
動画はコチラ

抹茶ようかん
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抹 茶

地産地食応援店「豊田両口屋」の鈴村さんに、とよたの
抹茶を使った和菓子のレシピを教わりました。

材料を鍋で溶かすときに混ぜ
すぎないように注意！優しく
一定の方向に混ぜることで適
度にコシのあるおいしいよう
かんができます！

豊田両口屋

作り方

抹茶 ……………… ３㌘
糸寒天 …………… 10㌘

白ザラ糖 ………… 200㌘
白あん …………… 460㌘

水あめ …………… 50㌘
水 ………………… 330㌘

鈴村 幸一郎

〒473・0932 堤町平松170
☎53・0308
定休日／火曜日、第３月曜
日　営業時間／午前８時30
分～午後７時
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糸寒天をたっぷりの水（分量外）につけて戻しておく
抹茶と水あめを混ぜ合わせる
鍋に水を切った　の糸寒天と水を入れて強火にかける
糸寒天が溶けたら白ザラ糖を入れる
白ザラ糖が溶けたら白あんを少しずつ入れる
白あんが溶けたら一度火から下ろしてこし、もう一度火にかける
とろみがついてきたら　を加える
ヘラから垂らしたときに少し山ができるくらいになったら、火から下ろし
て型に流し込む
一晩置いて固まったら、食べやすい大きさに切り分けて完成♪

すずむら  こういちろう
さん

材料　※縦13.5㌢×横15㌢×深さ4.5㌢の型を使用

今月のおすすめMENU

文化文政の頃に市南
部でお茶の栽培が始
まったとされます。
抹茶の原料となるて
ん茶は全国トップレ
ベルの品質を誇り、
県内でも有数の茶所
となっています。

とよた市民活動センター

時 とき　所 ところ　対 対象　定 定員　￥  参加費・入場料　他 その他 　申 申込み　問 問合せ省略記号

認定NPO法人 花やか豊田プラント

動画はコチラ

 ガールスカウト三河北地区協議会
（深津☎090・4440・1171）
●ガールスカウトの活動の体験とクイズラリー
　５月22日（土）午前10時～午後３時　　
とよしば

 こどもはれるFsC右脳みらい∞
（鷺山☎090・5933・4285 
✉kodomohareru@gmail.com）
●発語を促すカードや絵本など脳に働き
かけるあそびと座談会
　５月24日（月）①午前10時30分～11時25
分　②午前11時30分～午後０時25分　③
午後０時30分～１時25分　　とよた市民
活動センター　　①令和２年４月～令和
３年２月生まれの子と親　②平成31年４
月～令和２年３月生まれの子と親　③平
成30年４月～平成31年３月生まれの子と
親※過去に参加のない親子　　各先着６
組　５月５日（水）午前10時からＥメール
で同団体

 がんのピアサポート楽みかわ 
（☎090・9225・4141）
●がん治療体験者による相談会と患者会
　①５月21日（金）午前11時～午後２時

（相談会）　②６月18日（金）午前11時～午
後２時（相談会）　③午後２時～４時（患
者会）　　とよた市民活動センター

 メンタルセラピスト協会
（☎070・5337・7726）
●①ぬり絵で色彩心理ワークショップ、②“こ
ころのクセ”を見直すふだんづかいの心理学
　５月29日、６月19日、26日、７月17日、
31日の土曜日①午後１時30分～３時　②
午後３時30分～５時 　　とよた市民活動
センター　　各先着12人　　各5,000円　
　５月６日（木）午前10時から電話で同団体

 とよたミュージックケアの会
（秋山☎090・4250・1905 ✉aki-yama@pk9.so-net.ne.jp）
　いずれもところはとよた市民活動セン
ター。申込みは５月５日（水）午前９時か
ら電話かEメールで同団体。
●アフリカの太鼓で即興演奏をする
　６月13日（日）午後２時～３時　　先着
15人　　1,000円（小学生以下500円）
●ボイストレーナーと懐かしい歌を歌う
　５月21日、６月11日、７月30日の金曜
日午前10時45分～正午　　おおむね60歳
以上　　先着20人　　1,000円

 なないろえがお
（山内☎080・3668・0062）
●季節の手足型アート作り（①父の日、②
七夕、③海の生き物）とダルクローズリト
ミック
　①５月26日　②６月30日　③７月14日
※いずれも水曜日午前10時30分～11時10
分　　とよた市民活動センター　　首座
り～未就園児と保護者　　各先着15組　
　1,000円　　５月６日（木）午前10時から
同団体ホームページに必要事項を入力

 豊田・加茂菜の花プロジェクト
（梅谷☎41・4837）
●三河みりんの伝統から学ぶ製法・環境・
事業へのこだわり
　５月８日（土）午後１時30分～４時30分
　福祉センター　 　先着11人　　500円
　５月５日（水）午前10時から電話で同団体
 
 「つぶやきを形に」有言実行本舗

（鳥居☎090・8459・1865）
●日常の悩みや思いを出しあい皆で話し合う
　５月19日(水)午前10時～正午　　福祉
センター　　100円

豊田市を潤いある花いっぱいのまちにしたいとの思
いで、平成19年から活動している団体。道路の花か
ざり活動、企業・店舗などの玄関先や個人宅の花か
ざり事業を展開。また、市民向けに、立体的花かざ
り手法の一つである「ハンギングバスケット」の講座
を開催し、花かざりの普及・啓発も行っています。
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☎36・1730　FAX34・0015
✉ tec@city.toyota.aichi.jp

☎58・5655
✉hanaya55@movie.ocn.ne.jp

豊田市を花いっぱいのまちに
するため、活動を続けてい
ます。一緒に活動してくれ
るメンバーを募集中です！

メンバー
八木三郎さん

メンバー
八木三郎さん

や ぎ   さ ぶ ろ うや ぎ   さ ぶ ろ う

　　　　　60～70代　　　　　毎週月～土曜日午前
９時～11時30分　　　　　　豊田インターチェンジ、
国道248号（トヨタ町地内）、豊田市駅前など

メンバーメンバー 活動日活動日
活動場所活動場所

さぎやま

とりい

令和３年３月24日 

　平成25年度から整備を進めていた一般国道301号松
平バイパスの松平トンネルが３月24日に開通しました。
　同パイパスの整備は、東海環状自動車道の豊田松平
インターチェンジへのアクセス強化とともに、市の中
心市街地から豊田・岡崎地区研究開発施設（下山地区）
へのアクセス強化を図ることを目的に進められてきま
した。今回は、全事業区間3.1キロ㍍のうち、松平トン
ネルを含むバイパス区間1.9キロ㍍が開通しました。今
後、利便性の向上とともに市内の地域がより密接に繋
がっていくことに期待しています。

松平トンネルが開通しました

令和３年５月号30
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