
（仮称）道の駅「くまがや」 プロジェクト 第3弾日本を代表する
“食”のテーマパーク

おいしいエピソード・思い出
大発表‼

～熊谷にはおいしいものがいっぱいだにゃ～

皆様からいただいた大切なエピソード・思い出
を３つの章にまとめました。熊谷のおいしいエピ
ソード・思い出がいっぱい詰まっています。
また、紹介されたお店の方からの一言コメント

も一緒に掲載していますので、お楽しみに！
皆さんからいただいた「熊谷の食」への思いを

参考にして素敵な道の駅を目指していきますので
よろしくお願いします。
※エピソードの下の（ ）の中は、応募者の方のペンネームです。
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目を閉じれば熊谷のおいしい風景が・・・その１

雪くま

うどん

１

農業体験

ぼくのパパはくまがやで、のうかをしています。
田うえのじゅんびをします。なえばこにおこめの
たねと土を入れてビニールハウスに入れます。
6月になったら田うえをします。パパのところに

行ってかえるやおたまじゃくしをつかまえます。
いっぱいとれるのはかえるではなくおたまじゃく
しのほうがいっぱいとれてきもちわるくなります。
田んぼにはあとゲンゴロウもいます。ゲンゴロ

ウは、おたまじゃくしをたべます。かえるもたべ
ます。
ぜんしんどろだらけになってマスクもどろだら

けになりました。ぜんしんどろだらけだからはだ
かになって、てんねん水をあたまにぶちかけまし
た。さむくなっていつもくるまにのっておうちに
かえってきがえます。

（イタチザメ）

「あの暑いところね！」熊谷出身と言うと、
多くの人はそう返してくる。
「晴れの日が多くて、いつでも空が青いんで

すよ！」とつい自慢してしまう。
雪くまと暑い夏が、毎年の楽しみだ。
初めての雪くまは、ニンジンとトマトの味

だった。
熊谷の畑で父が作る野菜を、毎日ボウル山盛

り食べるくらい野菜は好きだったけれど、ス
イーツにもなるのかとビックリした。
妹と花火大会に行く前に食べた桃味、高校の

入学説明会の帰りのコーヒー味、友達とうちわ
祭りに行った時のはちみつ味、色々な味の雪く
まが思い出だ。
先日、雪が多い県出身の友達が熊谷に移住す

る予定と聞いた。熊谷は暑いけど、毎年様々な
雪くまが美味しいから、夏も楽しいよ。

（りんごまる）



目を閉じれば熊谷のおいしい風景が・・・その２

２

からあげ

ぼくのすんでいるこうなん地いきでは、
6月のはじめごろになると、ホタルがたんぼのそばの水
ろ近くや、ぬまの近くで見ることができます。ホタル
がよる、田んぼのそばでひかっているようすを見ると、
「わぁーきれいだなぁ。」とずっと、ながめていたく
なります。
ホタルは、きれいな水のあるところ、カワニナとい

うまきがいがホタルのよう虫のえさになると、本に書
いてありました。近くにすんでいる人や、ホタルの会
の人たちが、ゴミひろいや、草かり、パトロールなど
のかつどうをして、ホタルがすみやすいようにしてく
れています。
ぼくが大人になっても、ホタルが見れるように、自

