやつの時間に食べた
いお菓子。それでも意識するのが健康面。
そんな時にお勧めしたいのが八潮市中央
の洋菓子店「る・菓壇」（鈴木宏太郎社長）
が、先月から販売している「八潮美人の酒
粕ケーキ」だ。
「八潮美人の酒粕ケーキ」は、同市推奨
品の「純米吟醸酒 八潮美人」の酒粕を使
用したパウンドケーキ。同店と「八潮美人」
を販売する酒店「大久保屋」（八潮市鶴ケ
曽根）の異業種コラボ商品で、しっとりと
した中にぷちぷちとした独特の食感を感じ
られるのが特徴。
天然由来の素材にこだわり、素材の持つ
味や色を生かし、健康を意識した大人の女
性向けの一品に仕上げた。１カット 250 円。
鈴木社長は「おいしく食べて心も体もき
れいなってもらえれば」と話している。
問い合わせ

「八潮美人の酒粕ケーキ」
１カット100円引き

る・菓壇 ☎ 997・7777 八潮市中央４の５の５
営業時間 : 午前 10 時 30 分から午後 6 時 30 分
（ただし、予約受け取りは午後７時まで）
定休日：毎週火曜日（月に２度、連休有り）

有効期限
2021年11月30日まで
同店のみ有効

非常用持ち出し袋 キホンの非常袋セット

テント ＆トイレ セット

❶ワンタッチルームテント ❷非常用簡易トイレ

♣「八潮美人の酒粕ケーキ」
異業種コラボの新商品

新商品

組み立て簡単、非常用簡易トイレ
震災時など、災害時の備えに！

防災多機能
充電ラジオライト

耐荷重量約120kg
目隠し用のポンチョ付き
換気用小窓、天窓付き

災害時などに役立つ！
持ち運びやすいラジオライト

水がなくても使える
セット内容

洗えるあったか 2WAY 寝袋

2

リュック自体が軽く
て30点も入ってる
とは思えないくらい
背 負 いやすかった
です！さらに反射材
付きで夜でも安心！

立体三層マスク50 枚組

レジャーや災害時・
車中泊にも便利です！

56cm

190cm

小さく折り畳んで
持ち運びもラクラク！
●サイズ（約）
：120×120×190cm（収納時/56×56×4cm）
●重量（約）
：2.0kg●材質：ポリエステル、
スチール

120cm

防災士が選んだ
オリジナル防災用品33点セットDX

使用
イメージ

ワンタッチル ームテント

非 常 用 簡 易トイレ

2 種類の不織布とフィルターの
三層構造でしっかりガード。

トイレ本体、便 座、凝固剤5個、
汚物袋５袋、ポンチョ１枚

0
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●サイズ（約）
：幅30×奥行31×高さ32cm、収納時：幅34.5×奥行34.5×高さ9ｃｍ
●重量（約）
：825g●耐荷重量：約120kg●材質：便座：ポリプロピレン、本体：紙、
脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ：ポリエチレン、凝固剤：高分子ポリマー●セット内
容：本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1●日本製

cm

凝 固 剤 で 水 分 を 固 めま
すので、使用後の水 分モ
レの心配がありません

8,800円
（税込9,680円）

●お申し込みお問い合わせは

企画番号 5414

㈱東武よみうり新聞社

☎048−987−0611
お近くの読売新聞販売店より代引きでお届けいたします

9,980円

（税込10,978円）

受付

午前10時〜午後５時（日・祝を除く）

※予定数を超えるご注文があった場合、お届け時間が遅れる場合がございます

