動画はコチラ

その道を貫く人物をクローズアップ

上鷹見小学校５年生。小呂町在
住。好きな食べ物はチャーシュ
ーメン。趣味はバードウオッチ
ングで、猛禽類の中ではオオワ
シとフクロウが好き。

日本自然保護大賞2020
選考委員特別賞
みやべ

あおい

宮部 碧

さん

もうきん

「猛禽新聞」を通して、
上高湿地や猛禽類について伝えたい
鋭い爪とくちばしを持ち、他の動物を捕食する習性の
ある鳥類
「猛禽類」
についてまとめた手作りの新聞「猛禽
新聞」を作成している宮部碧さん。自然保護と生物多様
み

性保全に貢献した人や団体などの優れた取組に対して表

ん

において、選考委員特
彰を行う
「日本自然保護大賞2020」
別賞を受賞しました。

な

宮部さんが猛禽類に興味を持ったのは小学２年生のと

の

き。たまたま空を飛んでいたオオタカという鷹を見たこ

ひ

とがきっかけでした。初めてオオタカを見たとき、宮部

ろ

さんは猛禽類のかっこよさに衝撃を覚えたそうです。そ

ば

れから「自分の住んでいる地域でも大好きな猛禽類をも

もらって、上高湿地や猛禽類のことをもっと知ってほし

っとたくさん見たい」
「そのためにはなにをすればいいの

い」と語ります。

か」を考えて研究を始め、小学３年生のときから「猛禽
新聞」の作成を始めました。

宮部さんの将来の目標は、釧路湿原でお世話になった
さいとうけいすけ

猛禽類専門の獣医師である齊藤慶輔さんのようになるこ

「猛禽新聞」
では、毎月行っている上高湿地の保全活動

と。
「豊田市内でも猛禽類がたくさん住める環境になるよ

のことや、日本で最初のラムサール条約登録湿地である

うに、これからも活動を続けていきたい」と力強く語っ

釧路湿原に実際に行って体験したことを中心に掲載して

てくれました。

います。宮部さんは「猛禽新聞をたくさんの人に読んで

※「猛禽新聞」は自然観察の森、トヨタの森などで閲覧可

「ぼう」
は「追う」って
意味じゃんね
花子ちゃんが「追う」という意味で使った「ぼう」
。好美ち
ゃんは、「掘る」と勘違いしてトヨスタ君が穴掘りの天才だ
と思ってしまったようです。「犬をぼう」
（犬を追いかける）
、
「虫をぼう」
（虫を追い払う）などと使います。ちなみにアク
セントは「追う」と同じです。
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令和２年５月号

行こう！
MY
とよた

とよたの魅力を再発見！

松 平 郷園地
松平町

徳川家の始祖
松平氏発祥の地

松平親氏像

四季を通じて散策が楽しめる
松平郷は、徳川家のルーツといわれている松平氏発祥

寺である
「高月院」
にかけては
「松平郷園地」
として整備さ

松平東照宮（左）、高月院（右）
おぎゅう
「松平氏館跡」
（松平東照宮境内）、「高月院」は、「松平城跡」、「大給城
跡」と一括で松平氏遺跡として国の史跡に指定されています。

な

れ、入口には、松平８代を象徴する石柱と親氏の銅像が

の

設けられています。遊歩道沿いには、室町時代を思わせ
かぶきもん

ひ

る
「室町塀」
や
「冠木門」
があり、親氏ゆかりの「見初めの

ろ

井戸」も復元されています。
併設する公衆トイレが整備されました。また、無料休憩
施設である松平郷亭には主要観光地の案内や松平家 ─ 徳
川家の家系図のパネルが設置され、歴史を知ることもで
きます。園地内には植物も多く自生しており、春にはサ
クラ、初夏にはアジサイ、秋にはハギや紅葉など四季を
通じていろいろな自然の風景を楽しみながら散策するこ

ば

今年に入ってからは、第一駐車場と食事処天下茶屋に

とができます。

ん

と初代松平親氏を祀る
「松平東照宮」
から、松平氏の菩提

み

の地で、松平氏ゆかりの史跡が多くあります。徳川家康

室町塀のある遊歩道
四季折々の自然を楽しむことが
できます。

見初めの井戸
昭和７年に土砂で埋まってしまっ
たものを復元しました。

松平郷園地
〒444・2202 松平町赤原 ☎34・6642（商業観光課） アクセス／東海環状自動
車道「豊田松平ＩC」より約15分。豊田市駅からおいでんバスで約40分 その
他／駐車場無料（乗用車100台。バス10台）。トイレ有り。観光ガイドに関す
る問合せは松平郷ふるさとづくり委員会事務局（☎58・1629）

とよたから世 界 へシェア！

太田市長

令和２年３月16日

先進技術を活用した地域リハビリテーション
及び在宅療養の推進に関する連携協定を締結
今後の超高齢社会へ適応するため、藤田医科大学・トヨタ自動車・豊
田加茂医師会・豊田地域医療センターと協定を締結しました。これによ
り、今後開設予定の豊田地域医療センター新棟・西棟へリハビリテーシ
ョンロボットやモビリティなどの先進技術の導入が期待されます。誰も
が健やかに安心して暮らせる社会の実現に向けて取り組んでいきます。
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広報とよたの学生レポーター、通称
「ガクレポ」
は公募により、以下の８人に決まりました！