ぜんをのこし、すみやすいかんきょうにしたいです。
（ちいかわだいすき）

隣町の吹上に住んでいたが、母の仕事の関係
で、自分のかかりつけ医は熊谷の先生だった。

医者に行く日は朝から楽しみで、「早く連れて行って」と
よく親を急かしたものである。
理由は医者の近くにあったマクドナルド。今はカラオケ

になっているが、昔はあのビルの地下から2階までがマクド
ナルドだった（と思う）。
Ｃセット（チーズバーガー、ポテトSとコーラS）360円。

子供のころは特別なごちそうだった。
友達と映画を見に来るときも必ずマック。
全国チェーンなので、今回の募集要項にはそぐわないか

もしれないが、子供のころの熊谷と言ったら、マック（映
画館とプラネタリウムも）といっても過言ではない。

（こうたか）

最近はから揚げ専門店などもちらほら目にしま
すが、私の鳥から揚げの原点は、妻沼の聖天様の

南参道脇にあった『横瀬』。
祖父が仕事帰りに同僚と酌み交わし、忘れたくら

いの周期で上機嫌で持って帰ってくれた新聞紙の包
み。開く前から香りで気づいているのですが、鳥も
もと鶏皮のから揚げが姿を表したあのときが、生涯
の晩酌の友との出逢いだったのかもしれません。
今はもう引退されてお店もなく、もう一度いただ

くことは叶いませんが、家族と思い出を話しながら
祖父と女将さんを偲びたいと思います。 （寅）

ハン
バーガー

ホタル



目を閉じれば熊谷のおいしい風景が・・・その３

うどん

お米

もちつき

３

ぼくは広大な田が広がっているのだろうと
不思議に思いました。理由は、おいしい埼玉の米と
言う言葉がのっているカントリーエレベーターを見
かけたからです。
最初は、社会の勉強でカントリーエレベーターの

ことを学び埼玉県は米の生産量が全国で十六位なの
で少し米の生産量が多い方だと思ったからです。
また、ぼくのクラスでは一年二年生三年生四年生

六年生とちがって3.6㎏だから埼玉県産の米をたく
さんたべれてうれしいです。
また、1回かむともちもちでとてもおいしいです。
ぜひ、皆さんも埼玉県の米をぜひ食べてみてくだ

さい。また、全国で一番おいしい米になるととても
うれしいです。

（三尻っ子№1☆）

小学校5年生の時、学年活動で田植えから
稲刈りをし、収穫した餅米をみんなで順番に
杵と臼でついたお餅が本当に最高でした。
きな粉、あんこ、からみ餅。
つきたてのお餅は柔らかく、大人になった

今でもあの時の楽しかった思い出、そしてみ
んなで食べたお餅の味は忘れられません。

（りょうちん）

子供の頃からうどんは大好きでした。亡き
祖母が、大きな棒を器用に使って、めんこをぶ

つ(うどんを打つ)のを傍でよく見ていました。打
ちたてのうどんはしこしこしていてとても美味し
くて、いつも沢山食べました。野菜の天ぷらやか
き揚げも次から次に揚げてくれて、家族みんなで
つつきました。冷や汁うどんにする時は、胡麻を
するのが役目で、一生懸命すりました。
寒い時期には沢山の野菜や油揚げ等と煮て、は

ふはふ食べるのも大好きでした。夕食にたんと
作って、残ったのは翌朝にご飯にかけて。濃いめ
の醤油味が更に染みて、とろとろになったうどん
がそれはまた美味しくて、今でも無性に食べたく
なります。
懐かしい、思い出の味です。

（パン田五郎）



ごくり！熊谷のおいしいごちそう達！！その１

うどん

４

いなり
寿司

給食

ハロー！熊谷のごちそう達！！
わたしは、石原小学校に通っています。
石原小学校の給食はおいしいのでいつもた

くさんおかわりしてしまいます。それでママ
に給食の話をしていました。夏休みに近づい
てきてうれしい気持ちとちょっと悲しい気持
ちがありました。
うれしい気持ちは夏休みでいっぱいあそべ

るという気持ちで悲しい気持ちは給食がしば
らくの間、食べられなくなるという気持ちで
した。給食ではあまり好きではない野菜もお
いしくたべられるようになりました。
なので、外食にいったりすると給食が外食

にいった時、食べられたらいいなぁとよく思
います。
けど時々ママに給食ににた味の料理を作っ

てくれるので楽しみです。
（フェニー）

わたしのすんでいるめぬまには、しょうで
んさまがあります。そこには、おいなりさん
のおすしがうっています。わたしは、しょう
でんさまのおおきいおいなりさんがだいすき
です。まわりのあぶらあげのあじが、おいし
いからです。
まだ、しょうでんさまのおいなりさんをし

