
動画はコチラ

和風煮込み鹿バーグ
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鹿 肉

地産地食応援店「山里カフェMui」の清水さんに、とよた
の鹿肉を使ったジビエ料理のレシピを教わりました。
地産地食応援店「山里カフェMui」の清水さんに、とよた
の鹿肉を使ったジビエ料理のレシピを教わりました。

鹿ミンチに、少し多めのパン
粉とマヨネーズを加えること
で、ふわふわで食べ応えある
鹿バーグになります！

山里カフェMui

作り方

鹿ミンチ ………… 80㌘
タマネギ … ４分の１個
パン粉 ……………… 18㌘
卵 ………… ２分の１個
水 …………… 大さじ１
マヨネーズ ……… 10㌘
酒 …………… 大さじ１

塩・コショウ …… 少々
シメジ …………… 10㌘
マイタケ ………… 10㌘
シイタケ ………… 10㌘

（Ａ）酒 ……… 小さじ１
（Ａ）砂糖 …… 大さじ１
（Ａ）しょうゆ … 大さじ１

（Ａ）水 … ２分の１カップ
（Ａ）和風だし … 小さじ２分の１
（Ｂ）片栗粉 … 小さじ１
（Ｂ）水 ……… 小さじ１
サラダ油 ………… 少々

清水 潤子

北小田町伯母平26
☎090・5037・5199
定休日／不定休
営業時間／午前11時～午後
４時（ランチ（午後２時ま
で）は前日までに要予約）　

タマネギをみじん切りにしてしんなりするまで炒め、皿に出しておく
ボウルに鹿ミンチと酒を入れて混ぜた後、水で湿らせたパン粉、卵、マヨネーズ、
　を加えてこね、塩・コショウを加えてさらによくこねる
　を小判型に丸めて、両手で交互にキャッチボールするようにして空気を抜き、
真ん中をくぼませる
フライパンにサラダ油をひき、　を弱火で両面３分ずつ焼いて、皿に出しておく
フライパンの汚れを軽くふき取った後、サラダ油をひき、シメジ、マイタケ、シ
イタケをしんなりするまで炒める
　に（Ａ）を入れて煮立ったら、　を入れて、弱火で８分煮込む
仕上げに（Ｂ）を入れてソースにとろみをつけたら完成！

しみず  じゅんこ
さん

材料

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU

鹿肉は他の食肉と比べて低カロリ
ー・高たんぱくで鉄分が豊富です。
脂肪分が少ないため、近年ヘルシ
ー食材として注目を集めています。
市内では山里カフェMui、猪鹿工
房山恵（新盛町菅田20－１）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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10月23日（土）に「ジ
ビエマルシェ in 鞍
ケ池公園」を開催し
ます。詳しくは28㌻
をご覧ください。

関連情報

こころからだキレイ
（梅村☎090・1234・0508 ✉kyorochanchu@gmail.com）
●スマートフォン操作などによる手・腕・
肘トラブルのセルフ整膚
　10月20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　　親（子ども同伴可）
　各先着11人　　10月５日（火）午前10時
から電話かＥメールで同団体

がんのピアサポート楽（らっく）みかわ 
（☎090・9225・4141）
●がん治療体験者による相談会と患者会
　10月15日（金）午前11時～午後２時（相
談会）、午後２時～４時（患者会）、11月19
日（金）午前11時～午後２時（相談会）　　
とよた市民活動センター

こどもはれるFsC　右脳みらい∞（エイト）

（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
　10月28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

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

オールド・アート会

動画はコチラ

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

☎090・7300・1682　FAX44・1173
✉aa-sawai@hm7.aitai.ne.jp

　　　　　60～80歳代　　　　　毎月第１・３木曜
日午前10時～午後０時30分　　　　　　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

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６月生まれの子と
親　※過去に参加のない親子　　各先着
６組　　10月５日（火）午前10時からＥメ
ールで同団体

Rose de Rosa（ローズ デ ローザ）
（中☎090・3708・2189 ✉tamra3175od@yahoo.co.jp）
●～ローズが贈る～心で歌うコンサート
ピアノ曲と共に
　11月７日（日）午後２時30分～４時　
参合館　　先着30人　 　 1,500円

