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サ ツ マ イ モ

地産地食応援店「ソルボンヌ洋菓子店」の山田さんに、とよ
たのサツマイモ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「ソルボンヌ洋菓子店」の山田さんに、とよ
たのサツマイモを使ったスイーツのレシピを教わりました。

ソルボンヌ
洋菓子店
ソルボンヌ
洋菓子店

作り方作り方

サツマイモ ……… 500㌘
バター …………… 60㌘
砂糖 ……………… 60㌘

サツマイモ ……… 500㌘
バター …………… 60㌘
砂糖 ……………… 60㌘

卵黄 ……………… ４個
生クリーム ……… 60㌘
ハチミツ ………… 20㌘

卵黄 ……………… ４個
生クリーム ……… 60㌘
ハチミツ ………… 20㌘

ラム酒 … 少 （々お好み）
土台（タルト生地、ア
ルミカップな

ど）… 適量

ラム酒 … 少 （々お好み）
土台（タルト生地、ア
ルミカップな

ど）… 適量
山田 晴紀山田 晴紀

若宮町８－１－８
☎31・1015
定休日／不定休
営業時間／午前９時30分～
午後７時

若宮町８－１－８
☎31・1015
定休日／不定休
営業時間／午前９時30分～
午後７時

サツマイモをよく洗って、焼イモを作り、冷めたら皮をむいて裏ごしする
バターと砂糖をしっかりとすり合わせる
　に　、卵黄、生クリーム、ハチミツ、ラム酒を順に加え、ムラがないように混
ぜ合わせる
お好みの土台に生地を絞り、オーブントースターで表面に焼き目がつくまで15分
程度焼いたら、完成♪
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程度焼いたら、完成♪

やまだ   はるきやまだ   はるき

さんさん

材料材料

今月のおすすめMENU今月のおすすめMENU

比較的栽培しやすく、紅あずまや
シルクスイートなど様々な品種が
市内各地で栽培されています。
寒さに弱いので、冷蔵庫に入れず
日の当たらないところで保存する
のがおすすめです。

※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

※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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　でバターがダマにならない
ようしっかりとすり合わせる
ことで、きれいでなめらかな
スイートポテトになります！

　でバターがダマにならない
ようしっかりとすり合わせる
ことで、きれいでなめらかな
スイートポテトになります！
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50円）　　とよた森林学校の北岡先生と
たくさんの不思議やおもしろいを見つけ
る　　11月５日（金）午前10時からＥメー
ルで同団体

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）
●おしゃべりコンサート「朗読の世界～
注文の多い料理店」

　

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

野外保育とよた森のたまご

動画はコチラ

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

☎080・5122・1052　FAX77・9028
✉morinotamago2010@yahoo.co.jp

　　　　　20～40歳代　　　　　毎週火～金曜日午
前９時30分～午後２時　　　　　　九久平町
メンバーメンバー 活動日活動日

活動場所活動場所

　12月18日（土）午後１時～２時15分、午
後３時30分～４時45分　　とよた市民活
動センター　　各先着40人　　2,000円

（小学生以下500円）　　朗読家をゲスト
に物語と音楽を味わう。朗読体験有り　
　11月５日（金）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

フリースペースＫ
（☎32・0105 ✉freespacek@yahoo.co.jp）
●あつまれちびっこかいじゅう！こわ
せ！やぶれ！あばれろ！
　11月26日（金）午前10時～11時　　崇化
館交流館　　２～３歳児と保護者　　先
着40人　　200円　　身近な素材を使っ
て遊ぶ　　11月５日（金）午前10時30分か
ら電話かＥメールで同団体

ケナフ楽習フレンド 
（小山☎090・9193・9388）
●ローゼルケナフ収穫ボランティア体験
会
　11月12日（金）、13日（土）午後１時30分
～３時30分　　堤町・みよし市莇生町の
果樹畑　　各先着11人　　ローゼルケナ
フを収穫し、ジャムやハーブティー作り
などに活用する　　11月５日（金）午前９
時30分から電話で同団体

野外保育とよた森のたまご
（遊佐☎080・5122・1052 ✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）
●お山の観察会 in 森のたまご
　12月３日（金）午前10時～正午　　松平
地区の里山　　未就学児と保護者　　先
着６組　　１組1,500円（別途保険料１人

定定

時時

申申

所所
定定 ￥￥

時 所

　子どもたちに自然の中で伸び伸び育ってほしいと
平成22年に活動を始めた団体。満３～５歳児を対象
に、自然豊かな場所で野外保育を実施しています。

「大人も子どもも育ち合う」をモットーに、団体でカ
リキュラムを決めたり時間を区切ったりするのでは
なく、子どもたちが五感を使い互いに関わり合って
いくことを大切にしています。

　子どもの自然の中での
経験が大切だと考えてい
ます。保護者と一緒に子
どもの活動を見守ります。

対対

代表　　
遊佐　美絵さん

代表　　
遊佐　美絵さん

　  ゆさ　　みえ　  ゆさ　　みえ

時時
所所

定定 他他

申申

￥￥ 他他
申申

時時 所所
対対 定定

申申

ゆさ

￥￥

他他

他他

令和３年９月24日 

　トヨタ自動車女子ソフトボール部「トヨタ自動車レッドテリアーズ」の創立は、昭和23年。女子ソフト
ボールリーグに第１回から参戦するチームです。豊田市を活動拠点とするスポーツチームと相互支援協
定を締結することにより、つながりをより強固
にし、「スポーツのまちとよた」の実現を目指し
ます。今後は、スポーツ教室や様々なイベント
を協力して開催していくほか、WE LOVE とよ
たスペシャルサポーターとして豊田市の魅力を
全国へ発信してもらいます。協定締結が、チー
ムと市民の距離を縮めるきっかけとなることを
期待しています。

トヨタ自動車女子ソフトボール部との相互支援協定の締結、
WE LOVE とよたスペシャルサポーターの任命を行いました

令和３年11月号38
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