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第37回全日本大学女子駅伝対校選手権大会

その道を貫く人物をクローズアップ

優勝
2019全日本大学女子選抜駅伝競走大会
優勝
やまもと

ゆ

ま

山本 有真
さん

名城大学女子駅伝部所属。
前林中学校出身。1,500㍍
～3,000㍍の距離を走るの
が得意。休日の楽しみはチ
ームメイトと出かけること。

さらなる高みを目指して
仲間のためにたすきを繋ぐ！
真剣な表情で力強い走りをしているのは名城大学女子
駅伝部に所属する山本有真さん。名城大学女子駅伝部は、
大学女子駅伝の代表的な２大会である全日本大学女子駅
伝対校選手権大会
（杜の都駅伝）
で３連覇、全日本大学女
み

子選抜駅伝競走大会
（富士山女子駅伝）
で２連覇を達成し

ん

ている強豪チームです。山本さんは昨年行われた両大会

な

に１年生ながら出場し、それぞれ区間賞を獲得。富士山

の

女子駅伝では４区の区間新記録も達成し、チームの優勝

ひ

に大きく貢献しました。

現在、チームメイトとともに寮生活をしながら、練習

ろ
ば

漬けの毎日を過ごしている山本さんは、駅伝について

山本さんのランナーとしての原点は小学校のとき。当
時はバスケットボール一筋でしたが、毎年小学校で行わ

「とにかく楽しいです。チーム全員で戦えることが魅力。

れるマラソン大会では６年間負けなし。
「昔からすごく負

仲間たちの応援のおかげで苦しいときでも頑張れます」

けず嫌いで、マラソン大会の前には自転車に乗った父親

と笑顔で語ってくれました。

を追いかける練習をしていました
（笑）」と当時を振り返

今年も杜の都駅伝、富士山女子駅伝での優勝を目指す

ります。中学校でバスケットボール部の部員が少なかっ

名城大学で、さらなる活躍が期待される山本さん。昨年

たことや陸上部の先生からスカウトされたことで陸上競

に引き続き、今年も区間賞を獲得し、さらに個人として

技に転向してから徐々に実力をつけ、高校時代には全国

も陸上競技で日本選手権に出場することを目標に今日も

レベルの選手に成長しました。

走り続けます。

「もぉはい」は

「もう(思いもよらぬ早さで)」

って意味じゃんね

トイレからすぐ帰ってきたトヨスタくんに、「もう」
とい
う意味で花子ちゃんが使った三河弁「もぉはい」。好美ちゃ
んは「モアイ」像と勘違いし、イースター島のお土産をおね
だりしています。その勘違いを知らない２人は、トイレの
お土産!?と、好美ちゃんの発言にびっくりしています。
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令和２年11月号

行こう！
MY
とよた

とよたの魅力を再発見！

西山公園
西山町【挙母地区】

花とみ ど り の 都 市 公 園

心地のよい芝生広場と
四季折々の風景
中心市街地の北に位置する西山公園。梅坪駅からほ

鑑賞温室

ど近くにありながら、花とみどりが満喫できる都市公
園です。公園に入ってまず目に入るのが、園内中央に

鑑賞温室

四季の花園

園内のベンチ

池に映える紅葉がとてもきれいです。

色鮮やかな花々を通年楽しむことが
できます。

の

は、県下有数の規模を誇るバラ園をはじめ、ハス池や

な

ど、気ままな時間を過ごすのにおすすめです。園内に

日本庭園の紅葉

ん

に寝そべってお昼寝したり、ピクニックしたりするな

み

ある広大な芝生広場。晴れた日には、綺麗な芝生の上

ひ

アジサイ園など、どの季節でも楽しめるように様々な

ろ

花や樹木が植えられています。秋は、日本庭園にある

ば

モミジの紅葉がおすすめ。色づきがきれいで、市街地
でも楽しめる紅葉スポットです。そのほか、秋に見ご
ろを迎えるバラやイチョウ、シキザクラなども楽しめ
ます。また、火・金・日曜日には緑の相談所が設けら
れ、植物の育て方や、せん定方法など緑化園芸に関す

ボランティア「西山花クラブ」の管理に
よる英国風モデルガーデンです。

園内でゆっくりと過ごせるように、
各所にベンチが設置されています。

る悩みを相談できます。園芸や花の鑑賞が好きな人か

西山公園

ら、ただ公園でゆっくりしたい人まで、様々な人が植

〒471・0062 西山町５-１ ☎31・2108
（西山公園管理事務所） FAX33・8718
利用時間／午前９時～午後５時 ※祝日を除く月曜日、年末年始は休園
駐車場／有り

物に親しみ、気持ちよく過ごせる公園です。

とよたから世 界 へシェア！

太田市長

令和２年９月26日

クルマの給電機能を体験する
イベントが行われました
災害時などに活用が期待される「クルマの外部給電機
能」。その普及に向けた取組「SAKURAプロジェクト」
の一
環として、とよたエコフルタウンで様々なクルマからの
給電体験会が開かれました。今後、さらに外部給電機能
を社会全体で有効活用していきます。
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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！

いさざわ ゆうた

砂澤祐太さん

さわた

今回は、保存修理工事中の重要文化財
「旧鈴木家住宅」を訪問し、歴史や保存修
理工事の内容について取材しました！

りの

澤田梨乃さん

100年に一度の大修理でよみがえる！

重要文化財「旧鈴木家住宅」を知っていますか？
旧鈴木家住宅ってどんな建物？
旧鈴木家住宅は、足助地区の「豊田市足助伝統的建
造物群保存地区」のほぼ中央に位置する商家の建物で
す。約4,000平方㍍（1,230坪）の敷地には江戸時代から
み