らないひとに、このおいしさをおしえてあげ
たいです。

（ままなな）

ぼくには、おばあちゃんがいます。
おばあちゃんが作ってくれる料理で一

番すきな物は、うどんです。「おばあ
ちゃんが作ってくれるうどんは何でこん
なにおいしいの？」と、聞いてみると、
「熊谷市の小麦こを使っているからおい
しいんだよ。」と教えてくれました。
ぼくは、食が細いけれど、このうどん

は3ばい食べられます。絶品です。
（ハイオクまんたん）



ごくり！熊谷のおいしいごちそう達！！その２

だんご

うどん

５

ブルー
ベリー 私はふれあいセンターが大好きです。

毎年夏になると江南店へブルーベリーを
買いに行きます。大粒のブルーベリーがお
手ごろな価格なのに大容量で新鮮で栄養
たっぷりなのが嬉しいです。
まだ購入したことはありませんが、出来

立ての焼きトウモロコシが売っていたので
今度家族皆で食べたいなと思います。

（ピューイ）

妻沼手づくり市
みたらし団子を2本買った男の子がいた。
少しして同じ男の子が団子2本分のお金を握り｢み

たらしください｣って来てくれた。しばらくしてまた
また同じ子が｢2本ください｣って来た。
「また来てくれたんだ｡ありがとう｣と見送った。
次は家族で来てくれて､お母さんが｢すごく美味し

かったみたいで｣と言って団子を買うと､隣で男の子
が笑顔で頷いていた。｢そう言ってくれるのが一番嬉
しいんだよね｡もっと言って(笑)｣と言ったら｢今まで
食べたお団子の中で一番おいしい｣大声で言ってくれ
た、泣くかと思った(笑)
自分がやって来たことは間違いじゃなかった。

僕らの仕事はこんな体験出来るんだぜって叫びたく
なった。

（たけはる）

ぼくは、くまがやうどんが、大すきです。
わけは、きゅう食で、（ふる里きゅう食）、
食べた時、とてもおいしかったです。
では、どこがおいしかったか教えます。

それは、うどんのめんとぐざいです。わけ
は、うどんのめんは、くまがやさんなので、
おいしいし、ぐざいは、ちさんちしょうな
ので、おいしいです。
みなさんも、ぜひ食べてみてください。

（エクストマイル）

・いつもご利用ありがとうございます。
またのご来店をお待ちしております。

（ふれあいセンター江南店）



ごくり！熊谷のおいしいごちそう達！！その３

６

とまと

雪くま

給食
吟子汁

くまがやにはおいしいものがたくさ
んあります。
わたしがすきなのはとまとです。ど

うしてかというと、わたしのおとうさ
んがつくっているからです。
おとうさんのともとはまっかっかで

あまくておいしいです。
みにとまともおいしいです。

（うたの）

ぼくは、1日の中できゅうしょくの時間が
大すきです。毎朝こんだて表をチェックして、
学校に向かいます。
ある日、こんだて表を見ると、吟子汁とい

うメニューがあったので、ふしぎに思いお母
さんに聞いてみました。
お母さんは、「荻野吟子さんという、日本

でさいしょの女性のおいしゃさんがいて、そ
の人にちなんだメニューだよ。めぬまでとれ
るやさいとさけが入った汁物のことだよ。」
と教えてくれました。
1つのメニューだけでたくさんの熊谷のれ

