
動画はコチラ

アユのクルスティアン
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アユ

地産地食応援店「Minette」の鈴木さんに、とよたのアユ
を使った料理のレシピを教わりました。
地産地食応援店「Minette」の鈴木さんに、とよたのアユ
を使った料理のレシピを教わりました。

ミネットミネット

ハラワタを別で炒めてソース
にすることで独特な香りがや
わらぎ、アユが苦手な人でも
美味しく食べられます。

Minette

作り方

アユ ……………… １匹
春巻きの皮 ……… １枚
ナス ……… ２分の１本

キュウリ … ３分の１本
山椒の実 ………… 少々
バター …………… 少々

白味噌 …………… 適量
オリーブオイル … 適量
塩コショウ ……… 少々

鈴木 亮

〒471・0026　若宮町１－27
－２　横井ビルＡ１　
☎42・7173　営業時間／午
前11時30分～午後２時
（L.O午後０時30分）、午後
６時～10時（L.O 午後８時）

1

山椒の実をさっと茹でて塩漬けにする
アユを３枚におろし、腹骨をすき取る（骨は　、ハラワタは　で使用）
アユの骨を低温の油できつね色になるまで揚げる
アユのハラワタをつぶしながらバターで炒めソースを作る
焼いて皮を取ったナスと白味噌をミキサーにかけてソースを作る（ミキサ
ーがない場合は包丁でたたいて合わせる）
種を取り５ミリ角に切ったキュウリ、　をオリーブオイルで炒め、塩コシ
ョウで味を整える
アユの身に軽く塩コショウをして、　のソースを塗り、　を間に挟む
　を春巻きの皮で巻いて、少し多めの油で両面がきつね色になるまで焼く
皿に　のソースを塗り、その上に　を乗せ、　をあしらったら完成♪

すずき りょう
さん

材料

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU
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－春巻き仕立て－

※新型コロナウイルス感染症の影響で営業
時間が変更になっている場合があります。
最新情報は店舗までお問い合わせください
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市内を流れる矢作川には、
数十万から数百万尾余り
の天然のアユが三河湾か
らのぼってきます。市内
に５か所ある「やな」では、
アユのつかみどりを楽し
めるほか、アユ料理を堪
能することができます。

令和３年５月11日 

　オリンピックに出場が内定した競泳の川本
武史選手（トヨタ自動車所属）、小西杏奈選手

（サイサン所属）、難波暉選手（新東工業所属）、
ソフトボールの渥美万奈選手、後藤希友選手、
峰幸代選手、山崎早紀選手（いずれもトヨタ
自動車所属）が、意気込みなどを語ってくれ
ました。また、すでに認定している小西選手
に加え、他の選手も豊田市わがまちアスリー
トに認定しました。夢を追いかけ、努力され
てきた皆さんが、オリンピックで活躍される
ことを期待しています。

東京2020オリンピック競技大会出場内定報告会＆豊田市わがまちアスリート認定式
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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

なないろ　えがお

動画はコチラ

談会）、８月20日（金）午前11時～午後２時
（相談会）、午後２時～４時（患者会）　　
とよた市民活動センター

 nico+ nicon yoga（ニコ ニコン ヨガ）
（今富☎080・8745・4492 
✉imatomiaiko@gmail.com）
●集中して発散して笑顔になるヨガ
　７月24日（土）午前11時～正午、午後１
時30分～２時30分　　とよた市民活動セ
ンター　　20～79歳　　各先着12人
500円　　７月６日（火）午前10時から電
話かＥメールで同団体

 

こころからだキレイ
（☎090・1234・0508 ✉kyorochanchu@gmail.com）
●目の疲れが気になる方へのセルフ整膚
　７月21日（水）午前10時45分～11時35分、

午前11時45分～午後０時35分　　とよた
市民活動センター　　子を持つ親　　各
先着11人　　７月５日（月）午前10時から
電話かＥメールで同団体

 要約筆記きこえのサークル　ダンボ
（高砂☎89・5202　FAX46・8738
✉toyotacity_danbo@yahoo.co.jp）
●聞こえにくい人のための振動と光で音
を感じる機材と音声認識字幕の体験とお
しゃべり会
　８月７日（土）午後２時～４時　　福祉
センター　　抽選11人　　100円　　７
月14日（水）までにファックスかＥメール
で同団体

なないろ　えがお
（山内☎080・3668・0062）
●リトミックあそびとスクラップブッキン
グ作り（①ひまわり、②敬老の日）
　①７月28日（水）　②９月３日（金）　※
いずれも午前10時20分～11時15分　　と
よた市民活動センター　　首座り～未就
学児と保護者　　各先着18組　　1,800円
　７月６日（火）午前９時からなないろえ
がおホームページに必要事項を入力

メンバーの出産をきっかけに、親子の笑顔をたくさ
ん作っていきたいと平成27年に活動を始めた団体。
首が座った子から未就園児までとその保護者を対象
に、季節に合わせた読み聞かせや製作遊び、表現遊
び、ダルクローズリトミックなどを楽しみます。親
子がふれあうことで笑顔があふれています。
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☎36・1730　FAX34・0015
✉ tec@city.toyota.aichi.jp

親子がふれあう遊びを通
して、育児を一層楽しく
し豊かな時間にしてもら
いたいです！

☎080・3668・0062
✉nanairoegao@gmail.com

　　　　　30歳代　　　　　手足型アート月１回、
リトミック月２回　　　　　　とよた市民活動セン
ターな

ど

￥￥

定定
 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
　７月29日（木）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平成30年４月～平成
31年３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令
和２年４月～令和３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　　７月６日（火）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 

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
　７月16日（金）午前11時～午後２時（相

対対
定定

申申

さぎやま
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対対

所所
申申

時時

メンバーメンバー 活動日活動日
活動場所活動場所

代表
山内　優歩さん

代表
山内　優歩さん

やまうち　ゆうほやまうち　ゆうほ
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