
動画はコチラ

夏野菜サンサンサラダ
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ト マ ト

地産地食応援店「サンサンCafe」の柴田さんに、とよたの
トマトを使ったサラダのレシピを教わりました。
地産地食応援店「サンサンCafe」の柴田さんに、とよたの
トマトを使ったサラダのレシピを教わりました。

ミニトマトは赤、黄、オレン
ジ色と様々な色のものを使用
すると、彩り鮮やかなサラダ
になります。

サンサンCafe

作り方

ミニトマト ……… 10個
キュウリ … ２分の１本
トウモロコシ … ６分の１本

枝豆 ……………… ４個
チーズ …………… 適量
海藻麺 …………… 適量

マヨネーズ … 大さじ１
ケチャップ … 大さじ１
レモン …… ３分の１個

柴田 瑞保

〒444・2342
則定町上栃の実27－１
☎090・8078・3084
定休日／月曜日
営業時間／午前８時～午後
２時

トウモロコシを茹で、厚さ１センチ㍍の輪切りにしたもの（１個）と芯から
外して粒だけにしたものを用意する
枝豆を茹でて、後ほど飾り付けに使用する２個以外は豆を出しておく
キュウリに軽く塩を振り、揉んでから切る
ミニトマトを２等分や４等分に切る
チーズを角切りにする
グラスの底にキュウリを貼り、海藻麺をミニトマト・キュウリ・枝豆（豆
のみ）の間に層になるように盛り付ける
最後にトウモロコシ（粒）、切ったチーズを上に散らし、枝豆（鞘付き）とト
ウモロコシ（輪切り）を飾り付ける
マヨネーズ・ケチャップにレモンを絞ったオーロラソースを作って完成♪

しばた　みずほ
さん

材料

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU

市内では、大玉からミ
ニトマトまで、様々な
トマトがハウスや路地
で栽培されています。
市内産のトマトは、市
内スーパーの産直コー
ナーや直売所などで購
入できます。

※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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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

がいどボランティアとよたネットワーク

動画はコチラ 視覚障がい者が交流の場に出やすくなるように支援
したいと平成16年に活動を始めた団体。ウオーキン
グを通じた視覚障がい者の社会参加促進と健康づく
り、手引き誘導法講習会の開催による手引きボラン
ティアの育成を行っています。支え合い助け合う

「人がやさしい街づくり」に貢献します。

☎36・1730　FAX34・0015
✉ tec@city.toyota.aichi.jp

視覚障がい者を支援する
活動は学ぶことが多く楽
しいです。ぜひ気軽にお
問い合わせください。

☎090・8731・4656　FAX32・7225
✉r07yvvec9f@hi3.enjoy.ne.jp

　　　　　40～80歳代　　　　　定例会毎月第１土
曜日、ウオーキング年６回、手引き誘導法講習会年
３回　　　　　　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

令和３年６月25日 

　協定は、「災害時にSkyDriveが物流ドローンを市に提
供し、連携して孤立集落などに物資輸送を行うこと」、
「災害以外の分野で物流ドローンの活用の場を広げる
ため、連携して実証実験を行うこと」を主な内容とし
ています。この物流ドローンは、最大30キロ㌘の荷物
の運搬ができ、着陸せずに荷物を昇降することもでき
ます。都市と山間部の両面を持つ豊田市において災害
時に大いに役立つだけでなく、日常生活においても新
たな可能性を広げてくれることを期待しています。

SkyDriveと「物流ドローンの災害時活用及び
社会実装促進に向けた協定」を締結しました

と保護者　　各先着15組　　1,000円　　
８月５日（木）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

 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
　８月19日（木）、９月18日（土）午前10時
～正午　　福祉センター　　100円
 
 親子コミュケの会

（中西☎070・5258・9727）
●つながろМＹ制服活動・リユースバザー
　８月29日（日）午後１時30分～４時　　
とよた市民活動センター

 

 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
　９月15日（水）午前10時～正午　　福祉

センター　　来年度入園を検討している
子と家族　　先着10組　　８月５日（木）
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