きしがわかりました。
これからも、かんしゃのきもちをこめて、

おいしい給食をたくさん食べたいと思います。
（ビッグ アイランド）

わたしは、お父さんとお母さんとお兄さん
と妹といっしょにめぬまのみちのえきにいっ
てゆきくまをたべに行きまいした。
ゆきくまのマンゴーの味をたべました。ふ

つうのかき氷よりふわふわしていておいし
かったです。ふつうのかき氷とちがったもの
がたべられてよかったです。
まためぬまのみちのえきに行ってゆきくま

をたべたいです。
（メイサ）



フライ

雪くま

ごくり！熊谷のおいしいごちそう達！！その４

７

ブルー
ベリー

毎週の習い事の合間に、お母さんと
食べに行くフライ屋さん。
お皿が見えないほど大きくのったフ

ライは、カリカリでとてもおいしいで
す。かつお節とソースの香ばしいにお
いがさらに食よくをそそります。
おじいちゃんがやいてくれたフライ

が一番好きです。

（ｍｍ）

なつやすみにはいって、すこししてか
らやぎはしでぱあとへいってゆきくまの
かきごおりをままとたべました。
はこばれてきたゆきくまはふわふわで

とてもおおきかったです。すぷうんです
くったら、こぼれるぐらいでした。
たべたらつめたくてあまかったです。

（Y.M）

わたしは、「ブルーベリー」のじきになると、

ちかくのちょくばいじょで、「ブルーベリー」
をかいます。
ここの「ブルーベリー」は、ヨーグルトに入

れると、あまずっぱくておいしいです。
お母さんにこのことをはなすと、「ここの

『ブルーベリー』は、熊谷ののうさんぶつなん
だよ。」とおしえてくれました。
わたしは、ブルーベリーのヨーグルトが大す

きで、ヨーグルトにはちみつを入れてたべるの
もすきです。ほかにもブルーベリーをつかった
ものはあります。
つかい道はむげんだいです。
道の駅熊谷でものうさんぶつを出してほしい

です。
（Sinobu）



うどん

野 菜

ごくり！熊谷のおいしいごちそう達！！その５

８

野 菜

結婚して、妻の実家から、ありがたいことに
野菜や米をもらうことが多くなった。
そう！何と言っても熊谷市は農産物の全国区

なのである。秋冬ネギやカブなど全国トップク
ラス。その中でも、実家の畑で収穫した里芋で
義母が作ってくれる、里芋の煮っ転がしは絶品
である。
そして、ポリ袋にきゅうりとカブと刻んだ生姜
を入れ、サッと揉んでいただく浅漬けも最高！
こうして、野菜が大好きになった私なのでした。
ただ、これらが酒のアテとなり、どうしても

お酒がすすんでしまうことが、ありがたい悩み
でもある。

（りゅうた）

ぼくは、だいすきなおばあちゃんがいます。
おばあちゃんがつくってくれるうどんは、

くまがやののうりん61ごうと言う小むぎこを
つかっています。おばあちゃんがつかってい
るせいめんきはふるいので、うどんをつくり
はじめるとキィーコキィーコと音がします。
音がすると、うどんをつくっている合図な

ので、ぼくはわくわくします。
できあがったうどんは、つるつるしていて

とてもおいしいです。
（ピザ）

わたしは、三しり小学校に通っています。
きゅうしょくは、「ふるさときゅうしょく」の
うどんが大すきです。そのりゆうは、うどんが、
もちっとしていて、うどんとスープのおいしさ
が、まざりあっているからです。
おじいちゃんに、ふるさときゅうしょくのこ

とを話したら、「うどんは、こむぎからできて
いて、さい玉けんの中で、くまがやしが一ばん
作っているよ。」とおしえてくれました。
このおいしいふるさときゅうしょくの、うど

んが、たくさんの人にたべてもらえるとうれし
いです。

（三しりっ子）

うどん



五家宝

ごくり！熊谷のおいしいごちそう達！！その６

９

五家宝

五家宝

わたしは、小学校3年生のときに社会科見学で
五家宝を作っているお店にいきました。
お店の人は五家宝の材料を教えてくれました。

五家宝には、もち米、きなこ、水あめなどをつ
かっているそうです。お店の人は材料以外にも、
五家宝の歴史を教えてくれました。五家宝にも深
い歴史があるんだなとおもいました。
学校にもどってからそのお店の五家宝をクラス