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）
●ボイストレーナーと童謡・唱歌・昭和
歌謡を歌う
　10月15日、11月19日の金曜日午前10時
45分～正午　　とよた市民活動センター
　おおむね60歳以上　　各先着25人　　
1,000円　　10月５日（火）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-syusyu@docomo.ne.jp）
●歌・手あそび・読み聞かせを楽しむ幼
児向け音楽会
　11月28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20組　　10月５日（火）午前９
時からＥメールで同団体

さぎやま

対対

定定 申申

時時
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所所
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定
所
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時
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時時
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　楽しんで絵を描く機会を増やしたいと平成15年に
活動を始めた団体。画法やテーマ、使う道具は自由
で、自分の好きなように絵を描きます。年１回の絵
画展や福祉施設などでの常設展示で多くの皆さんに
見てもらうために、メンバー同士で相談し合ったり
講師に教えてもらったりして心を込めて仕上げます。

　絵を描きながらお話も
楽しみたい人は是非。団
体名はオールドですが若
い人も大歓迎です。

対対

時時

所所

対対

定定
申申

対対

幹事　　
沢井　晃さん

幹事　　
沢井　晃さん

　  さわい あきら　  さわい あきら

令和３年９月13日 

　東京2020パラリンピック競技大会の陸上競技４×100
ｍユニバーサルリレーで、銅メダルを獲得した豊田市わ
がまちアスリートの鈴木朋樹選手（トヨタ自動車所属）に

「豊田市スポーツ栄誉賞」を贈呈しました。ユニバーサル
リレーは、障がいの異なる男女４人の選手がタッチでつ
なぐリレーで、日本代表は、正確なタッチで見事銅メダ
ルに輝きました。
　オリンピック、パラリンピックに出場した豊田市わが
まちアスリートの皆さん、大きな感動をありがとうござ
いました。今後の活躍も期待しています。

鈴木朋樹選手に「豊田市スポーツ栄誉賞」を
贈呈しました

すずき　   ともき

令和３年10月号34



動画はコチラ

和風煮込み鹿バーグ

1

2

4

3

5

7

6

鹿 肉

地産地食応援店「山里カフェMui」の清水さんに、とよた
の鹿肉を使ったジビエ料理のレシピを教わりました。
地産地食応援店「山里カフェMui」の清水さんに、とよた
の鹿肉を使ったジビエ料理のレシピを教わりました。

鹿ミンチに、少し多めのパン
粉とマヨネーズを加えること
で、ふわふわで食べ応えある
鹿バーグになります！

山里カフェMui

作り方

鹿ミンチ ………… 80㌘
タマネギ … ４分の１個
パン粉 ……………… 18㌘
卵 ………… ２分の１個
水 …………… 大さじ１
マヨネーズ ……… 10㌘
酒 …………… 大さじ１

塩・コショウ …… 少々
シメジ …………… 10㌘
マイタケ ………… 10㌘
シイタケ ………… 10㌘

（Ａ）酒 ……… 小さじ１
（Ａ）砂糖 …… 大さじ１
（Ａ）しょうゆ … 大さじ１

（Ａ）水 … ２分の１カップ
（Ａ）和風だし … 小さじ２分の１
（Ｂ）片栗粉 … 小さじ１
（Ｂ）水 ……… 小さじ１
サラダ油 ………… 少々

清水 潤子

北小田町伯母平26
☎090・5037・5199
定休日／不定休
営業時間／午前11時～午後
４時（ランチ（午後２時ま
で）は前日までに要予約）　

タマネギをみじん切りにしてしんなりするまで炒め、皿に出しておく
ボウルに鹿ミンチと酒を入れて混ぜた後、水で湿らせたパン粉、卵、マヨネーズ、
　を加えてこね、塩・コショウを加えてさらによくこねる
　を小判型に丸めて、両手で交互にキャッチボールするようにして空気を抜き、
真ん中をくぼませる
フライパンにサラダ油をひき、　を弱火で両面３分ずつ焼いて、皿に出しておく
フライパンの汚れを軽くふき取った後、サラダ油をひき、シメジ、マイタケ、シ
イタケをしんなりするまで炒める
　に（Ａ）を入れて煮立ったら、　を入れて、弱火で８分煮込む
仕上げに（Ｂ）を入れてソースにとろみをつけたら完成！