 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）
●介護予防指導士、音楽療法士、歯科衛
生士によるお話と体験して学ぶ介護予防
教室
　９月19日、10月17日、11月７日　※い
ずれも日曜日午前10時45分～正午　　と
よた市民活動センター　　65歳以上　　
各先着30人　　各回1,000円（３回2,700円）
　８月５日（木）午前９時から電話かＥメ
ールで同団体　※とよたミュージックケ
アの会ホームページからも申込み可

 うた声シュシュ
（☎090・4213・8554 ✉utagoe-shyushyu@docomo.ne.jp）
●親子で楽しむ幼児向け音楽会
　９月19日（日）午前11時～11時45分　　
とよた市民活動センター　　未就学児と
親　　先着10組　　８月５日（木）午前９
時からＥメールで同団体

時時 所所

￥￥ 高橋アスパの会
（棚田☎42・5028 　✉kushoyukami.0501.sho@gmail.com）
●秋・冬野菜の育て方、種子の採り方
　８月８日（日）午後１時30分～４時　　
とよた市民活動センター　　家庭菜園経
験者（初心者歓迎）　　先着40人　　500
円　　８月５日（木）午前９時から電話か
Ｅメールで同団体

 

 
 なないろ　えがお

（山内☎080・3668・0062）
●季節の手足型アート作り（①お月見、
②ハロウィン、③働く車、④クリスマス）
とダルクローズリトミック
　①９月１日（水）　②10月20日（水）　③
11月29日（月）　④12月８日（水）　※いず
れも午前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

申申

ゆさ

時時 所所
対対

定定
申申

￥￥

時時
所所 ￥￥

時時

所所

定定

対対 時時 所所

対対
定定 申申

時時
所所

対対 定定

申申
￥￥

時時 所所
対対

定定 申申

代表 　　
太田　芳彦さん

代表 　　
太田　芳彦さん
おおた　よしひこおおた　よしひこ
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動画はコチラ

夏野菜サンサンサラダ
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ト マ ト

地産地食応援店「サンサンCafe」の柴田さんに、とよたの
トマトを使ったサラダのレシピを教わりました。
地産地食応援店「サンサンCafe」の柴田さんに、とよたの
トマトを使ったサラダのレシピを教わりました。

ミニトマトは赤、黄、オレン
ジ色と様々な色のものを使用
すると、彩り鮮やかなサラダ
になります。

サンサンCafe

作り方

ミニトマト ……… 10個
キュウリ … ２分の１本
トウモロコシ … ６分の１本

枝豆 ……………… ４個
チーズ …………… 適量
海藻麺 …………… 適量

マヨネーズ … 大さじ１
ケチャップ … 大さじ１
レモン …… ３分の１個

柴田 瑞保

〒444・2342
則定町上栃の実27－１
☎090・8078・3084
定休日／月曜日
営業時間／午前８時～午後
２時

トウモロコシを茹で、厚さ１センチ㍍の輪切りにしたもの（１個）と芯から
外して粒だけにしたものを用意する
枝豆を茹でて、後ほど飾り付けに使用する２個以外は豆を出しておく
キュウリに軽く塩を振り、揉んでから切る
ミニトマトを２等分や４等分に切る
チーズを角切りにする
グラスの底にキュウリを貼り、海藻麺をミニトマト・キュウリ・枝豆（豆
のみ）の間に層になるように盛り付ける
最後にトウモロコシ（粒）、切ったチーズを上に散らし、枝豆（鞘付き）とト
ウモロコシ（輪切り）を飾り付ける
マヨネーズ・ケチャップにレモンを絞ったオーロラソースを作って完成♪

しばた　みずほ
さん

材料

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU

市内では、大玉からミ
ニトマトまで、様々な
トマトがハウスや路地
で栽培されています。
市内産のトマトは、市
内スーパーの産直コー
ナーや直売所などで購
入できます。

※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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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