のみんなといっしょに食べました。
わたしは五家宝を食べたことがあるけど、食べ

たしゅんかんやっぱり五家宝はおいしいなと思い
ました。

（ゆき）

わたしのすんでいるめぬまには、やさい広場とい
うお店があります。そこのお店には、ごかぼうという、
もち米こと水あめやさとうをまぜて、ぼうみたいにの
ばして切った物に回りにきなこがついているわがしを
売っています。
わたしは、しょっ感とあま味がいいので大すきです。
むかしからつづいているとくべつな方ほうで作られ

ているし、おどろくことに、体にわるい物がいっさい
入っていないのです。
まだ、めぬまのごかぼうを知らない人に、ごかぼう

のおいしさや、しょっ感を教えてあげたいです。
（はなちゃん）

熊谷に住んでるお兄ちゃんが浜松に帰って
来る時、赤い袋にたくさん入ったきな粉でまぶさ
れたなんとも言えない食感のものをお土産に持っ
てくる。私は元々きな粉が大好きで、初めて食べ
た時このお菓子とっても美味しいと思った。
私が熊谷に遊びに行った時、それを熊谷駅で見

つけた。色々な種類や味があることを知った。も
ちろんたくさん買った。中でも驚いたのが、大き
なサイズのものがあるということだ。浜松に帰り、
大きなサイズのそれを一人で食べた。
贅沢で満足感のある五家宝だった。

（レナざね）

・五家宝は季節限定の味をご用意しております。
里芋は絶品です！！ご来店をお待ちしております。

（やさい広場）



みんな知ってる？熊谷の名店！その１

うどん

１０

チキン

ぼくは、鳥末のピリ辛ハーフチキンが大好き。
ぼくの家では、パパがぼくより小さい時から、

鳥末のピリ辛ハーフチキンを食べていたみたい
です。パパが言うには、「運動会や遠足のお弁
当には必ず入っていたから、パパにとってのお
ふくろの味は、鳥末のピリ辛ハーフチキンなん
だ。」だって。
あげたてはもちろんおいしいけど、冷めてい

てもおいしいから、ぼくもお弁当に入っている
と、すごくうれしいんだ。
ぼくは、鳥末のやきとりも大好きだから、ぼ

くのたん生日は、鳥末のやきとりとピリ辛ハー
フチキンで、お祝いしてもらうんだ。

（アニマル家族）

ほっぺたが落ちるおいしいうどん。
わたしは、おばあちゃんといなかっぺうどん

を食べに行きました。初めて行ったお店だった
ので、どんな味か楽しみにしていました。うど
んが来て、うどんが来たしゅんかん食べたく
なってきました。
でも、いただきますをしないと食べれないの

で早くいただきますをして食べました。
すると、口の中に入れてすぐに、声が出るほ

どのおいしさでした。わたしは、おばあちゃん
に「めちゃくちゃおいしくない！」と言いまし
た。おばあちゃんは「そうだねこれが家で作れ
たらいいのにね。」と言っていました。
わたしは、こんなにおいしいいなかっぺうど

んを、毎日たべたいなぁと思いました。
（秦っ子）

・ご来店ありがとうございました。これからも
ほっぺたが落ちるおいしいうどんを作ってい
けるよう頑張っていきます！！
毎日待っていますので、またのご来店よろし
くお願いします。

（田舎っぺうどん）

・心温まるエピソードをありがとうございます。
皆さまのご家庭の中でも、鳥末の味は受け継がれて
いるんですね。
これからも世代を超えて愛されるお店を目指して頑
張ります。

（鳥末本店）
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・いつもご利用ありがとうございます。
良い出会いを作れるよう、がんばります。