しみず  じゅんこ
さん

材料

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU

鹿肉は他の食肉と比べて低カロリ
ー・高たんぱくで鉄分が豊富です。
脂肪分が少ないため、近年ヘルシ
ー食材として注目を集めています。
市内では山里カフェMui、猪鹿工
房山恵（新盛町菅田20－１）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

1

2

3

5 4

10月23日（土）に「ジ
ビエマルシェ in 鞍
ケ池公園」を開催し
ます。詳しくは28㌻
をご覧ください。

関連情報

こころからだキレイ
（梅村☎090・1234・0508 ✉kyorochanchu@gmail.com）
●スマートフォン操作などによる手・腕・
肘トラブルのセルフ整膚
　10月20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　　親（子ども同伴可）
　各先着11人　　10月５日（火）午前10時
から電話かＥメールで同団体

がんのピアサポート楽（らっく）みかわ 
（☎090・9225・4141）
●がん治療体験者による相談会と患者会
　10月15日（金）午前11時～午後２時（相
談会）、午後２時～４時（患者会）、11月19
日（金）午前11時～午後２時（相談会）　　
とよた市民活動センター

こどもはれるFsC　右脳みらい∞（エイト）

（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
　10月28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

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

オールド・アート会

動画はコチラ

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

☎090・7300・1682　FAX44・1173
✉aa-sawai@hm7.aitai.ne.jp

　　　　　60～80歳代　　　　　毎月第１・３木曜
日午前10時～午後０時30分　　　　　　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

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６月生まれの子と
親　※過去に参加のない親子　　各先着
６組　　10月５日（火）午前10時からＥメ
ールで同団体

Rose de Rosa（ローズ デ ローザ）
（中☎090・3708・2189 ✉tamra3175od@yahoo.co.jp）
●～ローズが贈る～心で歌うコンサート
ピアノ曲と共に
　11月７日（日）午後２時30分～４時　
参合館　　先着30人　 　 1,500円

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）
●ボイストレーナーと童謡・唱歌・昭和
歌謡を歌う
　10月15日、11月19日の金曜日午前10時
45分～正午　　とよた市民活動センター
　おおむね60歳以上　　各先着25人　　
1,000円　　10月５日（火）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-syusyu@docomo.ne.jp）
●歌・手あそび・読み聞かせを楽しむ幼
児向け音楽会
　11月28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20組　　10月５日（火）午前９
時からＥメールで同団体

さぎやま

対対

定定 申申

時時

申申

所所
定定 ￥￥

定
所

￥
時

時時
所所

定 申申

時時

所所

時 所

　楽しんで絵を描く機会を増やしたいと平成15年に
活動を始めた団体。画法やテーマ、使う道具は自由
で、自分の好きなように絵を描きます。年１回の絵
画展や福祉施設などでの常設展示で多くの皆さんに
見てもらうために、メンバー同士で相談し合ったり
講師に教えてもらったりして心を込めて仕上げます。

　絵を描きながらお話も
楽しみたい人は是非。団
体名はオールドですが若
い人も大歓迎です。

対対

時時

所所

対対

定定
申申

対対

幹事　　
沢井　晃さん

幹事　　
沢井　晃さん

　  さわい あきら　  さわい あきら

令和３年９月13日 

　東京2020パラリンピック競技大会の陸上競技４×100
ｍユニバーサルリレーで、銅メダルを獲得した豊田市わ
がまちアスリートの鈴木朋樹選手（トヨタ自動車所属）に

「豊田市スポーツ栄誉賞」を贈呈しました。ユニバーサル
リレーは、障がいの異なる男女４人の選手がタッチでつ
なぐリレーで、日本代表は、正確なタッチで見事銅メダ
ルに輝きました。
　オリンピック、パラリンピックに出場した豊田市わが
まちアスリートの皆さん、大きな感動をありがとうござ
いました。今後の活躍も期待しています。

鈴木朋樹選手に「豊田市スポーツ栄誉賞」を
贈呈しました

すずき　   ともき

35


