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レ ン コ ン

地産地食応援店「旬菜食彩かべや」の壁谷さんに、とよたの
レンコンを使った料理のレシピを教わりました。

旬菜食彩かべや作り方作り方

レンコン ………… 400㌘
魚（タラな

ど）の切り身 … ２切れ
ニンジン ………… 50㌘
キヌサヤ ………… ５枚
キクラゲ ………… １枚

ギンナン ………… ２個
だし汁 …………… 450cc
薄口醬油 ………… 45cc
みりん …………… 45cc
酒 ………………… 少々

片栗粉 …………… 適量
塩 ………………… 少々
ユズの皮、あられ ……
……… 少 （々お好みで）

壁谷 勇治

御立町８－30－１
☎41・6068
定休日／月・第３火曜日
営業時間／午後５時～11時

レンコンをよく洗って、皮をむいてすりおろし、水気を切っておく
だし汁、薄口醤油、みりん、酒を混ぜ合わせる
食べやすく切ったニンジン、キヌサヤ、キクラゲを鍋に入れ具材が浸かるぐらい
　を加えて弱火で８分煮る
　に塩、煮汁を切った　を混ぜ合わせる
バットに魚の切り身を乗せ、その上に　、ギンナンを乗せて15分蒸す
　の残りを沸騰させ、溶いた片栗粉を加えてあんを作る
蒸し上がった　に　をかけて、お好みでユズの皮、あられを飾り付けたら完成♪

かべや   ゆうじ
さん

材料（２人分）

今月のおすすめMENU

レンコンは、秋から冬に旬を迎え
ます。ふっくらとして太く、ずっ
しりと重みがあるものが新鮮です。
市内産のレンコンは、直売所など
で購入することができます。

※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

2

家庭に蒸し器がない場合は、
電子レンジでも調理できます
のでお試しください！中に火
が通るまで加熱してください。
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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
　12月17日（金）午前11時～午後２時（相
談会）、午後２時～４時（患者会）、来年１
月21日（金）午前11時～午後２時（相談会）
　とよた市民活動センター

メディカルアロマとよた
（菅原☎080・3618・7339 ✉m.aroma.toyota@gmail.com）
●メディカルアロマフェスタ2022
　来年１月19日（水）午後０時30分～３時
30分　　とよた市民活動センター　　先
着15人　　2,500円　　12月５日（日）午前
９時から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節分、②
ひな祭り）とダルクローズリトミック
　①来年２月２日　②３月２日　※いず
れも水曜日午前10時30分～11時10分　　
とよた市民活動センター　　首座り～未
就園児と保護者　　各先着10組　　1,000
円　　12月６日（月）午前10時からなない
ろえがおホームページに必要事項を入力

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

自立生活センター　十彩
動画はコチラ

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

☎31・1117　FAX85・8185
✉wakamiya@utopia-wakamiya.com

ウオーキング協会
（☎080・2619・8480）
●入会希望者説明会＆ウオーキング講座
　12月18日（土）午前10時～正午　　とよ
た市民活動センター　　先着15人　　12
月５日（日）午前10時から電話で同団体　
※ウオーキング協会ホームページからも
申込み可

野外保育とよた森のたまご
（遊佐☎080・5122・1052 ✉morinotamago2010@yahoo.co.jp）
●森のたまご　オープンデー！
　来年１月17日（月）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50円）　　山で「おもしろい」を見つ
ける　　12月５日（日）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）
●音楽DE介護予防（①リズムおんスマイ
ル、②歌声ひろば）　
　①12月12日、来年１月23日、２月20日
の日曜日　②１月21日、２月18日の金曜
日　※いずれも午前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　　12
月５日（日）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

じっくり傾聴チーム
（服部☎080・5107・9135）
●ボランティアが悩みなどを傾聴する

「話せば楽になる処」傾聴カフェ
　12月16日（木）午前10時～正午　　福祉
センター　　100円
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　県国際展示場で開催された「持続可能で強靭な都市・
交通に関する国際会議 Aichi 2021」で、豊田市におけ
るCO２の排出量削減に向けた取組を報告しました。市
では、山間地での高齢者の移動や、災害時の外部給電
装置として次世代自動車を活用するなど、環境面だけ
でなく安全・安心にも配慮した取組を進めています。
豊田市の取組が世界的なカーボンニュートラルの実現
に貢献できるよう市民の皆さん、企業、大学などとの
パートナーシップにより、課題の解決に取り組んでい
きます。

カーボンニュートラルの実現に向けた豊田市の
取組を報告しました

　　　　　10～60歳代　　　　　随時、運動会年１
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

　障がいの有無に関係なく集まれる場所を作りたい
と平成３年に活動を始めた団体。この日開催された

「ごちゃまぜ運動会」は障がいの有無に関係なく児童
生徒を募集し、互いの理解を深めながら一緒に運動
会を楽しみました。普段の活動から様々な立場の人
のニーズや思いを知ってもらい、インクルーシブ社
会の実現を目指します。

　障がいのある人が自分
らしく生きていくために
何が必要か、まず聞いて、
そして知ってください。

代表　　
長谷　由香さん

代表　　
長谷　由香さん

　  ながたに　ゆか　  ながたに　ゆか
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