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ブドウのタルト
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ブ ド ウ

地産地食応援店「スイーツヴィレッジナカノ」の中野さん
に、ブドウを使ったスイーツのレシピを教わりました。
地産地食応援店「スイーツヴィレッジナカノ」の中野さん
に、ブドウを使ったスイーツのレシピを教わりました。

　でバターと砂糖を混ぜる時
は、空気を入れながら混ぜる
ことで口の中でホロっと崩れ
るようなタルトになります！

　でバターと砂糖を混ぜる時
は、空気を入れながら混ぜる
ことで口の中でホロっと崩れ
るようなタルトになります！

　でバターと砂糖を混ぜる時
は、空気を入れながら混ぜる
ことで口の中でホロっと崩れ
るようなタルトになります！

スイーツヴィレッジ
ナカノ

作り方

【タルト生地】
バター …………… 100㌘
砂糖（あれば三温糖） … 50㌘
全卵 ……………… 50㌘
★小麦粉 ………… 100㌘
★アーモンドプードル … 50㌘

【カスタード】
卵黄 ……………… ３個
砂糖 ……………… 50㌘
牛乳 ……………… 350cc
小麦粉 …………… 30㌘
バター …………… 30㌘

【仕上げ用】
巨峰 ……………… １房
生クリーム（硬め） … 適量
チョコレート …… 適量

中野 孝明

大島町旭７
☎52・3136
定休日／火・水曜日
営業時間／午前９時30分～
午後７時

常温に戻したバターに砂糖を加えてよく混ぜ、さらに卵、ふるった★を順
に混ぜ合わせ、まとまったらラップにくるみ冷蔵庫で１時間寝かせる
生地を厚さ２～３㍉に伸ばしてタルトの型に張り、同じ型を上に被せる
170度のオーブンで20分焼き、上に被せた型を外した状態でさらに５分焼く
牛乳に砂糖を半分加え、火にかける
卵黄に残りの砂糖を加えて素早く混ぜた後、ふるった小麦粉を加え混ぜる
　が沸騰する直前に火を止め、　に少しずつ加えて混ぜ、ざるでこす
　を混ぜながら熱し、沸騰後20秒くらいで火を止め、バターを加える
バターが溶けたらボウルに移し、混ぜながら全体を氷水で冷やす
溶かしたチョコレートをタルトの内側に塗り、固まるまで冷やす
カスタードを絞り、その上に生クリーム、巨峰を盛り付けたら完成♪
※つや出しのゼリーをかけて、南天を乗せるとさらに本格的に！

なかの  たかあき

さん

材料（５個分）

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU

昭和28年に堤町でぶどう
組合が結成され、市内で
の本格的な栽培が始まり
ました。現在は猿投・高
岡地区を中心に、デラウ
ェアと巨峰が栽培され、
７月中旬～８月下旬に収
穫されています。

※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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 自立生活センター十彩（といろ）
（☎31・1117 ✉toiro@utopia-wakamiya.com）
●ごちゃまぜ運動会～インクルーシブ社
会ってなぁに？～
　11月６日（土）午後１時～３時30分　　
とよた市民活動センター　　小学～高校
生（障がいの有無・種別不問）　　先着20
人　　500円　　９月６日（月）午前９時
から電話かＥメールで同団体

 竹の子会
（吉井☎080・6983・1014 ✉takenoko@kokorowith.com）
●傾聴を学び人間関係に生かそう！
　11月14日（日）午後１時30分～４時30分
　とよた市民活動センター　　先着30人
　3,000円　　９月５日（日）午前９時から
電話かＥメールで同団体　

 親子コミュケの会
（中西☎070・5258・9727 ✉oyacomyu@gmail.com）
●焚火を囲んでパパトーク～どんな遊びし
てる？～パパ交流会
　10月２日（土）午後１時30分～３時30分
　新とよパーク　　子育て中の父親（子
ども同伴可）　　先着11人　　500円　　
９月５日（日）午前10時からＥメールで同

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

ドローンチームNadeshiko

動画はコチラ

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

☎080・7944・0657
✉info@nadeshiko-drone.com

　　　　　30～60歳代　　　　　毎月第３土曜日か
日曜日　　　　　　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

団体　※つながる博ホームページからも
申込み可

メンタルセラピスト協会
（☎070・5337・7726 ✉nanairono_mori@yahoo.co.jp）
●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
　９月25日、10月９日、16日、11月６日、
27日、12月11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6,000円　　９月５日（日）午後１時から
電話かＥメールで同団体

十人十色
（清野☎090・4217・4861 ✉junintoiro2016@gmail.com）
●①講演「アドラー心理学で自分自身を勇気
づけよう」、②発達不安の子育て体験談
　９月15日（水）午前10時30分～正午　
とよた市民活動センター　　先着20人　
　2,000円（18歳以下無料）　　９月５日

（日）午前10時からＥメールで同団体　
　
 

 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
　９月19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　　９月５日（日）午前10時から
電話かＥメールで同団体　※つながる博
ホームページからも申込み可

 花やか豊田プラント
（☎58・5655）
●秋のハンギングバスケット作り
　９月21日（火）午後１時30分～３時　　
西山公園　　　先着30人　　4,400円　　
９月10日（金）午前10時から電話で同団体

  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）
●聞こえにくい人のおしゃべり会と音声
認識アプリの勉強
　10月23日（土）午前10時～正午　　福祉
センター　　耳が聞こえにくい人　　抽
選11人　　100円　　９月15日（水）まで
にファックスかＥメールで同団体
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　室内で楽しめるドローンアクティビティを提供し
たいと、平成30年から女性を中心に活動している団
体。手のひらサイズのドローンを活用し、操縦やプ
ログラミング学習を取り入れたテクノロジー遊びを
提案しています。「とよたつながる博」では未就学児
とその親を対象にしたアート、サイエンス要素を取
り入れたイベントを開催し、好評でした。

　小学生～大人対象のド
ローン体験教室を開催。
高齢者対象の「ずっと元
気！プロジェクト」参加中。

代表　　
汐江　満理子さん

代表　　
汐江　満理子さん
しおえ　  まりこしおえ　  まりこ

令和３年８月５日 

　足助高校の生徒と足助・旭・稲武・小原・下山中学校
の生徒が、日本大学文理学部次世代社会研究センターの
学生と大澤正彦センター長とともに山村の価値や魅力に
ついて考えるワークショップを行いました。生徒からは、
「十人十色の地域への思いがあった。視点を変えて地域
を見ることも大切」といった感想が聞かれました。
　今後は、市が制定を進めている「（仮称）豊田市山村地
域の持続的発展及び都市と山村の共生に関する条例」に
これらの意見を生かし、活力ある山村地域づくりや都市
と山村の共生によるまちづくりに取り組んでいきます。

山村のミライについて考えるワークショップを
開催しました

おおさわまさひこ

令和３年９月号38
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