がいどボランティアとよたネットワーク

動画はコチラ 視覚障がい者が交流の場に出やすくなるように支援
したいと平成16年に活動を始めた団体。ウオーキン
グを通じた視覚障がい者の社会参加促進と健康づく
り、手引き誘導法講習会の開催による手引きボラン
ティアの育成を行っています。支え合い助け合う

「人がやさしい街づくり」に貢献します。

☎36・1730　FAX34・0015
✉ tec@city.toyota.aichi.jp

視覚障がい者を支援する
活動は学ぶことが多く楽
しいです。ぜひ気軽にお
問い合わせください。

☎090・8731・4656　FAX32・7225
✉r07yvvec9f@hi3.enjoy.ne.jp

　　　　　40～80歳代　　　　　定例会毎月第１土
曜日、ウオーキング年６回、手引き誘導法講習会年
３回　　　　　　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

令和３年６月25日 

　協定は、「災害時にSkyDriveが物流ドローンを市に提
供し、連携して孤立集落などに物資輸送を行うこと」、
「災害以外の分野で物流ドローンの活用の場を広げる
ため、連携して実証実験を行うこと」を主な内容とし
ています。この物流ドローンは、最大30キロ㌘の荷物
の運搬ができ、着陸せずに荷物を昇降することもでき
ます。都市と山間部の両面を持つ豊田市において災害
時に大いに役立つだけでなく、日常生活においても新
たな可能性を広げてくれることを期待しています。

SkyDriveと「物流ドローンの災害時活用及び
社会実装促進に向けた協定」を締結しました

と保護者　　各先着15組　　1,000円　　
８月５日（木）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

 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
　８月19日（木）、９月18日（土）午前10時
～正午　　福祉センター　　100円
 
 親子コミュケの会

（中西☎070・5258・9727）
●つながろМＹ制服活動・リユースバザー
　８月29日（日）午後１時30分～４時　　
とよた市民活動センター

 

 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
　９月15日（水）午前10時～正午　　福祉

センター　　来年度入園を検討している
子と家族　　先着10組　　８月５日（木）
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

 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）
●介護予防指導士、音楽療法士、歯科衛
生士によるお話と体験して学ぶ介護予防
教室
　９月19日、10月17日、11月７日　※い
ずれも日曜日午前10時45分～正午　　と
よた市民活動センター　　65歳以上　　
各先着30人　　各回1,000円（３回2,700円）
　８月５日（木）午前９時から電話かＥメ
ールで同団体　※とよたミュージックケ
アの会ホームページからも申込み可

 うた声シュシュ
（☎090・4213・8554 ✉utagoe-shyushyu@docomo.ne.jp）
●親子で楽しむ幼児向け音楽会
　９月19日（日）午前11時～11時45分　　
とよた市民活動センター　　未就学児と
親　　先着10組　　８月５日（木）午前９
時からＥメールで同団体

時時 所所

￥￥ 高橋アスパの会
（棚田☎42・5028 　✉kushoyukami.0501.sho@gmail.com）
●秋・冬野菜の育て方、種子の採り方
　８月８日（日）午後１時30分～４時　　
とよた市民活動センター　　家庭菜園経
験者（初心者歓迎）　　先着40人　　500
円　　８月５日（木）午前９時から電話か
Ｅメールで同団体

 

 
 なないろ　えがお

（山内☎080・3668・0062）
●季節の手足型アート作り（①お月見、
②ハロウィン、③働く車、④クリスマス）
とダルクローズリトミック
　①９月１日（水）　②10月20日（水）　③
11月29日（月）　④12月８日（水）　※いず
れも午前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

申申

ゆさ

時時 所所
対対

定定
申申

￥￥

時時
所所 ￥￥

時時

所所

定定

対対 時時 所所

対対
定定 申申

時時
所所

対対 定定

申申
￥￥

時時 所所
対対

定定 申申

代表 　　
太田　芳彦さん

代表 　　
太田　芳彦さん
おおた　よしひこおおた　よしひこ
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