
自然薯 …………………………… 60㌘
エリンギ ………………………… ２本
サケ（切り身） ………………… ２切れ
片栗粉 ……………………… 大さじ１
有塩バター ……………………… 20㌘
料理酒 ……………………… 大さじ１

（A）赤みそ ………………… 大さじ１
（A）みりん ………………… 大さじ１
（A）砂糖 …………………… 大さじ１
（A）すりおろしニンニク … 小さじ2分の１ 
小ネギ（小口切り） ……………… 適量
 

うなぎ・じねんじょ
まんまる

宮道　昭長

前田町６丁目27－１
☎41・6712
定休日／月曜日
※ただし、土用の丑の日、
　GW、お盆期間は営業
営業時間／午前11時30分～
午後２時、午後５時30分～
９時30分

みやみち

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

自然薯とサケとエリンギの
ニンニクみそバターいため

「夢とろろ」という品種が主に
中山間地で栽培されています。
強い粘りと食味の良さが特徴
で、贈答品としても好まれる
冬の特産品です。

自然薯

（２人分）

1自然薯は皮をむいて１センチ㍍幅の輪切りにし、エリンギは縦に１センチ㍍幅に
　切る
2サケは骨を取り除いて５センチ㍍幅に切り、片栗粉をまぶす
3フライパンを火にかけ有塩バターを溶かし、2を入れて中火で焼く
4薄く焼き色が付いたら料理酒を入れ、1を加えて全体に火が通るまで中火でいた
　める
54に（A）を混ぜ合わせて加え、味がなじむまで中火でいためる
6器に5を盛り付け、仕上げに小ネギをかけたら完成♪

あきなが

※写真では彩りをよくするためにパプリカを添えています

マスターズ　投てき選手

双美町在住の81歳。
納豆、ヨーグルト、
ナッツは毎日欠か
さず食べています。

山田 博嗣 さん
やまだ ひろし

輝く市民の活躍を紹介！

　「大会の記録に自分の名前が残るのが嬉しい」。
そう口にするのは山田博嗣さん。７月に石川県で
開催された「2022全日本マスターズ投てき五種陸
上競技選手権大会」の80～84歳の部門に出場し、
五種目の総得点で日本新記録を樹立して優勝しま
した。投てき五種とは、ハンマー投・砲丸投・円
盤投・やり投・重量投の５種目を行い、その投げ
た距離に応じた得点の合計を競うもの。山田さんは、競技を始めた中学３年生の
頃から現在に至るまで、ずっと投てきを続けています。世界大会など様々な大会
に出場し、多くの記録を更新してきました。山田さんはこれまでを振り返り、「競

技に向かう姿勢に波はありました。でもやめ
ることはなかった。それは、頑張りすぎない
程度に頑張っていたから。疲れるまでは練習
しない。それが続ける上で大事」だと語りま
す。次の新たな記録更新に向けて、山田さん
の投てきはこれからも続きます。

続けるコツは、
頑張りすぎない程度に頑張ること

映像はこちら

ハンマー投
砲丸投

円盤投
重量投

やり投

■所在地　稲武町大井平５－１
■駐車場　約60台（無料）
■アクセス　猿投グリーンロード「力石
ＩＣ」から国道153号線を通り、「稲武町」
交差点を右折
■問合せ　☎83・3200（いなぶ観光協会）
■そのほか　11月は３日（木）、第１・２
土・日曜日にどんぐり工房前からシャト
ルバスの運行有り

広がる自然を眺められ、川のせせらぎに
癒されます

　秋が深まり、紅葉の季節がやってきました。今回は、紅葉の名所として知ら
れている「大井平公園」を紹介します。稲武地区にある大井平公園は、道の駅

「どんぐりの里いなぶ」から約１キロ㍍東に位置します。豊かな自然に囲まれた
公園内の見所は、見晴らし抜群の渓谷が眺められる「風のつり橋」。つり橋を渡
る際に聞こえる名倉川のせせらぎは、心地よい癒しをもたらしてくれます。ま
た、名倉川の遊歩道に沿って歩いていくと３階建ての展望台があります。この
季節は、川面に紅葉が映し出されるさまも美しく、風情あふれる景色を堪能で
きます。例年開催されている「稲武もみじまつり」には約520本の色鮮やかなカエ
デやイロハモミジ、イチョウを見に県内外から多くの人が訪れます。今年は10
月29日（土）から11月13日（日）まで開催され、期間中は郷土料理の五平餅をはじ
めアユの塩焼き、焼き芋などの出店が並び、午後９時までライトアップも行わ
れます。この機会に是非、紅葉を見に訪れてみませんか。

稲武町

自
然
に
囲
ま
れ

癒
し
の
時
を

名倉川 （上）発色が素晴らしい紅葉
（下）ライトアップされた風のつり橋

いなぶ

おおいだいら

（上）園内の屋根付きベンチで一休み
（下）名倉川沿いの展望台

大井平公園

※昨年の様子

※昨年の様子

映像はこちら
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