
ボランティアでカフェを運営する地域の皆さん

italian&wine
charcoal

宮越　暖　

浄水町伊保原305　
Y′s GARDEN　１階
☎46・1134
定休日／月曜日
営業時間／午前11時～午後
２時、午後６時～10時

みやこし

さん

※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

イチジクとブッラータチーズのサラダ

主に上郷、高岡、高橋、猿投
地区で栽培され、品質が良く
人気があります。
８月から11月中旬まで収穫・
出荷され、市内の各スーパー
などで購入できます。

イチジク

（４～５人分）

1イチジクをよく洗い、皮付きのまま８等分にくし切りする
2キュウリは千切りにし、赤タマネギは薄切りにし、プチトマトは半分に切る
3ボウルに1と2を入れて、★であえる
4器に3を盛り付け、真ん中に半分に切ったブッラータチーズを載せる
5仕上げにオリーブオイルを回しかけ、粗挽き黒コショウを振ったら完成♪

だん

■所在地　中金町前田765－２　
■営業時間　カフェ：毎週土曜日・日曜日
　　　　　　　　　　午前10時～午後３時
　　　　　軽トラ市：毎月第２・４土曜日
　　　　　 　　　　  午前９時～正午
　※軽トラ市は１月～３月は休み
■駐車場　有り
■アクセス　名鉄豊田市駅からとよたおいで
んバス旭・豊田線「広瀬」下車、さなげ・足助
線に乗り換え「西中金」下車徒歩１分。猿投グ
リーンロード「力石ＩＣ」から東へ２分
■問合せ　☎45・1214（猿投支所）

新鮮な野菜のほか手作りの梅干しなども
販売しています。

西中金ふれあい
ステーション
中金町
町

心
安
ら
ぐ

憩
い
の
場

軽トラ市

なかがね

にしなかがね

伊勢神峠を愛する会　会長

メンバーは17人。会作成の
散策マップは、会の事務局
であるドライブ
イン伊勢神（☎
67・2531）にあ
るほか、足助観
光協会HPから
ダウンロード可。

朝倉 和夫 さん
あさくら かずお

輝く市民の活躍を紹介！ 　かつて尾張・三河と信州を結ぶ街道として人や物資が往
来した飯田街道。今でもところどころ昔のまま残っており、
足助町と稲武町の間に位置する「伊勢神峠」もその１つです。
国の有形文化財に登録されている伊世賀美隧道（旧伊勢神
トンネル）の入り口付近と出口付近をつなぐ林道の頂に伊
勢神峠はあります。平成24年に結成した「伊勢神峠を愛す
る会」は、伊勢神峠や伊世賀美隧道でのイベント、林道の
整備などを行ってきました。「昔から人や牛がこの道を通って、峠を越えました。
明治になって馬車が普及すると伊世賀美隧道がつくられ、昭和になり大型自動車
が普及すると今の国道153号のトンネルができました」。そう語るのは同会の会長、

朝倉さん。峠からは、晴れた日には伊勢湾や
伊勢神宮が望め、峠の横には、江戸時代に稲
武の古橋家が設けたとされる伊勢神宮遥拝所
があります。「会では、みなさんが峠の散策を
楽しめるようマップを作成しました。是非多
くの人に訪れてもらいたいです」。伊勢神峠を
愛する会の活動はこれからも続きます。

歴史があり、見晴らしの良い伊勢神峠を知ってほしい

映像はこちら

足助観光協会HP

（上）国の登録有形文化財のプラットホ
ーム
（下）歩くことのできる線路

い せ が み す い ど う

いせがみとうげ

ようはいじょ

　歴史的景観が評価され、国の有形文化財に登録されている名鉄三河線旧西中
金駅の駅舎とプラットホーム。平成16年に廃線となった後、地元の魅力発信・
交流の場として「西中金ふれあいステーション」に生まれ変わりました。「いらっ
しゃいませ」と書かれたのれんをくぐり、趣ある駅舎の中に入ると地域のボラ
ンティアの人たちで営んでいるカフェがあります。壁には、かつての旅客運賃
表が残り、歴史を感じながらコーヒーにワッフル、五平餅を味わうことができ
ます。プラットホームに出ると、レトロ感漂う「にしなかがね」の駅名標。線路
の上でポーズを決めれば、ＳＮＳ映えする写真が撮影できます。また、毎月第
２・４土曜日に開かれる「軽トラ市」では、新鮮な旬の野菜が荷台に並び販売さ
れます。軽トラ市の魅力は、作った人たちとの会話を楽しみながら買い物がで
きるところ。地域の人たちを中心に人が集まり交流するこの場所で、懐かしい
雰囲気や温かさを感じてみませんか。

（上）カフェで会話を楽しむ様子
（下）提供されるコーヒー（１杯200円）

映像はこちら

イチジク（中サイズ） …………… ２個
キュウリ ………………………… １本
赤タマネギ ……………… ４分の１個
プチトマト ……………………… ５個
ブッラータチーズ ……………… 100㌘
※ない場合は、モッツァレラチーズでも可

★レモン汁 ……………………… 30㏄
★オリーブオイル ……………… 30㏄
★塩 ……………………………… 適量 
＜仕上げ用＞
オリーブオイル ………………… 適量
粗挽き黒コショウ ……………… 適量
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