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動画はコチラ
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ジ ャ ガ イ モ

地産地食応援店「ROKU KANDA」の永田さんに、とよた
のジャガイモを使った料理のレシピを教わりました。
地産地食応援店「ROKU KANDA」の永田さんに、とよた
のジャガイモを使った料理のレシピを教わりました。

ベーコンは厚めにスライスし
てしっかり焼き目をつけると
ホクホクしたジャガイモとの
食感の違いを楽しめるのでお
すすめです！

ROKU KANDA

作り方

ジャガイモ（メークイン） 
…………………… 600㌘
タマネギ … ４分の１個
ベーコン ………… 200㌘

酢 …………… 大さじ１
★黒コショウ …… 少々
★マヨネーズ …… 90㌘
★塩 ………… 小さじ１

お好みの肉 ……… 適量
塩コショウ ……… 少々
小麦粉 …………… 適量
卵 ………………… 適量
パン粉 …………… 適量

永田 智佳代

神田町１－５－４
☎63・5779
営業時間／午前11時30分～
午後２時、午後５時～10時

（金・土曜日は11時まで）

ジャガイモをよく洗い、皮付きのまま20分間蒸す
蒸し終わったら、皮を剥いて潰し、熱いうちに酢を加えて混ぜる
タマネギをみじん切りし、少し塩（分量外）を加えて、出てきた水分を絞る
オリーブオイルをひいたフライパンでベーコンを両面じっくり焼く
　に　、　、★を加えて混ぜ合わせればポテトサラダの完成♪
お好みの肉（今回は豚ヒレ肉を使用）に塩コショウを振り、２枚の肉の間に
ポテトサラダを挟む
　に小麦粉をまぶし、卵にくぐらせてパン粉をつける
170℃に熱した油で約５分揚げれば、完成！

ながた  　  ちかよ
さん

材料

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU

市内では猿投・藤岡・
小原地区で栽培が盛
んです。主な品種は

「男爵」と「キタアカ
リ」で、地元市場へ
の出荷だけでなく、
学校給食へも供給さ
れています。

【ポテトサラダ４人分】
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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

とよた♡笑いクラブ

動画はコチラ

 じっくり傾聴チーム
（服部☎080・5107・9135）
●ココロのマッサージ「話せば楽になる
処」傾聴カフェ
　６月24日（木）、７月17日（土）午前10時
～正午　　福祉センター　　100円

ヒッポファミリークラブ　豊田
 （☎0120・557・761）
　いずれもところはとよた市民活動セン
ター。定員は各先着20人。申込みは６月
７日（月）午前９時から電話で同団体。
●「７か国語で話そう。」講演会
　６月19日（土）、24日（木）午前10時30分
～午後０時30分　　託児有り（無料、要
予約）
●親子で考える留学説明会
　６月27日（日）午後２時～４時

ケナフ楽習フレンド 
（小山☎090・9193・9388）
●ローゼルケナフ栽培とジャム・ハーブ
ティー作り
　６月18日（金）、19日（土）午後１時30分
～４時　　堤町・みよし市莇生町の果樹
畑　　各先着20人　　10月まで月１回程

度管理作業有り　　６月５日（土）午前９
時30分から電話で同団体　

がいどボランティアとよたネットワーク
（太田☎090・8731・4656 ✉r07yvvec9f@hi3.enjoy.ne.jp）
●人がやさしい街づくり　視覚障がい者
を手引き誘導する講習会
　６月20日（日）午前10時30分～午後４時
　とよた市民活動センター　　先着11人
　500円　　６月５日（土）午前10時から
電話かＥメールで同団体

 花やか豊田プラント
（☎58・5655）
●初夏のハンギングバスケット作り
　６月22日（火）午後１時30分～３時　　
西山公園　 　先着30人　　4,400円
６月10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６月５日（土）午前９時か
ら電話かEメールで同団体。
●お話付コンサートと歌や手遊び
　７月３日（土）午前11時～正午、午後２

時～３時　　親子　　各先着15組　　1,0
00円（小学生以下無料）
●アフリカの太鼓で即興演奏
　７月11日（日）午後２時～３時　　先着
15人　　1,000円（小学生以下500円）

 親子ふれあい　Matony
（山内☎090・6763・5637）
●季節の手足型アート作り（①父の日、②
七夕）と英語リズム
　①６月14日　②28日　※いずれも月曜
日午前11時30分～午後０時30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９組　　1,500円　
　６月５日（土）午前10時から電話で同団
体

 野外保育とよた森のたまご
（遊佐☎080・5122・1052 ✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）
●野外保育「森のようちえん」入園説明会
　７月３日（土）午前10時～正午　　自然
観察の森　　来年度入園を検討している
子と家族　　先着10組　　６月５日（土）
午前10時からＥメールで同団体　※野外
保育とよた森のたまごホームページから
も申込み可

「笑うことで前向きになれる」幸福感をもたらす笑い
を豊田市に広めるために、平成21年に活動を始めた
団体。コロナ禍では、健康教室として、声をおさえ
ながらもハミングや沈黙笑いなどを取り入れながら
手足を動かす運動を行っています。マスク越しです
が口角を上げ表情を明るくし活動しています。
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☎36・1730　FAX34・0015
✉ tec@city.toyota.aichi.jp

現在は人数を制限し笑い
をおさえての活動なので、
コロナが明けたら笑いヨ
ガを再開したいです！

☎28・8858　FAX28・8858
✉ota@hm8.aitai.ne.jp

　　　　　30～80歳代　　　　　毎週月曜日午後１
時30分～２時45分な

ど　　　　　　とよた市民活動セ
ンターな

ど

メンバーメンバー 活動日活動日
活動場所活動場所

対対

定定

￥￥

他他
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時時 所所
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代表
太田久美子さん

代表
太田久美子さん
おおた くみこおおた くみこ

令和３年５月１日 

　鞍ケ池公園にレストランや宿泊施設を含むキャンプ
フィールド、カフェ、乗馬体験施設などが完成し、リ
ニューアルオープンしました。
　鞍ケ池公園は、これまでもファミリーが無料で楽し
める公園として皆さんに愛されてきましたが、豊かな
自然を生かし、子どもから大人までアウトドアが楽し
めるという新たな魅力が加わりました。
　これまで以上に多くの人が訪れ、素敵な時間が過ご
せる公園を目指していきます。変化していく鞍ケ池公
園に是非お越しください。
※12㌻に関連情報を掲載しています

鞍ケ池公園がリニューアルオープンしました
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