（ アキモトコーヒーロースターズ）

和菓子

１１

中 華

コーヒー
ＡＫＩＭＯＴＯコーヒーロースター 美味

しいコーヒーは人とお洒落を結びつけるのか
な。美味しいコーヒーはお洒落な人が飲むの
かな。美味しいコーヒーは心が豊かになるの
かな。
エミちゃんが作るマフィンが優しく美味し

い。ヤノちんが入れるコーヒーの前をＳＬが
走っていく日曜日の朝。

（ときめき至上主義）

日曜日のお昼ご飯を食べた後、箱田通りに
あった「ばらや」という和菓子屋に、よくお
使いに行きました。
特に「豆大福」と「どら焼き」が美味しく、

あんこの甘さが絶妙でした。
今は移転して違う場所でお店をやっていま

すが、そこへもときどき買いに行きます。
みなさんにも、是非食べてもらいたいと思

います。 （ＴＴ）

僕が一番好きなのは、リーチャのホイ
コーローと餃子です。
昔はよくパパに連れて行ってもらってた

けど、最近コロナで行けなくてさみしいで
す。行った時にはヨーグルトとかをサービ
スで出してくれてうれしかったです。
僕がちっちゃい頃、お祝いでタイを出し

てくれたみたいです。
今はパパがたまにお土産でたくさん買っ

てきてくれるので、それが楽しみです。
はやく家族みんなで食べに行けるように

なりたいです。
（たか）

・ありがとうございます。
今後もおいしい和菓子を作ります。 （ばらや）

・いつもご利用ありがとうございます。
またお店でお会いできる日を楽しみにして
います。

（李家）



みんな知ってる？熊谷の名店！その３

喫茶店

つけ麺

１２

パ ン

コロラド
その喫茶店は落ち着いた雰囲気だった。
マンデリンとハッシュドビーフサンド、と

ミルフィーユのフルコース、何時間でもいら
れてしまうマスターの優しさと不思議な椅子
とテーブル、オレゴントレイルで買ったジー
ンズを、パリラハウスで買ったコートに合わ
せ、次のイベントを企てる。
このお店が作戦室。

（ときめき至上主義）

道の駅めぬまにあった「福は内」。
つけ麺が人気の店で私も妻とよく訪れた。
しかし2020年の春ごろ突然閉店した。ネットで調べ

たところ東京に移転したようで、妻の実家の近くだっ
たこともあり帰省の機会に妻と訪れた。
都営新宿線曙橋駅の近くの路地を入ったところに店

はありカウンター5席のコンパクトな店だった。
つけ麺は変わらぬ味で嬉しかった。隣にいた男性2人が
「熊谷から来ました」と店主と話していて私も「偶然、
偶然、私たちも熊谷から来たのですよ」と割り込んだ。
店主は機会があればまた熊谷で店を出したいとも

言っていたので、今度道の駅くまがやができるからぜ
ひそこで店を出してと頼んだ。
福は内が熊谷に戻る事を願っている。

(say-g）

僕の思い出は、仲町(その後赤城町に移転)
にあったアルザンというお店のコッペパンで
す。アルザン以上のコッペパンを食べたこと
ないです。
また、食べたいなあ。

（星太郎）

・ありがとうございます。
これからも、伝説の味を届けてまいります。

（福は内）

・もう閉店してしまい、皆様に召し上がってい
ただく事はかないませんが、アルザンのパン
が皆様の記憶に残っていて本当にうれしいです。

（アルザン）
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ジェラート

喫茶店

・ありがとうございます。
今以上の雪くまを出せるように、もっと頑張ります。
またよろしくお願いします。

（西田園）

雪くま

１３

MUSTACHE
クールな音楽が流れる静かな喫茶店。
マスターはお洒落で渋い。様々なカテゴリー

からインテリゲンチャが集まる。お酒で進む常
連客の愉快な話を、コーヒーを飲みながら聞く
楽しみ。
吉田美奈子、バリーホワイト、クラレンスカー
ターを知った。

（ときめき至上主義）

熊谷市には、おいしいジェラート屋の
「四つ葉のクローバー」と、言うジェラー
ト屋があります。
その本店には、約100種類あるそうです。

売っているのは、そのうち20種類出してい
るそうです。季節によって出しているそう
です。
ぼくが、好きなジェラートは、ブラット

オレンジというジェラートです。ぼくの、
オススメは、メープルナッツです。理由は
いろいろなナッツの味が、味わえるからで
す。
おいしいので、ぜひ行ってみてください。

