動画はコチラ

第74回国民体育大会

その道を貫く人物をクローズアップ

スポーツクライミング
リード

ボルダリング
たかお

少年女子

第５位
第６位
ともな

髙尾 知那 さ ん

猿投農林高校１年生。試合前
には必ずピザか麻婆豆腐を食
べる。趣味はアニメや漫画を
見ること。将来の夢はクライ
ミング関係の仕事に就くこと。

どんな壁でも立ち向かい
目指すはワールドカップ！
東京2020オリンピックで初めて正式種目に採用された
「スポーツクライミング」
。垂直にそり立つ壁をカラフル
なホールドを使って登る競技で、登る速さを競う「スピ
ード」
、
高さを競う
「リード」、制限時間内に登った数を競
み

う
「ボルダリング」
の３種目で構成されています。

ん

髙尾知那さんは、昨年行われた
「第74回国民体育大会」

な

にスポーツクライミングの愛知県代表として出場し、リ

の

ード種目で５位、ボルダリング種目で６位という見事な

ひ

成績を収めました。

ろ

髙尾さんがスポーツクライミングに出会ったのは小学

ば

１年生のとき。父親に連れられて、クライミングジムを

力が発揮できず、悔しい経験をしたこともあるそう。プ

訪れたことがきっかけでした。
「すごく楽しかったけれど、

レッシャーに打ち勝てるよう、本番と同じ気持ちで練習

高いところまで登るのは怖かった」と初めて壁を登った

に取り組み、克服に努めています。自宅でも、自分の登

ときのことを振り返ります。今では、約15㍍の壁を登る

っている様子を撮影した動画や海外のトップ選手の動画

リード種目を得意としており、
「もっと高いところまで登

を見ながら、日々自分の登りを研究しているそうです。

りたいという気持ちが勝つので、怖さは感じない」と笑

髙尾さんの目標は、スポーツクライミングの日本代表

顔で語ります。
そんな髙尾さんですが、大会では緊張のあまり自分の

撮影場所／ぴなくる２豊田店

としてワールドカップに出場すること。そのために、ま
ずは国内の大会での優勝を目指します。

花子ちゃんが「早く」という意味で使った「ちゃっと」。好
美ちゃんは、インターネット上でリアルタイムに会話がで
きる「チャット」のことだと勘違いしてしまったようです。
在宅勤務の増加などでチャットが多用される昨今、聞き間
違いに注意したい言葉です。
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行こう！
MY
とよた

とよたの魅力を再発見！

三州 足 助 屋 敷
足助町

生きた民俗資料館

10種 の 手 仕 事 か ら 学 ぶ
暮らしの豊かさ
紅葉の名所、香嵐渓で有名な飯盛山のふもとに位置
する三州足助屋敷。昭和55年に開館し、今年で40年目
かやぶき

もんや

を迎えました。趣のある茅葺屋根の門屋をくぐった先
身近な自然素材

10種の手仕事

屋敷内にいる動物たち

竹や木、草などの自然の材料が衣食
茅や建材の防虫のため、中の囲炉裏で
は、年中欠かさず煙が焚かれています。 住にわたって使われます。

の

の。高度経済成長の時代のなかで、あえて本物にこだ

ひ

わり、地元の人材や技術を総動員して造られました。

ろ

ここでは10種の手仕事がそれぞれの職人によって実
か じ

な

す。意外にも、多くの建物は開館当時に新築されたも

茅葺屋根の母屋（上写真2枚）

ん

うに建ち並び、かつての豪農屋敷に来たように感じま

み

おもや

には、大きな母屋、土蔵、牛小屋などが中庭を囲むよ

はたお

ば

演されています。炭焼き、鍛冶、機織りなど、どれも
昔からこの地域で、暮らしに必要とされてきた生業で
す。来館者は、製作の過程を間近で見ることができ、
職人の話を聞くことや、体験することもできます。ま

屋敷のいたる所に職人がいます。話し
かければ快く答えてくれます。

た、職人が作った物を購入することもでき、長く使え
る物に出会えます。周りの自然を使い、人の手により
生まれる物と暮らし。豊かな暮らしのヒントが、ここ
三州足助屋敷にあります。

家畜として重宝される牛や鶏の可愛
らしい姿が見られます。

三州足助屋敷
〒444・2424 足助町飯盛36 ☎62・1188 FAX62・1782 利用時間／午前９時～
午後５時（入館は午後４時30分まで） ※木曜日（ただし祝日の場合は翌金曜
日）、年末年始は休館 駐車場／香嵐渓周辺の駐車場を利用してください

とよたから世界へシェア！

太田市長

令和２年８月25日

市内で「空 飛ぶクルマ」の
有 人 飛 行 試 験が行われました

ふくざわともひろ

WE LOVE とよたスペシャルサポーターの福澤知浩さ
んが代表を務めるSkyDriveが、市内で「空飛ぶクルマ」
の
有人飛行試験を公開し、国内外から大きな注目を集めま
した。令和５年度に日常的な移動に空が活用されること
を目指し、開発を続けていくそうです。
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市政の現場か
ら観光・イベ
ントなど
大学生が豊田
市をくまなく
レポート！