明治時代にかけて建てられた16棟の建物が立ち並んで

ん

います。

な

平成25年には、足助の大規模商家の発展過程を示す
価値が認められ、国の重要文化財に指定されました。

なぜ修理しているの？
旧鈴木家住宅は、建築後古い建物で約260年、新しい
建物でも100年以上経過しています。これまで大きな修
理は行われてきませんでしたが、今回腐朽などによる
損傷が深刻であったことから、平成26年から解体調査
を含めた保存修理工事が進められています。

修理現場を見学しました！

の
ひ
ろ
ば

工事着手前の旧鈴木家住宅
鈴木家は屋号を「紙屋」と称
し、元々は紙や漆などの物
品を取り扱う問屋業、後に

修理作業は、できるだけ当時の
材料を残すため、１つずつ確認
し、材料を修理して使用してい
るんだって！

金融業や土地経営などで財

土壁づくりを体験しました！

をなした足助を代表する商
家だったそう！

土壁づくりを体験し、旧
鈴木家住宅の修理は、職
人さんの様々な技術によ

レポートまとめ

って行われていることを

国の重要文化財「旧鈴木家住宅」について取材し、

実感しました！

江戸時代から現在まで足助地区の中心に建物が残
り続けていたことに衝撃を受けました。また、修
理にはできるだけ当時の材料を使用するなどとい

令和10年頃には保存修理工事が完了し、足助の豪商

った重要文化財を後世へと残す修理の特徴につい

の暮らしを伝える展示などを行う観光拠点施設として

て学びました。保存修理工事が完了した際には、

全面公開する予定です。それに先立ち、令和５年頃に

ぜひ見学に行きたいと思いました。
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今後は…？

令和２年11月号

は街道沿いの主屋を部分公開する予定です。

動画はコチラ

今 月 の お す す め M E N U

とよたの柿の上品な甘さが美味しい

柿の蒸しカステラ
This mon th's chef

いぐち

４代目

ゆうし

井口 友志さん

地産地食応援店「井口製
菓舗」の井口さんに、と
よたの柿を使った蒸しカ
ステラのレシピを教わり
ました。

井口製菓舗
〒470・0373 四郷町東畑83
☎45・0315
定休日／水曜日
営業時間／午前８時30分～午後７時（日
曜日は午後６時30分まで）

（約16個分） ※縦14㌢、横15㌢、深さ4.5㌢の型を使用
柿【Ａ】
（角切り）… ２分の１個

卵（Ｌサイズ）………１個

グラニュー糖 ……… 34㌘

糸寒天 ……………… ３㌘

柿【Ｂ】
（角切り）… ４分の３個

白あん【Ａ】………… 118㌘

☆薄力粉 …………… 13㌘

※前日から水につけておく

柿【Ｂ】
（ミキサーにかけたもの）… １個

白あん【Ｂ】………… 195㌘

☆米粉 ……………… ６㌘

白ザラ糖 …………… 94㌘

卵を卵黄と卵白に分ける

9

糸寒天を水（100㌘）で煮溶かす

2

卵黄と白あん
【Ａ】を混ぜ合わせる

10

白あん【Ｂ】、白ザラ糖を加え混ぜながら火にかける

3

卵白とグラニュー糖を泡だて器で混ぜ、メレンゲを作る

11

柿
【Ｂ】を加え、沸騰したら鍋を火からおろす

12

粗熱が取れたら、 8 の上に流し込む

5 3

の残りを加え、切るように優しく混ぜる

13

固まるまで冷蔵庫で冷やし、切り分けたら完成♪

クッキングシートをひいた型に

8

型をふきんで包み、丸みのあるボウルをかぶせて、水滴
が入らないようにして約25分間蒸す

6

を入れ、平らにならす

市内では７軒の生産者によって４品
種の柿（太秋、次郎、富有、富士柿）が栽培・
出荷されています。

ろ

7

ひ

水分を切った柿
【Ａ】
を加え、軽く混ぜる

の

柿

6

な

、 3 の半分、☆を混ぜ合わせる

ん

4 2

み

1

ば

建設会社ならではの視点で
社会インフラ整備を下支え
幹線道路や河川の工事、学校や企業社屋
の建築など、長年にわたり幅広く建設事業
を手掛けてきた太啓建設。近年では事業領
域を広げ、独自の製品開発も行っています。
コンクリートを長期にわたり湿潤状態に
うるおう

保つ養生シート
「潤王」
は、建設現場を熟知
する太啓建設だからこそ開発できた製品。
軽量なため、作業負荷の
軽減にも貢献している「潤王」

コンクリートは固まる際に熱で膨張する
性質があり、ひび割れの原因となります。
そのため、水分を含ませた養生シートでコ
ンクリートの表面を被い、温度変化を緩や
かにして、急速な膨張・収縮を防ぎます。
これまで建設現場で使われてきた養生シ

太啓建設 「潤王」開発担当
はるやま

春山

しげき

茂樹さん

ートは湿潤が長続きせず、頻繁に散水する
必要がありました。この課題を解決したの

が「潤王」です。
「潤王」は水分が
徐々に養生シート
全体に行きわたる
よう縫製をジグザ
グにするなど、湿
潤を長続きさせる
ための工夫が随所
に施されています。「潤王」の登場でコンク
リートの品質が向上したことはもちろん、
建設現場における汚濁水の発生が抑制され、
環境負荷の低減にもつながりました。
「潤王」を含め、社会インフラ整備をトー
タルで担う太啓建設。今後も豊田のまちづ
くりに貢献していきます。

動画はコチラ

太啓建設
〒471・0071 東梅坪町10－３－３
☎31・1271
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