（凛太）

熊谷のかき氷。
めぬまのお茶屋西田園さんに初めて行きました。

外に「雪くま」というのぼりが上がっていたので
お母さんといっしょに雪くまをたべてみました。
ボリュームのあるかき氷が出てきました。大き

さは、ぼくの顔より大きくておいしかったです。
そして、口に入れたしゅん間とけて歯がいらずお
いしかったです。
西田園さんは、人気でいつもまん席です。
こんどは、全てのかき氷をたべたいです。
らい年もよろしく西田園さん

（てるてるぼうず12）

・ありがとうございます。
皆様のご期待に応えられるよう、
今以上のジェラートを目指して頑張ります。

（四つ葉のクローバー）
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うどん

ニラレバ

パスタ

１４

最近、熊谷のうどんのうまさに気付いた。
天狗屋の肉汁うどんは豚バラのうまみはもちろん、

つけ汁の濃さが良い（汗をかいたときには飲み干
す）。
いわ瀬はフライのイメージだが、実はうどんも絶

品で、やさしい思いが体全体に浸みわたる。
こんこ屋はうどんメニューも豊富ですべてが丁寧

に作られている、夜は定食を食べられるが、こちら
もはずれなし。
田舎っぺは言うことなし、全国的に有名で、地方

へ行ったときに「熊谷と言ったら」で話題になる。
（こうたか）

シチリア
生まれて初めて手打ちパスタを食べた。

美味しいけれど無料のトリプルはきつかった。
小さめのプリンが美味しかった。コーヒーゼ
リーも美味しかった。
それよりも、バイトの子が可愛かった。
だから頻繁に行くためにダブルにした。
でも注文の品以外話しかけられなかった。

（ときめき至上主義）

私も社会人になって6年目。
1年目のときに職場の先輩に「元気が出ないと

きは永楽のニラレバ炒めを食べるといい」と連れ
てってもらってから、仕事で失敗して落ち込んだ
とき、気温の変化で体調を崩しそうなとき、1人
で飲みたい気分のときは永楽でニラレバ炒めを食
べます。なぜかわからないけど元気になった気が
して、また明日から頑張ろう！と思えるように。
その先輩は転職して離れた場所で働いています

が、今でも忘れられない大切な教えです。
（あんな）

・熊谷のうどんの話題で「田舎っぺ」があがると聞
き、大変嬉しく思います！！
熊谷にいらしたら、またぜひお立ち寄り下さい。

（田舎っぺうどん）
・いつもご利用ありがとうございます。

（天狗屋食堂）
・メッセージありがとうございます。これからも皆
様においしい物を提供できるよう、がんばります。

（いわ瀬）
・濃厚旨塩・魚介豚骨等の変わり種うどん「こんこ
屋」はうどん文化の進化を求めるお客様あっての
店です。 （こんこ屋）

・いつもありがとうございます。
これからも、お客様に元気になっていただけ
るような料理を作っていきたいと思います。

（永楽）
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うどん

・ありがとうございます。これからも”熊谷うどん”が愛されて
いきますよう、頑張って参ります‼ （田舎っぺうどん）

・いつもご利用ありがとうございます。 （天狗屋食堂）
・濃厚旨塩・魚介豚骨等の変わり種うどん「こんこ屋」はう
どん文化の進化を求めるお客様あっての店です。（こんこ屋）