かのう よしの

加納嘉乃さん

さなげの里見守りの会
ロゴマーク

きたむら

さえ

北村紗英さん

今回は、猿投地域で発足した高齢者の見
守りボランティア「さなげの里見守りの
会」の活動について取材しました！

高齢者の皆さんが大好きな地域で健康に暮らせるように・・・

地域で高齢者の見守り活動が行われています！
高齢化はどれくらい進んでいるの？

猿投地域での活動を紹介！

豊田市の高齢化は年々進んでおり、令和２年８月１

猿投地域の高齢者への見守り活動を行う「さなげの

日時点の高齢者（65歳以上）の数は９万8,388人、また高

里見守りの会」の活動について会長の磯谷さんにイン

齢化率は23.22㌫となっています。さらに、高齢者世帯

タビューしました！

み

に占める単身・夫婦のみ世帯の割合の増加、認知症の

ん

人の増加などから、支援などに対するニーズはさらに

な

拡大していくものと考えられています。

の

ちなみに、平成22年の高齢者

ひ

数は６万9,379人、高齢者率は

ろ

16.37㌫。この10年で大幅に増

ば

加したことがわかるね。今後、
さらに増える高齢者のために

「さなげの里見守りの会」は、猿投地域の高齢者

どのような支援が行われてい

が大好きな猿投でいつまでも、安心して暮らせる

るんだろう…？

ことを目指し、猿投地域会議委員の提案で作られ
たボランティア団体です。高齢者のお話し相手と

どんな支援が行われているの？

して月に１～２回お宅に訪問し、日常の変化やお
話を聞く活動などを行っていま
す。「話し相手がほしい！」と感

高齢者への支援の１つとして、見守り活動が各所で

じている猿投地域の高齢者の皆

行われています。市では地域の協力機関が高齢者を見
守る体制「豊田市ささえあいネット～高齢者みまもり

さなげの里見守りの会

ほっとライン～」を構築しています。また、市内の各

会長

地域でも高齢者が住み慣れたまちで健康に暮らせるよ
う、様々な活動が行われています。

いそがいよしやす

磯谷吉康さん

さんにぜひご利用いただきたい
です。

※訪問やボランティアを希望する人は猿投支所
（☎45・1214、FAX45・4824）にお問い合わせください

レポートまとめ
高齢化が進み、地域内の関係が薄くなってきてい
ると言われる中で
「さなげの里見守りの会」
の活動
からは猿投地域で暮らす高齢者の皆さんを地域全
体で支えようとする愛を感じました。今後、この
ような取組が認知され、浸透すれば、より安心し
て暮らせる地域社会になるのではないかと思いま
した。
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近年、地域内での交流やつ
ながりが少なくなってきて
いると言われているけれど、
猿投地域のように地域内で
見守り活動をすることで、
地域での支え合いが強くな
りそうだね。

動画はコチラ

今 月 の お す す め M E N U

とよたのシイタケの旨味たっぷり！

焼きシュウマイ
This mon th's chef

たけなか あつし

料理長

竹中 淳さん

地産地食応援店「笑売屋
小亀」の竹中さんに、とよ
たのシイタケを使った焼き
シュウマイのレシピを教わ
りました。

笑売屋

（40個分）
シイタケ ……………………… 70㌘

シュウマイの皮 ……………… 40枚

★シャンタンの粉末 …… 大さじ１

タマネギ ……………………… 200㌘

片栗粉 …………………… 大さじ１

※★は鶏ガラスープの粉末で代用可

豚ひき肉
（粗びき）…………… 500㌘

★貝柱だしの粉末 ……… 大さじ２

シイタケ、タマネギを粗目のみじん切りにする

2

タマネギに片栗粉を加え混ぜ合わせる

3

大きめのボウルに
合わせる

2

８

、豚ひき肉、シイタケを入れ、混ぜ

水がほとんどなくなったら蓋を取り、シュウマイに
焼き色がついたら完成（ギョウザのたれなどにつけ
て召し上がれ♪）
み

1

に★を加え、さらに混ぜ合わせる

7

を入れ、蓋をして
少し焼いたら、フライパンに水
（20cc）
蒸し焼きにする

ろ

熱したフライパンに油をひき、 ５ を焼いていく
（中火）

市内では、足助・松平地区を中心に栽培が盛んです。
足助地区は肉の厚い「トムトム」を秋から
春にかけて、松平地区では菌床栽培した
「木の娘（きのこ）」というブランド名のシ
イタケを１年を通して出荷しています。

ひ

6

シイタケ

の

シュウマイの皮に 4 をはみ出さない程度に乗せ、皮の四
つ角に水をつけて、中央で合わせるように包む

な

5

ん

4 3

小亀

〒471・0034
小坂本町１－12－４
☎32・1877
定休日／月曜日
営業時間／午後６時～翌午前０時（日曜
日は午後５時～11時）

ば

地元の農業や農風景を守り、
安心・安全な「食」を届けたい！
高岡地区の遊休農地を活用して、米や麦、
なかこう

大豆などを栽培している中甲。農薬や化学
肥料の使用をできるだけ抑えた農法で、安
心・安全な農作物を食卓に届けています。
中甲の創業は昭和49年。当時は後継者不
足などで遊休農地が増えており、地元の農
農薬を使用しない
有機栽培のコシヒカリ

業と農風景を守るために、農業生産法人と
して設立されました。
中甲がこだわっているのは、無農薬、減

杉浦

としお

俊雄さん

「地元で消費してもらうことで、我々も
農業を続けられる。だからこそ安心・安全
は欠かせない。夢は食卓の農産物全てを中
甲で作ること」と抱負を語ってくれました。

取り組み、土作りや、生産管理の方法など

市民に安心・安全な農産物を届けるため、

無農薬、減農薬による農法は、通常の農
すぎうら

う強い思いがあるから。

農薬による農作物の栽培。30年ほど前から
多くのノウハウを蓄積してきました。
中甲 代表取締役社長

るのは「食卓に安心・安全を届けたい」とい

法よりも手間がかかり、収穫できる量も少
なくなります。それでもこの農法にこだわ

中甲の挑戦は続いていきます。 動画はコチラ

中甲
〒473・0934 前林町住吉13ー２
☎53・0569
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