光・イベントなど
市政の現場から観
！
くまなくレポート
を
市
大学生が豊田

最初の活動として、「豊田市の理想のミライ像」
について学生目線で答えてもらいました！

学生レポーターが考える！

豊田市の理想のミライ像

＼こんな豊田市になってほしい！／

いさざわ

より便利に市内を移動

市外から来た人を歓迎

できるように市内の交

できるような広い駅の

通手段が増えていてほ

あるまちになってほし

しい！

ゆうた

砂澤祐太さん

きたむら さ え

北村紗英さん

み

豊田工業高等専門学校５年

い！

愛知淑徳大学２年

ん
な
の
ひ

今ある自然や伝統を守

車についてもっとＰＲ

りつつ、もっと名古屋

して、海外から観光に

から簡単に来られるま

来たいと思えるような

ろ

ちになってほしい！

うえだ

りな

ば

上田梨奈さん

まちになってほしい！

南山大学２年

小笠原悠さん

南山大学２年

まちなかに観光スポッ

人に認知され、たくさ

トを作って、駅の近く

んの人が来てくれるま

で楽しめるまちになっ
さわた り の

澤田梨乃さん

市内の観光地へのアク

他市と豊田市の交通ア

セスが良くなって、気

クセスを良くして、短

軽に行けるようになっ

時間で行き来できるよ

てほしい！

かのう よしの

加納嘉乃さん

うになってほしい！

名古屋大学３年
の

ん
皆さ

令和２年５月号

てほしい！

愛知大学２年

金城学院大学４年
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九太才譲さん

豊田市の魅力が市外の

ちになってほしい！

おがさわら はるか

きゅうたいさいじょう

レポートは６月号からスタート！

ふわ

なつこ

不破菜津子さん
中京大学３年

今後の活躍に
ご期待ください！

動画はコチラ

今 月 の お す す め M E N U

さっぱりとしたソースが決め手！

豚肩ロースの
ハニーマスタードクリーム
This mon th's chef

料理長

菊池 剛さん

ウィン

地産地食応援店「WIND
ザー
SOR」の菊池さんに、と
よたのハチミツを使った
豚肉料理のレシピを教わ
りました。

ホテルトヨタキャッスル

W IND S O R

〒471・0027 喜多町２－160
☎31・2211
営業時間／午前６時45分～午後５時
※ラストオーダーは午後４時30分

（４人分）
豚肩ロース ………… ４枚

☆酢 ………………… 50cc

☆スライスアーモンド … 25㌘

ブールマニエ ……… 適量

ハチミツ① ………… 80㌘

☆ハチミツ② ……… 50㌘

☆ピンクペッパー … 少々

☆塩 ………………… 少々

★エシャロット（みじん切り）… １個

☆チキンブイヨン … 100cc

☆タイム …………… 少々

☆黒コショウ ……… 少々

★白ワイン ………… 100cc

☆粒マスタード …… 25㌘

☆生クリーム ……… 75cc

パセリ ……………… 少々

豚肉を袋から取り出し、一度水洗いした後に水気をとる

3

★を鍋に入れ、煮詰める

ろ

6 ２ に塩と黒コショウを振り、両面を弱火で焼く

市内31軒の養蜂家が、様々な花の蜜を集
めた百花蜜のほか、アカシアやサクラ、ソヨゴな
ど、花の種類ごとのハチミツも生産しています。
花の種類によりハチミツの味が異なるため、是非、
食べ比べをしてみてください。

ひ

にブールマニエ（バターと小麦粉を同量入れて練った
もの）を加えてとろみを出し、彩りにパセリを加える

5 4

ハチミツ

の

4 ３ に☆を順番に加え、混ぜ合わせる
（中火）

焼きあがったら、食べやすい大きさに切ってお皿に
盛り付け、５ をかけたら完成

な

2

7

ん

豚肩ロースの両面に塩を振り、ハチミツ①と一緒に袋に
入れて冷蔵庫で６時間なじませる

み

1

ば

機械化が進んでも
最後は人の目と手の感覚で
豊栄町、藤岡地区、下山地区で抹茶の原
へきすいえん

料である
「てん茶」
を栽培している碧翠園。

関西茶品評会で農林水産
大臣賞を受賞した藪押さ
んのかぶせ茶

碧翠園は平成９年に、全国でもほぼ例を

態のチェックは、手もみの技術が身につい

見ず、難しいと言われていたてん茶の有機

ていないと正しくできません。最後は人の

栽培を、下山地区の茶園で開始しました。

目と手の感覚が重要です。だからこそ、自

そして、海外向けの認定を取得するために

分の農園に限らず、とよたの茶業の未来を

輸出先ごとの有機栽培認証を３種類取得。

担う市内の若手に、この手もみの技術を伝

これにより、日本の抹茶の輸出量の増加に

えています。

大きく貢献しました。
「てん茶」
と並び
「かぶせ茶」でも、とよた

並べる高品質の茶を作っていると全国に知

の茶は全国や関西の品評会で好成績を収め

らしめたい」と願う碧翠園の技術が、とよ

続けています。碧翠園が茶葉を仕上げる工

たのお茶の未来を照らします。 動画はコチラ

程で大切にしているのは、
「手もみ」の技術。
碧翠園

藪押

博茂さん

「工業のまち・豊田市で、名産地に肩を

現在では機械で行う
「機械もみ」が一般的で
すが、各工程で行う茶葉の水分量などの状

碧翠園
〒470・1201 豊栄町10－15
☎28・4019
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