・メッセージありがとうございます。これからも、皆様
においしい物を提供できるよう、がんばります。（いわ瀬）

・日本で唯一、同一市町村内産小麦だけという究極の地産地消熊
谷うどんをご賞味あれ！！ （福福）

・毎度ありがとうございます。これからも無い知恵を絞り出して、
面白いメニューを考案してまいります。とりあえず最新のは、
ツタンカー麺。ぜひ召し上がってみて下さい。
今宵は、古代エジプトにて、お待ち申し上げております。

（木村屋）

１５

プリン

熊谷のうまいうどんを食べながら特にうどんに詳
しい訳でもない私が勝手にジャンル分け。

「老舗系」昔ながらのうどんは優しい柔らかさ。つゆは醤油
の濃いめ。鎌倉街道近く「いわ瀬」「天狗屋」。中山道の旅
人は御狩屋でこれをいただいたのかな。
「ハード系」今や熊谷の定番はコシの強いうどん。肉や蔬

菜のたっぷり入ったこだわりのつゆといただけばもう病みつ
き。「田舎っぺ」「こんこ屋」。塩の登場は衝撃だった。
「熊谷うどん系」地元愛の詰まった地産地消のブランドう

どん。「木村屋」「福福」。各店の情熱と工夫がスゴイ。ど
んどん進化する熊谷のうどん文化。今後も楽しみです。

（三代目ｃｂ）

妻沼にある『さわた』は子供の頃から大好
きなお店でした。
誕生日や、テストで良い点をとった時、何か

の折にケーキを買ってもらえる時は、いつもさ
わたのプリンアラモードをねだっていました。
甘いプリンに、色とりどりの果物、底にはカス
テラ(スポンジ？)が敷いてあって、全部が美味し
くて、わくわくして、大好きでした。大人に
なっても、プリンアラモードといったら絶対こ
れ。他のじゃ物足りないんです。
大好きなさわたのプリンアラモード、今２歳

になった双子のちびっこ達とも一緒に食べたい
です。

（ちと。）

・ありがとうございます。
これからも、ご家族でわくわく楽しんで頂ける
お菓子をつくっていきます。

（沢田本店）
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五家宝

雪くま

１６

もちろん！「雪くま」！！
私は、五年生のときにお母さんと「雪くまめ

ぐりの旅」をしました。第一弾は妻沼編！
その妻沼市でとてもおいしかったのが茶の西田
園です。
その茶の西田園を見つけたのが「熊谷市ホー

ムページ」です。「熊谷の名物」で残っていま
した。他にも「ムサシトミヨ」や「五家宝」な
ど熊谷市をじまんしたいほどの物でした。
今、「コロナ」の中で県はまたげずさびしい

夏休みを過ごしています。ただ、これからは市
内で楽しい夏休みを過ごしたいと思います。
もちろん「雪くま」で！

（タコちゃん）

僕の友人は、家族でさくら製菓という五家宝工場を営
んでいました。小学生の頃はクラスみんなで工場見学に
行き、出来立ての美味しい五家宝を食べました。
高校生になり僕が繁忙期の工場を手伝うようになると、

仕事終わりに五家宝を持たせてくれて、僕にとってはこ
れ以上ないバイト代でした。
1年ほど前から近所の商店にいつもの五家宝が並んで

いないことに気付き、友人に聞いてみると、実は少し前
に廃業したと。友人の口から廃業と聞くと無性に寂しく
て、今まで当たり前のように食べられたはずの緑色の五
家宝が途端に恋しくなりました。もう食べられないけど、
美味しかった記憶は消えることはありません。
ありがとう、さくら製菓！

（レイモンド君。）

・ありがとうございます。
シンプルなかき氷ですが、お茶屋の創る氷
を楽しんでいただき、感謝です。
またお出かけください。 （西田園）

・さくら製菓の五家宝を覚えていていただきありがとうご
ざいます。私もお客様との思い出を大切にしていきたい
と、あらためて思いました。今までのご愛顧ありがとう
ございました。 （さくら製菓）


